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はじめに はじめに

■ は じ め に ■

厳しい経済情勢の中、中小企業の経営環境はますます
悪化しています。また、消費構造の変化や少子・高齢
化、環境問題等、企業が生き残りのために取り組まなけ
ればならない課題も増大しています。しかし、このよう
な時代だからこそ、縮み思考になるのでなく、困難を切
り開くための新たなる挑戦が必要です。
中小企業は日本経済の革新の原動力です。
全国485万社といわれる中小企業が現在の苦境への挑

戦者として、自己変革を遂げ、また、新たに事業に挑戦
する中小企業が、その機動性、柔軟性、創造性を最大限
に発揮してこそ、日本の飛躍が可能となるのです。

中小企業庁では、国の未来を担う力強い中小企業群の
創成を支援するために、創業支援、経営革新支援、セー
フティネットの整備を中小企業政策の3本の柱とし、そ
の効果的な実施に取り組んでいます。
創業に関しては、年間新規開業数を2005年までの5年

間で倍増（18万社/年→36万社/年）することを目標に、
抜本的に支援策を強化し、自らの夢を実現すべく事業を
立ち上げようという「気概」を持った起業家が湧き出ず
るような環境整備を図ることとしています。
このため、創業塾、創業セミナー等の人材育成、窓口
相談、専門家派遣、創業資金調達のための制度融資等、
各種支援策を講じています。
経営革新に関しては、新たな技術やビジネスモデルで
飛躍を目指す中小企業を支援するとともに、苦境に立っ
ている老舗の中小企業が、心機一転、巻き返しを図るこ
とも応援するべく、人材育成、窓口相談、専門家派遣、
補助金、制度融資等の支援策を提供しています。
また、不良債権処理など構造改革を推進する過程での
不測の事態により、やる気と潜在力のある中小企業まで
が破綻に追い込まれないように、セーフティネット貸
付、セーフティネット保証、売掛債権担保融資保証等の
金融面でのセーフティネットの整備に万全を期すことと
しています。

以上のような中小企業政策の新しい挑戦を実施してゆ
くにあたっては、国、地方自治体、中小企業総合事業
団、政府系金融機関、商工会、商工会議所等の諸機関が
連携をとりつつ効果的に支援策を推進する必要がありま
す。中小企業の経営課題が多様になり、それに応じて、
支援策が多様になった今日にあって、効果的な支援を進
めるためには、各機関の支援施策を担当する人材、いわ
ゆる「支援人材」が個々の企業の課題を適切に把握し
て、幅広い視野でニーズに合った支援策とその活用方法
を提案していくことが重要となってきています。
スピードを増し、多様化した現代の企業経営において

「ヒト」「モノ」「カネ」の中の「ヒト」の重要性が高まっ
ているのと同様、中小企業政策の実施も「ヒト」つまり
支援人材に益々依存するようになっているのです。

本冊子は、このように中小企業政策のなかで中心的な
役割を果たす支援人材の方が、特に重要な政策課題であ
る創業支援を実施される際に参考となるよう、創業支援
の「知恵」を有識者の方々から寄稿頂いて「エッセン
ス」として取りまとめたものです。本冊子を支援人材の
方がご覧になって、創業支援に係る考え方、アプローチ
に関して、ご検討等頂くことにより、少しでも支援実務
に役立てていただければ幸甚に存じます。

中小企業は日本経済の革新の
原動力

新たな中小企業政策の展開

重要性を増す支援人材

支援人材のためのエッセンス
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（注）1. 事業所を対象としており、支所や工場の開設・閉鎖、移転
による開設・閉鎖を含む。

2. 1991年までは「事業所統計調査」、1994年は「事業所名簿
整備調査」として行われた。

3. 開業率、廃業率の計算方法については、付注2-1-2を参照。

資料：総務省「就業構造基本調査」再編加工

（注）1. 創業希望者とは、有業者（雇用者、自営業主、家
族従業者を含む）の転職希望者の中で「自分で事
業をしたい」と回答した者を指す。

2. 創業者とは過去1年間に職を変えた、あるいは
新たに職に就いた者で現在は自営業主（内職者、
農林漁業従事者を含む）となっている者を指す。

3. 創業実現率＝創業者数／創業希望者数×100（％）

4. 創業者数については、総務省「事業所・企業統計
調査」を基礎とした数（1996年～1999年平均で
は18万社／年）よりも多いが、これは同調査が
設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯、
農林漁業に属する個人経営の事業所等を調査対
象外としていること等によるものと考えられる。

〈出典：2002中小企業白書〉

創業を巡る環境

近年の雇用はその6割以上が新規開業によってもたら
されており、創業の促進は、雇用創出や経済活性化のた
めに重要です。
しかし、開業率は、長期的に低下傾向にあり、開業を

希望する者が夢をかなえる実現率も低下しています。国
際的に比較しても、我が国の開業率は低水準です。ま
た、各国では、開廃業率の差がプラスであるのに対し、
我が国の開廃業率の差はマイナスであり、経済の新陳代
謝が滞り、国際競争力の低下が懸念されます。
このような状況を打開し、活力ある社会を築くため

に、創業支援の強化が必要です。
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■創業における経営課題と支援施策■

創業によって雇用の創出や地域経済の活性化を図るため
には、創業件数を増加させるだけでは不十分で、創業後の
成功確率を高め、成長に貢献することが必要です。したが
って、創業までの支援だけでなく、創業後のサポートも重
要で、創業準備期～創業期～創業直後期～成長期～安定期
（成熟期）と、成長段階を追ってシームレスに支援すること
が必要となります。
このためには、それぞれの段階ごとにどのような経営課
題があり、どのような支援のポイントを抑えるべきかを把
握することが必要です。創業準備期～創業期は、事業計画
策定、資金調達、会社設立手続等が主な支援ポイントとな
っています。また、より重視されるべきポイントとしては
マーケティングがあります。マーケティング戦略はビジネ
スそのものをつくり上げることといっても過言ではなく、か
つ、顧客からの売上を獲得する仕組みづくりに関するもの
であるからです。

創業後は各企業の事業内容、経営環境によって、多様な
経営課題を各企業が抱えることとなります。企業が事業展
開するにつれ、従業員、取引先、顧客、金融機関などのス
テークホルダーが増し、その関係も複雑化するためです。
創業段階を追ったシームレスな支援をするために、支援
人材には、創業準備段階の会社設立、資金調達といった限
定された知識だけでなく、より幅広い知識やノウハウが求
められます。ここでは、それぞれの支援人材が経験から得
た知識だけではなく、実務に基づいた実践理論（いわゆる
『定石』）も必要です。このような実践理論を踏まえた支援
により、創業者は定石を踏まえた上で、自分なりの創意工
夫を加え、自信を持って経営することが出来るのです。企
業を経営し、事業を展開していく上では、数多くの意思決
定が求められます。多くの意思決定は単純なものではなく、
選択肢が多かったり、予見できない条件があったりするた
め、経営者として迷うことも多いものです。そのようなと
きに、経験と実践理論に基づく支援人材のアドバイスは一
つの有効な道しるべになるのです。

国、都道府県、市町村などでは、創業や中小企業の新規事
業開拓、経営革新のために、多様な支援施策が整備されてき
ています。問題は、多様な支援策はあっても、存在が知られて
いなかったり、支援策の利用のための要件やメリットが理解
されていなかったりして、正しく活用されていないことです。
支援人材の役割の一つには、創業段階別、目的別に支援施
策・支援機関を整理し、主要な支援策について、どのような
企業で有効か、どのような条件が求められているか正しく理

解し、創業者やスタートアップ企業に支援策をわかりやすく
咀嚼して紹介することにあります。また、制度融資、補助金
等単純な紹介だけでなく施策・支援機関の組み合わせの提案
等のコーディネート型の支援も重要となっています。支援施
策の多くは、近年ではインターネットで情報収集可能となっ
ていますし、中小企業庁等のウェブサイトでは全国の創業
支援策の情報を取りまとめており、個々の支援企業向けに
適用可能な支援策を検索することが可能となっています。こ
れらの情報をもとに、創業支援人材それぞれが、使える支
援策や申請のノウハウを蓄積し、個々の企業に適した支援
策を選択して、活用することが望まれています。

創業段階と経営課題の概観
創業準備期 創業期 創業直後期 成長期 安定期

経営全般

事業戦略・事業計画

会社設立・事業所立地

資金調達

研究開発・製造ネットワーク

販売・マーケティング

国際化

IT化

法務・税務・労務

人事・労務管理

創業段階と支援施策の概観
創業準備期 創業期 創業直後期 成長期 安定期

経営相談・情報提供
事業戦略・事業計画
総合相談・支援コーディネート

資金調達

補助金・助成金

税制

販売・マーケティング

研究開発・製造ネットワーク

国際化

関連法制度

（中小企業庁のウェブサイト、http://www.chusho.meti.go.jp）

くまもとプラットフォームのHP

くまもとテクノ産業財団では、研究開発から事業化まで総合的に支
援するために、支援の種類と事業化段階とのマトリックスで、支援
施策が検索できるホームページを作成しました（http://kumapf.kmt-
ti.or.jp）。掲載されている施策は、県の施策だけでなく、経済産業
省、厚生労働省などベンチャー企業が利用可能な施策を網羅してい
ます。県内の関連機関の施策、イベントなどの情報については、各
関連機関の当HP担当者がそれぞれ情報をアップデートし、情報の
鮮度を上げています。また、HP内には関連施策やイベントのカレ
ンダーも掲載されているなど、利用者からみて使い勝手の良くなる
よう工夫されています。このような工夫から、「当HPをみてイベン
トや施策に応募した」、「当HPから申込書をダウンロードした」と
いう方が多くなってきました。

創業支援のポイント

創業段階に応じた多様な
支援施策の活用

会社設立、事業認可、
契約、知的財産権

労務基礎知識

取引契約、知的財産権

人材採用・人材確保
人材マネジメントの制度・仕組みの整備

低コストIT導入/HP開設 システム拡張
/高度化 システム見直しIT基礎知識

戦略的マーケティングプラン
将来の顧客との人脈づくり

マーケティング仮説検証と対応
販売ネットワーク拡大

海外進出/国際調達/提携

新マーケプラン

産学連携/企業間（異業種）連携による製品開発・製造ネットワーク

資金繰り
経営革新資金成長資金調達初年度資金繰り創業支援申請調達手段検討

事業計画立案

経営者としての心得 噴出する諸問題への対応
急成長への対応

仮説検証と戦略・計画練り直し

課題発見
停滞打破

新成長戦略開発

立地見直し全国/国際展開事業所拡張会社設立・事業
開始手続き

アイディア
精緻化

実現性の高い
事業計画

会社設立の
予備知識

創業塾・セミナー

中小企業支援センター・商工会・商工会議所の窓口相談

中小企業大学校・経営革新セミナー

地域プラットフォーム・インキュベーター 経営革新支援

中小企業支援センター
商工会・商工会議所

金融相談

国民生活金融公庫

中小企業金融公庫

中小企業総合事業団助成金・都道府県等補助金

雇用関連助成金

設備投資に関する特別償却・税額控除

欠損金の繰越期間延長

信用保証協会 中小企業投資育成/新規事業投資

政策投資銀行

中小企業支援センター窓口相談/専門家派遣・商工会・商工会議所の窓口相談

ベンチャーフェア・ビジネスフェア等の展示会

ベンチャーフェア・ビジネスフェア等の展示会

異業種交流会

SBIR（技術開発・開発補助金）

JETROによる国際化支援

中小企業総合事業団による国際化支援

創造法

新事業創出促進法
中小企業経営
革新支援法
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支援人材の基本姿勢
国際メンタリング&コーチングセンター　所長　石川　洋

創業者は自身の夢の実現のために起業した挑戦者ですが、十分な会社経営の経験がないケースが殆どです。ま
た、新規事業へのチャレンジである場合には、事業そのものについても経験の浅い方が少なくありません。このた
め、多くの創業者は大きな不安を抱えています。創業を支援する人材としては、不安を抱えた創業者の心の支えと
なることが求められます。ここでは、挑戦者の支援のためのメンタリングの第一人者である国際メンタリング&コ
ーチングセンターの石川洋所長に、創業の支援人材に求められるメンターとしての基本姿勢について、お聴きしま
しょう。

石川　洋（いしかわひろし）【国際メンタリング&コーチングセンター所長、㈱スマートビジョン代表取締役】

東京工業大学卒、慶応ビジネススクールMBA取得。㈱日立製作所、ソニー㈱を経て、㈱スマートビジョン代表取締役。
法政大学エクステンションカレッジ、（社）日本能率協会、ADO全国デパートメントストアーズ開発機構、中央職業能力
開発協会などで、コーチングとメンタリング講座講師を勤める他、多くの企業・商工会などで、エグゼクティブ/中間管
理職/指導員用コーチングとメンタリング研修やケーススタディの企業研修を行っている。中小企業総合事業団新事業開
拓支援専門員としても活躍中。主著には、「勝ち組みへの新流通戦略－21世紀へのスマートビジョン」文芸社、「よくわ
かるビジネス・コーチング入門」日本能率協会マネジメントセンター等がある。（E-mail：info@smartvision.co.jp）

筆者紹介

大多数の創業者やスタートアップ企業の経営者は、相談
にきた当初、支援人材に対し「相談には来たものの、本当
に自分のことをわかってくれるのだろうか？」、「自分の立
場に立った支援をしてくれるのだろうか？」、「役に立つ支
援をしてくれるのだろうか？」などと、半信半疑で不安な
気持ちを抱えています。一方で、創業者は、支援人材が創
業者を自分自身のことのように思い、運命共同体になって
行動してくれることを期待しています。支援人材としては、
このような創業者の期待と不安を理解し、「自分は、創業者
のメンターであり、創業者の力を伸ばすことで夢の実現を
支援する。」と意識することが支援の第一歩です。

これまでの創業支援を見ると、資金調達、会社設立など
について定型的に支援をしていることが多く見かけられま
す。定型的な支援とは、過去の経験や知識を現在支援して
いる企業に型どおりに当てはめ、助言・指導するもので、
過去の成功例や自説の押し付け、自慢や自己満足的な支援
となりがちです。これでは、先述した創業者が求める支援
人材像とは、かけ離れたものとなってしまいます。
確かに、創業の過程においては、会社設立、資金調達申
請など、過去の知識やノウハウが有効なものもあります。
しかし、新しい事業を起こそうとする、未来志向型の創業
者にとっては必ずしも満足をえられる支援にはならないこ
とも多いのです。

創業者に対して価値のある支援をするためには、支援人
材が創業者やスタートアップ企業の強み・弱みを的確に把
握することが前提となります。それには、創業者から本音
を引き出すことが必要です。さて、冒頭に述べた創業者の
支援人材への不安から、創業者は、相談開始当初は支援人
材に本音を漏らそうとはしないでしょう。創業者の本音を
引き出すためには、支援人材が創業者からの信頼を得、そ
の不安を除去することが必要です。
創業者から信頼を勝ち得るための第一歩は、「顔の見える
支援」をすることです。支援機関のホームページなどで、

（財）21あおもり産業総合支援センター
（青森県中小企業支援センター）

創業支援に当たって注意していることは、センターのお客さんは「相談者」
であるということです。相談者があって始めてセンターの仕事があるため、相
談者に感謝しながら、顧客満足をつくり上げ、リピーターになってもらうよう
注意しています。また、経営者に必要な知力、気力、体力、胆力、専門能力の
うち、アドバイスの際の支援担当者は、知力以外は総て経営者にかなわないこ
とを、支援の大前提としています。創業者の能力を尊重した上で、不足してい
る能力（分析能力、情報収集能力、表現力等）の補完に視点を置き、支援をし
ています。
相談対応に当たっては、「相手の思いをかなえてあげたい」という気持ちで、
相手の話を聞くことから始めます。そして、相談者の考えを自分の言葉に置き
換えて反復し、相談者のことを理解していきます。更に、相手の漠とした考え
を、一緒になって、ビジネスモデルのフローチャートや損益計算書、資金繰り
表のような形にします。その一方で、相談者との会話の中で、問題点を具体化
していきます。また、誠心誠意の対応、相手の思いを頭ごなしに否定しないこ
と、問題点が見つかった場合に「○○だからダメだ」とは言わず、「成功する
ためには○○の問題を解決していくことが必要」と言った表現などに注意し、
相談者の信頼を勝ち得、相談者から本音を引き出そうとしているのです。

地域産業の総合的な支援体制の構築 
（イメージ図） 

【創業者・企業】 
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支援内容や支援人材を紹介する際に、もう一段階進めて、
支援人材の顔や人となり、専門性をより詳細に伝えてみま
しょう。これにより、創業者が自分のニーズや性格に合致
した専門家を安心して選ぶことが可能になります。さらに、
支援人材の情報を十分に公開することで、創業者からは
「この先生は言っていることに自信があり、逃げないだろ
う」と思い、信頼感を感じることにつながります。
創業者を支援するためには、支援人材は、対応策や事業の
方向性を一緒に考えることが必要で、「一緒に行動する」とい
う気持ちが必要です。事業への共同責任者としての責任感
を強く持ち、これを創業者に示すことです。創業者の成功があ
って初めて支援人材の存在価値があります。支援企業が失敗
した時、支援人材に経済的・法的な責任はありませんが、「創業
者とともに行動する」という姿勢を持つことは支援の根本です。
また、相手の存在を認め、相手のやり方でやらせること
も重要なポイントです。創業者を尊重し、相手のことを否
定しない、過去の成功談に基づいた型にはめないように気
をつけなくてはなりません。もし、頭ごなしに否定し、支
援人材の自説を強要すると、創業者からの本音は引き出せ
ず、信頼は勝ち取れないでしょう。
その一方で、創業者のプランについてリスクを低減するた
めのチェックは必要です。ただし、夢や挑戦を支援するという
ことが、前提になくてはなりません。つまり、「止めた方が良い」
という指摘（マイナス・ストローク）ではなく、改善の方向を
示し、成功のイメージを湧かせること（プラス・ストローク）が
必要です。最終的には支援により、今まで出来なかったこと

が達成され、価値創造、自己実現につながることが必要です。

創業支援は、継続的に支援をしていくことが必要です。
継続的な支援をしていくためには、ベンチャー企業との間
にコラボレーション関係を築いていくことが条件となりま
す。それには、地位に基づく権威（Position Power）に依拠
するのではなく、人間としての信頼性、つまり人間力にも
とづく信頼関係が必要です。創業者と支援人材とがお互い
に協力し合い、Win-Winの関係を構築し、責任を共有し、
成功サイクルを共に進む気持ちが求められます。経済財政
諮問会議が掲げる経済活性化戦略の第1は、人間力戦略で
あり、構造改革の最大の意義はここにあると言えます。

従来の支援人材 
（アドバイサー） 

求められる支援人材 
（メンター） 

相手に一方的に情報を与え
たり、教えると言う態度と姿
勢。 

現在何が起こっており、今後
何が起こり得るかを気づかせ、
その対応を自分で考える支
援をする。 

じっくり時間をかけて間違
いのないように、慎重に準
備を進めさせる。 

時代の流れにのり、先行者
利得を創造しながら、状況
に応じて、軌道修正を促す。 

失敗のある創業者は、不適
格者としてのレッテルを貼る。 

失敗経験者は、この経験を
生かして成功確率が上がる
ので一層支援に力を入れる。 

今後起こり得る最悪の事態
を予測し、対応を迫る。（管
理手法による問題解決型が
多い。） 

夢と挑戦を促し、その実現
のための将来志向の率先垂
範的支援を行う。（建設的で、
プラスストロークが強い。） 

過去の成功事例を押し付け、
同じことをやることを指導
する。 

過去の成功事例は成功イメ
ージを与えるだけに留め、
自分の成功イメージを膨ら
ませながら、独創的なもの
を促す。 

創業者の立場に立ち、支援の心を伝えていますか？

権威や地位による発言ではなく、人間の信頼性、つ
まり人間力に基づき支援していますか？

自信を無くしている時は、勇気づけながら、新たな
可能性を示唆していますか？

あら捜しではなく、改善の方向性を伝えています
か？

共同責任の意識で協働環境を構築しながら、本心を
引き出していますか？

自分の考えを押し付けるのではなく、相手の潜在的
考えや能力を引き出していますか？

問題点を気づかせていますか？7
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創業支援で求められる
支援人材とは？

従来の支援人材の問題点は？

創業者の信頼を勝ち取るには？

継続的な支援を
していくためには？

相談者とともに進む支援人材となっているか？

相談対応におけるプラス・ストロークとマイナス・ストロークの例
プラス・ストロークの例

■大丈夫。最初から完璧な経営者
はいないんだよ。
■もう一歩チャレンジしてみよう。
■一緒に頑張っていこう。
■経験者（専門家、参考書）を紹介
しよう。

■やっても無駄だよ。
■それなら以前失敗した企業があ
ったね。
■以前支援した経営者は良かった
な。
■私が○○なら、△△したものだ
（価値観を押し付けるように）

マイナス・ストロークの例
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ビジネスプランの作成
㈱ウイングリサーチアンドコンサルティング　代表取締役　長谷川智彦

ビジネスプランの必要性や書き方のノウハウについては、近年飛躍的に普及してきました。最近見かけるビジネ
スプランは、数年前と比較すると数段進歩してきています。しかし、事業を展開する際の道しるべとして、あるい
は金融機関や投資家から資金調達をするためには、まだ不十分なものが少なくありません。ここでは、ビジネスプ
ラン作成の支援をする際に、気をつけておくべきポイントについて、㈱ウイングリサーチアンドコンサルティング
代表取締役長谷川智彦さんに、論じていただきます。

長谷川智彦（はせがわともひこ）【㈱ウイングリサーチアンドコンサルティング代表取締役】

1988年東京大学工学系大学院修士課程修了し、同年4月㈱三菱総合研究所入社。事業計画の策定及び評価、新技術・新
事業進出のコンサルティング及び中小企業政策関連の調査などに従事するとともに、三菱総研のベンチャービジネスへ
の取り組みをリード。平成14年1月に独立しウイングリサーチアンドコンサルティング㈱を設立し代表取締役に就任する
とともに、グローバルベンチャーキャピタル㈱に参画。テクノロジーベンチャーに対してビジネスモデルの策定と実行を
コンサルティングと投資の両面から支援している（中小企業診断士）。

筆者紹介

ビジネスプラン（事業計画）を持っている企業は、中小企業
では約3割に過ぎません。確かに、ビジネスプランがなくて
も、行き当たりばったりの経営でも成功する人もいます。し
かし、経営環境が不透明でかつ急速に変化する今の時代だか
らこそ、ビジネスプランが新しい事業の成功確率を高めてく
れる最大の武器になります。また、ビジネスプランを作成す
ることは、自分の進める事業の理解を深めることになり、社
内外の関係者の理解と協力を集める上での強力なツールにもな
ります。資金調達という目先の目的だけでなく、まずビジネ
スプランを作る真の意義を、起業家、経営者に理解してもら
うことが大前提になります。

起業は、「夢」への第一歩です。同時に多くは苦難の道でも
あります。そこを歩み始めるに当たって十分な覚悟があるか、
情熱が込められているかが重要な鍵です。起業家の情熱の感
じられないビジネスプランでは、一緒にチャレンジする人を
惹きつけたり、投資家を唸らせることはできません。思い付き
や軽いノリで始めようとしても、ビジネスプランの中でそれ
は露呈してしまいます。アイディアだけで起業しようと相談
に来る人もいるでしょう。しかし、思いつきだけで成功する
人はいません。思いつき＝アイディアをいかに実行可能なビ
ジネスプランに昇華させるか、そのステップ無しには成功は
望めません。本気のビジネスプランからは、周到な準備と細
心の計画が汲み取れるはずです。その上で、成功に向かって
の強い信念が読み取れる、そんなビジネスプランでなくては
いけません。

ビジネスプランは、起業家が独力で一気に書き上げるものとい
うのは、むしろ間違った部類の考え方です。起業家一人の能
力、情報は限界があります。弱みを補強してくれるパートナーと
ビジネスプランを練り上げるべきです。しかし、なかなか最初
から適切なパートナーがいない場合もあります。その場合も、
必ず起業家のことを理解する人、目指すビジネスに造詣の深い
先輩などを探し出して、ビジネスプランに対するアドバイス
をもらって、欠点を発見し修正するべきです。支援人材がビジネ
スプランの作成を支援する際には、単に書き方の指導や過去
の成功例の押し付けになったり、チャレンジングなプランに、
リスクを論して冷や水をかぶせることになったりしてはいけま
せん。一緒になってこのビジネスを成功させるんだという、起
業家と同じ視点と若さに立ったアドバイスが求められます。

投資家や金融機関に理解してもらうためにはたくさん記述し
た方がよいと考える人もいます。プレゼンテーションでも長々
と事業内容を説明する人がいます。しかし、ぶ厚いビジネス
プランは変化に対応して適宜見直しを図るには不向きですし、
それを読むベンチャーキャピタル等の忙しい人の目にも止まり
にくいのです。メリハリがあって、かつポイントをはずして
いない、洗練され、簡潔にまとめあげられたビジネスプラン
こそ、望ましいのです。米国には『エレベータ・ピッチ』と
いう言葉があって、エレベータに乗っている間にビジネスを
説明して、投資家を虜にするくらいのものでないといけない
と言われます。A3版見開き一枚のサマリーを使って、3分以内
に事業の骨格を説明できるような訓練が必要です。
わかりやすいことも重要です。専門的な説明のみに終始して
も、読み手の理解度を下げ、興味を失わせます。「大切なのは
普通の言葉で非凡なことを言うこと」（ショーペンハウウェル）
です。データも重要です。市場や財務のデータは、不慣れな人に
は面倒かも知れませんが、ビジネスプランを作成する上では不
可避なものです。「数字」がビジネスの世界の共通語ですし、ご
まかしの効かないものだからです。また市場データはビジネス
プランを構築する上で根幹をなすものです。「全く新しい商品
だから予測がつかない」「爆発的に売れる」という人も少なくあ
りませんが、これはまだ検討が不十分なアイデア段階に留まって
いるのに過ぎません。顧客は必ず何らかの代替品・サービスを
利用しているはずです。仮にまとまった統計データがなくて
も、代替品等の販売実績から、また想定顧客層の数や支払可
能金額などからも市場規模を規定することはできるはずです。

ビジネスプランは、顧客の視点で考えられていることが必要
です。提供する商品・サービスが何で、何故、顧客は対価を
払ってそれを購入するか、それが実現する顧客価値は何かを
突き詰めて考え、立証することが必要です。その商品はどこが
新しいのか、そして顧客が待ち望んでいたものなのか、安い
から買うのか。または同じレベルの性能のものだから、同程度
売れると考えるのか。いづれにしても信用と市場シェアのある
大企業と異なる訳ですから、提供者の論理でなく顧客の視点

で考え述べられていることが必要です。それを端的に立証で
きる実際のテストデータや顧客の声は読み手のポイントを高く
します。少なくとも、お客様20人から意見を聞いてみましょう。

経営環境は目まぐるしく変化しています。したがって、あ
らゆるリスクに対応して、常に成功することは難しくなって
います。現実的には傷口が大きくならないうちに、業容を転
換して経営革新を図る、また場合によっては事業そのものを
畳むことも考えなくてはいけません。予めどういうリスクが
予見されるか、それに対する対策は何があるかなど、リスク
を十分に分析しておくことが有効です。まずどういうリスク
があるかを把握することから始めるべきでしょう。一般には
顧客ニーズの読み違え、売り先の倒産、競争相手の参入、法
律改正などが考えられます。業界特有の問題、例えば食品業
界であれば無認可原料の混入や食中毒などもあるでしょう。少
なくともリスク要因が十分上げられるだけの、自分が参入を
図る業界知識がないと成功は覚束ないし、泥沼の失敗に陥り
かねません。最悪に備えること、これもビジネスをスタート
させる上で、十分に考えなければいけない事項です。
以上の点に留意しつつ、成功への処方箋としてのビジネス

プランを創業者とともにブラッシュアップしていくことが支援
人材に求められています。

ビジネスプランを作る意義 本気のビジネスプランか。

独りよがりのビジネスプランで
ないこと

わかりやすく、成功を予感させる
ものであること。

リスク分析－最悪に備えること。

顧客の視点で考えること。

あきない・えーど［（財）大阪都市型産業振興センター］
（大阪市中小企業支援センター）

あきない・えーどの支援の特徴は、「顧客志向」と「プロフェッショナリズム」の徹底です。
そのために重視している点が、顧客がサービスを選択できるようにすることです。ウェブ
サイト上には専門家の顔写真、経歴、専門分野を掲載するだけでなく、過去の相談・回答
例をFAQの形で掲載するなど、相談者自らが相談したいと思う専門家を選べるようにし
ています。一方で、プロの支援を徹底するために、登録の際に書類だけでなく擬似相談に
より審査し、登録後は相談件数ランキングを専門家間で共有しています。
ビジネスプランのブラッシュアップは、あら捜しだけでなく、相談者のアイディアを
膨らます（例：3億円のプランを10億円のプランに）ことに重点を当てています。
（URL：www.akinai-aid.ne.jp/）
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プレビュー

事業の全体像

事業の分析

事業展開

財務計画

プロフィール

①表紙
②サマリー
③目次

①経営理念
②事業の内容
③ターゲットとする市場
④顧客ニーズ

①新規性・独自性
②市場規模と特性
③競合状況と優位性
④マーケットポジション
⑤リスク分析

①商品開発計画
②製造・調達計画
③販売計画
④将来（3～5年後）戦略

①収支計画
②資金計画
③財務分析（損益分岐・財務指標分析等）

①会社概要
②経営陣プロフィール
③社外ネットワーク

◆事業計画書の項目例

本気のビジネスプランか？起業家の情熱と覚悟が伝
わってくるか？

起業に必要な人材、ノウハウはあるか。周囲の理解
と支援はあるか。

事業は十分に検討され、洗練されていて、簡潔に示
されているか。

顧客の視点で考えられているか。思い込みでないか。

論理的、定量的に事業の成功シナリオが述べられて
いるか。
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成功への処方箋になっているか。
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創業前後の資金調達
国民生活金融公庫総合研究所　主席研究員　高橋徳行

中小企業支援センターや商工会・商工会議所の相談実績をみると、金融に関する問題が相談件数の多くを占めて
います。資金調達はこれから創業しようとする際、また、スタートアップ企業が事業を展開し、より成長しようとす
る際の大きなボトルネックであるためです。ここでは、国民生活金融公庫総合研究所の高橋徳行主席研究員に、金
融機関の側から創業時・創業後の資金調達支援において、どのような視点が重要になるかを論じていただきます。

高橋徳行（たかはしのりゆき）【国民生活金融公庫総合研究所/主席研究員】

1956年生まれ。80年慶応義塾大学経済学部卒業、国民金融公庫入庫、2002年から国民生活金融公庫総合研究所主席研究
員。96年に米国ボストンに留学、98年バブソンカレッジ経営学修士課程修了（MBA取得）。平成12年2月、通商産業調査
会より「起業学入門」を出版。立教大学（経営学）、および同大学院（コーポレート・ストラテジー）などで非常勤講師。

筆者紹介

多くの創業者は自己資金だけでなく、他人から資金を調達
して事業を始めざるを得ません。しかし、創業者は自分の思
いが先走り、金融機関等から資金調達できないと、「金融機関
は自分のビジネスをわかってくれない」と感情的になりがち
です。
中小企業金融は大企業向けと比較して融資や投資の金額が

小さいため、投融資の審査、投融資後のモニタリングにスケ
ールメリットが働きません。このため、金融機関は中小企業の
情報収集、審査の手間を省きがちになります。その結果、金
融機関は、中小企業についての情報（経営能力は高いのか低
いのか、本気で返済する気があるのか、資金使途の信憑性は
どのくらいなのか等）を十分に収集し、分析することが出来
ず、なかなか投融資には踏み切れないのです。これが、金融
機関と中小企業との間の情報の非対称性の問題です。情報の
非対称性は、実績の乏しいスタートアップ企業ではより深刻
な問題で、先に述べた「金融機関は自分のビジネスをわかっ
てくれない」と感じる最大の要因となっています。支援人材
としては、このような情報の非対称性の問題を理解した上で、
創業者やスタートアップ企業の資金調達をサポートすることが
必要です。

支援人材は、思ったように資金調達が出来ず、金融機関に
対して感情的になっている創業者に対して、資金調達できな
かった理由を考えさせることが必要です。資金調達が出来な
かった理由としては、「事業計画に無理があり、大成功したと
きにしかキャッシュフローがプラスにならない」、「創業者が十
分な経験もないのに『何か出来そう』と漠然と考えている」
等、創業者の考え方やその事業計画自体に問題がある場合が
あるでしょう。一方で、「競争の中で生き残ることが出来るこ
とを説明できない」、「営業パンフレットのような説明しかで
きていない」など、事業内容や能力を十分に説明できない場
合もあります。
金融機関に事業内容や自身の能力を十分に説明できなかった
場合は、資金調達に再挑戦するために、短時間に自社の事業を
明確に説明し、成功確率の高さを示し、資金提供者に理解して
もらえるビジネスプランづくりやプレゼンテーションスキルを
向上させることが必要となります。支援人材が、表現方法が
わからない創業者から、事業内容を聞き出して、表現させる
よう支援することも時として必要となります。
また、企業の強みを活かした戦略や事業分野を見つけること
を支援することにより、より魅力的な事業計画にすることも求め
られます。ただし、中身のない相談者には中身の充実を求める
しかなく、ただ単に「分かりやすくする」、「魅力的に見せる」と
いう見せ掛けだけのアドバイスはしてはなりません。

金融機関や株主との付き合いは、資金調達時だけではありま
せん。投融資を受けた後の継続的な情報開示を、支援企業にア
ドバイスすることも必要です。追加資金が必要となったとき、
不測の事態により資金がショートしかかったときなどに、円滑
に資金調達するためには、融資を受けた金融機関や出資を受け

金融のメカニズムを理解した
上での対応

プレゼンテーションスキル向上の
支援を

京都市ベンチャー企業目利き委員会

京都市では、「京都市ベンチャー企業目利き委員会」を設置し、起業家やベンチャー企業、中小企業
者の第二創業に係る事業プランを評価しています。目利き委員会でAランクの認定を受けると、京都
市による支援が受けられるだけではなく、ベンチャーキャピタルや金融機関からの注目が高まり、資
金調達や商談にプラスの効果が現れています。
このような効果を生じる要因としては、委員自らが起業家であり、自分たちに続く、次の時代の京
都経済をリードするベンチャー企業を発掘、育成するというマインドが強く、真剣かつ厳しく審査、
助言していることがあげられます。
また、委員会では事業プランの技術や市場性だけではなく、経営者としての資質についての評価に
も重きをおいています。
他方で、「大学のまち京都」の地域資産を生かし、学識経験者等の研究者や各分野の専門家から申請
された事業プランの内容に応じて、適任な調査専門委員を選定し、事業性、保有技術、アイデアに関
する調査を行い、審査の緻密さ、正確さを確保しています。
ただし、委員会では、行政は事務局として運営をサポートしており、審査には参加しておりません。
ただし、Aランク認定企業へのサポートは、行政が中心となって行っております。市の支援施策の
利用はもちろんのこと、例えば、民間の資金調達機能とのマッチングや、Aランク認定の効果をより高めるために、市の支援制度の利用だけでなく、
国や府の支援制度の利用についても連携を図りながら進めています。

たベンチャーキャピタルなどに、経営状態、事業の進捗状況な
どについて、融資後も継続的、定期的に（少なくとも3ヶ月に1
回は）報告することが必要です。これにより、資金供給者は低
コストで投融資先企業の情報を収集することが出来、次の資
金調達時の速やかな審査が可能となります。また、ネガティ
ブ情報も含めてディスクローズすることが、金融機関等から
信頼を勝ち得ることにつながります。

一口に金融機関、公的機関といっても、銀行や機関、あるい
は、担当者によって、性格、興味のある事業分野などはさまざ
まです。投融資や公的支援の決定に当たっては、創業者と金融
機関担当者との性格的な相性などの俗人的なファクターによっ
て、資金調達が決定されることも少なくありません。
このため、支援人材は、地域の金融機関、公的機関、ベンチ
ャーキャピタル等の特性や担当者の性格、興味のある事業分野
について熟知し、支援する創業者と相性の良い機関や担当者に
引き合わせることが必要です。また、各機関や担当者により相
性や興味のある事業分野に違いがあることは、ある機関でノ
ーといわれても、他の機関ではイエスと言ってもらえる可能
性があります。一つの機関で融資が断られても諦めず、豊富
なネットワークを利用して多くの金融機関へのプレゼンテーシ
ョンすることが重要です。

創業時・創業後の資金調達では、事業特性や成長段階にあわ
せた資金調達手段を活用することが必要です。創業時や創業後
において、資金調達手段を選ぶ余裕などないと思われる方もい
らっしゃるでしょう。しかし、集められるところから集めるので
は、支援人材としての本来の役割を果たしていません。最適な
資金調達構成を支援することが、支援人材の本来のあり方です。
例えば、研究開発型のベンチャーだが技術の成熟度、市場

の大きさが不明確な場合は、返済可能性が不確実なため、十
分な担保力がない限り、融資での調達は不適当です。しかも、
この段階ではベンチャーキャピタルからの出資は難しく、自
己資金、親戚や友人からの出資や公的な補助金が中心となり
ます。一方で、小さな居酒屋のような事業であれば、損益分
岐点に到達するまでの時間は短く、経営者が頑張れば実現可
能性が高いため、銀行借入れが一般的です。

事業における資金調達の基本は売上を上げることであり、倹
約の精神がなければせっかく集めたお金もざるに水となりま
す。支援人材は、安易に公的融資や出資などに頼ることなく、
一方で、調達した資金を大切に事業に活用するよう、アドバ
イスすることが、金融機関等からの資金調達支援以上に重要
であると考えます。

融資後の継続的な情報開示

金融機関や担当者の特性への配慮

事業特性に合った資金調達
手段選択 資金調達の基本は売上と倹約

ビジネスプランは、金融機関等が短時間に事業内容
を理解できるものになっているか？

資金提供者から信頼されるような創業者のキャリア、
人物像を伝えられているか？

投融資後も資金供給者に、定期的に事業進捗等を報
告しているか？

各金融機関や担当者の性格、興味のある事業分野を
理解し、相性の良い担当者に引き合わせているか？

事業特性や成長パターンに合った資金調達手段を選
択し、調達支援が出来ているか？

公的資金、融資などに頼りすぎないよう支援してい
るか？
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最適な資金調達がなされているか？

①全国から事業プランを公募 

②目利き委員会（一次審査） 

③調査専門委員による調査 

④目利き委員会（最終審査） 

⑤認定書の交付 

申請書申請書による一次審査一次審査を行ないを行ない、最低基準最低基準に
達していていないないと判断判断した事業た事業プランを除を除く。 

事業プランの事業性、事業性、保有技術、保有技術、アイディアに
ついて調査て調査を行なを行なう。 

申請者申請者によるプレゼンテーションを行なを行なう上
で事業で事業プランに対す対する評価評価を行なを行なう。 

申請書による一次審査を行ない、最低基準に
達していないと判断した事業プランを除く。 

事業プランの事業性、保有技術、アイディアに
ついて調査を行なう。 

申請者によるプレゼンテーションを行なう上
で事業プランに対する評価を行なう。 

外部資金のコストとフレキシビリティ 

コスト 

フレキシビリティ 

強 

弱 

低 高 

夢やロマンに共感した
出資金や、親などから

の借入金 

銀行などからの 
借入金 

ベンチャーキャピタル
などからの出資 

高利の資金 
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創業後の継続的な支援
株式会社サンブリッジ　代表取締役社長　アレン・マイナー

創業支援は、ビジネスプラン作成、創業資金調達、会社設立など、創業準備期から創業期までの支援だけでは終
わりません。真の創業支援は、創業後のフォローまで続きます。ビジネスプランどおりに事業が進むことは極めて
稀ですし、創業前に想定しなかったような事態に直面することも少なくありません。このようなときに、支援を行
ない、創業者の心の支えとなることが、支援人材として求められます。ここでは、㈱サンブリッジ代表取締役社長
のアレン・マイナーさんに、創業後の継続的な支援において気をつけるべき視点を述べてもらいます。

アレン・マイナー（Allen Miner）【株式会社サンブリッジ代表取締役社長】

米国生まれ。19歳の時初めて日本を訪れ、北海道でモルモン教の宣教師として2年間過ごす。1986年米国オラクル本社
に入社し、一年後日本オラクル代表に就任。1996年までの10年間、日本オラクルの立ち上げ、急成長に貢献。1996年に
米国本社に戻り、Linux/オープンソース担当のバイスプレジデントとして同分野におけるオラクルの取り組みをリード。
1999年12月、日本のベンチャー支援のために、サンブリッジ社を設立。日本のベンチャー育成の理想を追求した総合的
環境「サンブリッジ・ベンチャーハビタット」を2000年4月に開設。現在は15社を超えるベンチャー企業と空間を共有
しながら、ベンチャーへの投資・支援活動を行っている。

筆者紹介

事業計画はいかに完璧に作ったとしても、そのとおりに
実行できないことがほとんどで、何らかの事業の建て直し
が必要です。逆に、うまく成功軌道に乗れた場合でも、急
成長を上手にマネージすることが大きな課題です。多くの
創業者は経験不足で、このようなリスクに上手く対処でき
ないのが一般的です。一方、日本の人材市場は流動性が低
いため、経験豊富で優秀な人材をスタートアップ企業が採
用することは困難です。このため、経験豊富な支援人材に
よる支援が必要となるのです。このような企業に対しては、
「カンパニー・ビルディング（企業づくり・事業づくり）」
を中心に考え、企業に対して深く入り込み、支援すること
が求められます。

当社（サンブリッジ）が提供するサ
ービスの一つに、スタートアップ・オ
フィス「サンブリッジ・ベンチャーハ
ビタット」があります。ここには投資
先だけでなく、投資先企業とのシナジ
ーが生まれるような企業、大学、外国
政府機関、大企業の社内ベンチャーな
どが入居しています。異質な人材や企
業が同居しているのです。その結果、
入居企業の人的ネットワークが広が
り、入居社同士のコラボレーションが
進みつつあります。支援対象企業同士
の異質なネットワークそのものが、当
社の支援サービスの重要な要素となっ
ているのです。

スタートアップ企業に対する個別支援は、支援の必要性
にも拠りますが、可能な限り密着して支援することが必要
です。例えば、当グループでは（株）イー・ブリッジが、ベン
チャー企業に対してマーケティング・営業面での支援をし
ています。マーケティングのコントローラー（人材、組織な
ど）の全体像をデザインし、マーケティングのシナリオを
作成するだけでなく、マーケティングのオペレーションを
支援先企業と一緒に実施し、顧客紹介や商談同行などのセ
ールスサポートをしています。すなわち、戦略づくりから
戦略の実践までを企業と共に実施しているのです。しかし、
支援の究極的な目的は、支援しているスタートアップ企業
が支援機関が必要ないレベルまで、レベルアップすること
です。このため当社では、提供しているノウハウをスター
トアップ企業が吸収していただけるように工夫しています。

創業後に直面する問題の中で重大なものの一つが、資金調
達です。ベンチャーバブルの時期には、成長が期待できず、本
来ベンチャーキャピタルから出資を受けるべきでない企業まで、
ベンチャーキャピタルから資金調達を受け、株式公開を目指
したことがありました。このような企業の中には、「ベンチャ
ーキャピタルからの出資＝収入」と勘違いし、営業活動がおろ
そかになったり、放漫経営に走ったりするものもありました。
ベンチャーキャピタルからの出資や金融機関からの借入
れは、企業としての収入ではないのです。企業としての収
入は、顧客に商品・サービスを買ってもらうことで、これ
こそが最良の資金調達手段なのです。支援人材としては、
ベンチャーキャピタルからの調達や銀行等からの借入れを
支援することも大切ですが、顧客からの資金調達、つまり、
商品やサービスの売り先を見つけ、商談をまとめるお手伝
いをするのも支援人材の重要な役割と考えます。

創業した中で何社かは上手く行かず、経営に行き詰まる
会社も出てくるでしょう。当社が投資した十数社の企業の
中にも、経営が行き詰まった企業が数社ありましたが、
我々は破産する以前の段階で、会社を清算させました。企
業を清算することは、創業以上に、複雑で難しい意思決定
を強いられます。しかし、ここで支援人材が重視すべきポ
イントは、第三者として冷静に事業の先行きを見極め、起
業家が再びチャレンジできるように、事業を売却したり解
散させたりすることです。

支援したスタートアップ企業との関係は、スタートアップ
企業が成長し、支援機関の支援が必要なくても、継続させる
ことが必要です。支援から卒業した企業との関係を継続する

ことにより、支援人材としての人的ネットワークを拡大する
ことが出来ます。そして、その拡大したネットワークは、
新たな創業支援において、必ずや有効なものとなるでしょう。

日本経済の現状を見ると、大企業のリストラ、高失業率
などにより、30歳～40歳代のライフスタイルが変化してき
ています。商法改正、税制改正などにより、起業しやすい
制度の整備が実施されてきました。産業で見ると、モバイ
ルコンピューティングなど、個人のライフスタイルを支え
るコンピューティングが有望ですし、これは日本が得意と
する分野です。このため、起業という意味では、世界で最
も面白い国が日本だと私は感じています。
日本の将来は、新しい企業をつくり続け、変化を起こす
ことによってもたらされます。新しい企業は高成長型のハ
イテクビジネスだけでなく、飲食店や商店などのファミリ
ービジネスであっても良いのです。支援人材として心にと
めておくべきことは、夢のある人、頑張る人と一緒になっ
て頑張ることなのです。皆さん、一緒に頑張りましょう。

創業後の継続的な支援の必要性 支援の結果、必要なのはノウハウ
の移転

最良の資金調達は顧客からの売上

再起できる状態での清算

卒業後も続く、企業との関係

将来の日本のために
頑張る人と共に頑張ろう！

異質性の融合/同居による視野/
人脈の広がり

【商品の開発】 
　　高度な技術者を揃えた技術支援 

サンブリッジ・グループのベンチャー支援 

【アイデアの事業化】IT特化型、スタートアップ重視の投資 

【新規ビジネスの創出】 
　大手IT企業のスピンアウト支援 

【事業の高成長】 
　　IT業界・ベンチャーネットワークを 
　　生かした総合的な人材開発支援 

【顧客の獲得】 
　　IT業界ネットワークを生かした 
　　マーケティング・営業支援 

豊橋地域中小企業センター

支援した先の中で「あの人は今、何しているんだろ
う？」というところも無くすように、相手からコンタク
トが無ければ、センターから電話して、常に支援先との
“活きた”関係を維持しています。その上で、広報誌や
新聞の取材などでも積極的に紹介するほか、地元新聞と
タイアップして、支援先企業を紹介した折込チラシを作
成して配布してきました。創業直後の企業・事業主は、
資金が乏しく、PRしたくてもなかなか有効な手立てが
ありません。センターが仲介役となって、取材先を斡旋して記事という無料の広告を斡
旋したり、共同で“廉価”な広告の機会を提供したりしています。このように豊橋の支
援センターでは、創業するまでのプランニングや資金調達の支援だけでなく、創業後も
引き続き関係を維持して、販売促進・PRに重点を置いて幅広く継続支援しています。

豊橋地域中小企業センターの
新聞折込チラシ

支援した創業者と連絡がつきますか？

支援した創業者が今どのような経営状態にあるかご
存知ですか？

支援企業のネットワーク化を図っていますか？

各種経営ノウハウの支援企業への移転、支援企業の
人材育成につなげた支援となっていますか？

公的資金や金融機関からの調達だけでなく、顧客から
の資金調達（マーケティング支援）が出来ていますか？

もし、上手くいかない企業があったら、再起できる
ような事業の辞め方を留意していますか
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創業後も継続的な支援が出来ているか？
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マーケティングの支援
九州産業大学　商学部　教授　山本久義

マーケティングは、顧客に商品・サービスを選んでもらい、収益をあげる事業の仕組みづくりの根幹となるもの
です。しかし、経営資源（特に人材）に制限のあるスタートアップ企業においては、戦略的なアプローチがとられ
ていないことが多いのが現状です。ここでは、中小企業のマーケティングについて研究されるとともに、中小企業
のマーケティング戦略の支援をされている九州産業大学山本久義教授に、戦略的なマーケティング支援について論
じていただきます。

山本久義（やまもとひさよし）【九州産業大学商学部教授】

1944年生まれ。カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校大学院経営学研究科修士課程終了（MBA）。中小企業、中堅企業
のマーケティングの研究とともに、中小企業、中堅企業に対するマーケティング戦略の企画・実践、営業担当管理者の
営業管理能力強化、専門店・生鮮品店・スーパー等の小売業活性化に関するコンサルティング、研修に従事。著書には、
「中堅・中小企業のマーケティング戦略」同文館など多数。中小企業診断士。

筆者紹介

皆さんはマーケティング支援というと、どのような支援を思
い浮かべるでしょうか。店舗立地調査などの市場調査でしょう
か、5Pで構成されるマーケティングミックスの開発支援でしょ
うか、それとも顧客紹介でしょうか。これらは、それぞれ重要で
あり、創業者やスタートアップ企業にとっては、必要不可欠な
こともあるでしょう。しかし、このような支援だけだと、手法論
に走ったり、支援人材自身が実施できる支援のみに限定され、
マーケティング戦略本来の目的である、企業の競争力の強化
や新たな成長の芽の開拓につながらない可能性も出てきます。
マーケティング支援に当たっては、これから始める事業ドメ
イン（事業領域）を明らかにし、圧倒的な競争力を確立するため
にはどのような方策が必要なのかを明らかにすることからスター
トしなくてはなりません。創業者やスタートアップ企業の中には、
「すぐに売上があがるよう、顧客を紹介して欲しい」などと即効
的な支援を期待することもあるでしょう。しかし、支援人材と
してまずすべきことは、事業ドメインと圧倒的な競争力を開発
するためのポイントを明らかにした上で、そのためにどのよう
なマーケティングミックスを開発し、どの経営基盤を強化すべき
かを指摘し、その実現に向けて精力的に支援することです。

「いかなるターゲット市場に何を提供するか」を明確にした
事業ドメインの確立が、マーケティング支援の第一歩です。その
ためには、支援企業の企業力と市場環境の分析が必要です。まず、
企業力について、マーケティングミックスに関する事項とそれを
支える経営基盤に関する事項の2つに分け、それぞれ強み、弱み、
平均並みに分解します。他方、市場環境については、ターゲット
市場の顧客層、競合関係、政府の施策等の3つについて、機会、
脅威、それ以外の特徴に分解します。そして、自社の企業力の

マーケティング戦略は
事業づくりの根幹

事業ドメインと圧倒的競争力確立

強みが事業機会に対し、最も有効に作用すると判断できる領域
を自社の事業ドメインとします。もし、その事業ドメインにおい
て、他社並みや弱みの企業力しか持ちあわせてなく、事業機会
を生かせない場合は、その中のどれを強化するかを検討します。
事業ドメインを策定した後には、その事業ドメインの中で圧倒
的な競争力を確立することが必要となります。そのためには、市
場環境における事業機会、脅威に対応すべき企業力として核とな
るものは何かを抽出し、どのようなマーケティングミックスを開発

すべきか、重点的に強化すべき経営基盤は何かについて明らか
にする必要があります。更に、自社の企業力の中で、より一層強化
すべき強みは何か、現在は弱みか平均並みである企業力は何か
を明らかにし、それを強化する方策を確立することも必要です。

スタートアップ企業が競争優位に立つためには、大手企業が進
出しづらいニッチ市場から始めることが重要です。大きな池の
小さな鯉より、小さな池の大きな鯉になった方が、収益性が高く、
確実な成長が見込めるからです。そして、それぞれのニッチ市場
の特性に最も適するよう、製品・サービス計画を中心に、マーケ
ティング5Pをきめ細かく企画・実践することが求められます。
例えば、ある中小旅行代理店では、事業ドメインを海外ス

キー客専門の旅行業に特化し、5Pの中の製品・サービスにお
いて圧倒的な強みを築きました。南半球まで含めた多様な国
のツアーを用意し、スキーに卓越した添乗員を用意するなど、
きめ細やかなサービスを提供しているのです。また、プロモ
ーションでは、オフシーズンに飲み会の企画や定期的な電話
連絡を行い、顧客の頭から自社の名前が消えないように手を
打っています。すなわち、海外でスキーを楽しみたいという
顧客層にのみ的を絞り、質の高い添乗サービスによって商品
の品質を向上し、アフターサービスにより顧客をつなぎとめ、
圧倒的な競争力を構築しているのです。

製品やサービスにはライフサイクルがあり、限られた市場で
のシェアアップのみでは、企業としての成長に限りがあります。
企業が長期に存続し、成長していくためには、新商品・サービス
の開発や新たな市場への展開、さらにはその組み合わせ、すな
わち成長戦略を策定することが必要です。創業者は目先の売上
の確保に走ったり、自身の商品・サービスを過信し、成長戦略の
開拓がおろそかになりがちです。支援人材としてはこの点に気
をつけ、製品のライフサイクルを見越した成長戦略策定の必要

マーケティング戦略のたて方・進め方 

経営理念 
 

経営方針 

マーケティング戦略 経営基盤の 
充実・強化 

実行計画（マーケティング5P） 
 

実　　施 

チェック（分析） 

経営者 

人　材 

財務基盤 

生産・販売 
施設等 

立地条件 

経営者 

技術力および 
研究開発力 

 

マーケティング調査 

事業ビジョンの策定 

企業力 市場環境 

強み・弱み・並み 
機会・脅威・特徴 
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㈱西条産業情報支援センター（西条地域中小企業支援センター）

西条産業情報支援センターでは、エリアエージェントとして東京・大阪・広島それぞれに1名ずつマーケティングのプロを委嘱してい
ます。エリアエージェントは、各地の市場調
査、営業情報収集活動だけでなく、中央の市
場から遠く離れた地元企業の代わりに初期営
業をします。その効果は、地元企業ではアプ
ローチできない企業を開拓できることです。
また、初めて営業をする際には、顧客の感触
を甘く見がちですが、営業のプロに同席して
もらうことにより、相手の反応を正確に判断
することが可能になりました。
西条支援センターでは、この仕組みを使っ
て、顧客開拓支援だけでなく、地域の中小企
業の営業ノウハウの習得・向上、地域を越え
た市場開拓や顧客オリエンテッドな製品開発
についての意識改革を目指しています。

エリアエージェント 提携支援グループ 
 

関東エリアエージェント 
関西エリアエージェント 
中国エリアエージェント 

市場情報 市場開拓 

㈱西条産業情報支援センター　SICS

情報提供 
市場開拓事業 

 

インキュベータ室 
入居企業支援事業 

相談アドバイス 
事　業 
 

中小企業・ベンチャー企業・企業家 
会員企業（G-sics） 

相談 
アドバイス 
情報提供 

支援 

研修事業 交流会事業 

企業グループ 大学・高専グループ 行政・団体グループ 
愛媛大学 
松山大学 
新居浜工業高専など 

経済産業省四国経済局 
愛媛県、西条市 
えひめ産業振興財団 
東予産業創造センターなど 
 

㈲イーテック 
HEARTの会 
ATAC 
日本ベンチャーキャピタルなど 

中小企業・ベンチャー企業・企業家 
会員企業（G-sics） 

スタートアップ企業の強み・弱み・並みと、市場環境に
おける事業機会・脅威・特徴の分析を行い、事業機会に
対して、強みを活かせる分野（事業ドメイン）を開発する

事業ドメインにおけるKFS（成功への鍵となる要素）
を想定し、強みをより強化し、弱みや並みを強みに変
え、圧倒的な競争力を構築するための方策を検討する

ニッチ市場に集中し、徹底的顧客志向のもとにきめ
細かいマーケティングミックスを開発・実施する

更なる成長のための次の手を考えるように、仕向ける

支援する中でマーケティング戦略に関する知識・ノ
ウハウ・知恵をスタートアップ企業に移転すること
に留意する
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小手先でなく、戦略的なマーケティング支援となっているか

性をスタートアップ企業の経営者に気付かせることも必要です。

マーケティング戦略を展開していく上でもう1つ重要なポイ
ントは、経営基盤の充実・強化です。スタートアップ企業で
は、経営基盤の中で最も重要な人材が、創業者や創業メンバ
ー等に限られており、マーケティング戦略に関する知識や経
験をもつ人材は不足がちです。それゆえに、外部経営資源の
活用、すなわち、支援人材のサポートが必要となるのです。
しかし、創業支援の究極的な目標は、スタートアップ企業

の独り立ちです。このため、支援人材が持つ知識、ノウハウ、
経験、人脈が、スタートアップ企業に移転し、マーケティン
グ戦略の立案と実行を自らできる人材を育成すること（すな
わち、経営基盤の強化）に留意すべきです。そのためにも、マ
ーケティング戦略の企画→実行→チェック→修正のサイクル
を、経営者と一緒になって進め、OJT的に知識、ノウハウさ
らには『知恵』の移転を図ることが求められます。

ニッチ市場への集中、差別化

更なる成長のために一歩先を支援

継続的な支援と経営基盤の
充実・強化
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コーディネートによる支援
鈴木総業㈱　取締役副社長　中西幹育

スタートアップ企業が創業後の事業展開をスピードアップさせるためには、異業種企業や大学などの社外の経営
資源を活用することが必要です。外部との連携のためには、事業構築スキルと人的ネットワークが必要で、創業者
だけでは実現が困難です。まさに、創業支援人材が支援すべき内容です。ここでは、自身の会社で技術開発の最前
線に立たれる一方、企業間ネットワークのコーディネーター役を担われている鈴木総業副社長・中西幹育氏にネッ
トワーク化支援における勘所を指摘いただきます。

中西幹育（なかにしもとやす）【鈴木総業㈱取締役副社長】

昭和13年生まれ。明治大学工学部卒業。在学中ローマ五輪重量挙げ候補に選ばれるも故障で引退。自らの発明を事業化
するため、51年鈴木総業㈱に入社。『曲面印刷』、『αGEL』など世界的評価を受ける技術を開発し、事業化。常務を経
て、取締役副社長として鈴木総業グループの研究開発をリード。更に、「アース研究会」、「KANSAI仕事づくりの会」な
どの企業ネットワーク組織をリードし、交流から仕事づくりを実践している。

筆者紹介

グローバル化、規制緩和、市場の成熟化等により激化する競争
の中でスタートアップ企業が生き残っているためには、商品やサ
ービスが市場のウォンツに適合し、他社と差別化できる“New one”
がないと生き残れません。支援人材はこの点を理解した上で、
ネットワーク化を進めることが必要です。つまり、支援する企業
の商品・サービスが市場のウォンツに適合し、他社と差別化可能
なものか、どのような企業や機関と連携すると、それが可能な
のかを判断できることが、企業間コーディネートの第一歩です。

企業をコーディネートすることは、事業づくりそのものと
言っても良く、支援人材には、事業をつくるプロセスを理解
していることが求められます。例えば、埋もれてしまった技
術がある場合、適確な応用先を示唆できるだけの洞察力、セ
ンスが求められます。他方、このような事業づくりについて
の理解がないと、単に企業をお見合いさせるだけに終わり、新
事業を作り出すまでに至らないことが多くなります。

公的支援人材の一部には、補助金などのカネで全てを済ま
せようという姿勢がある人が時として見かけられます。これ
では、コーディネートによる新規事業開拓は軌道には乗りま
せん。支援人材としては、事業の姿があらわれるまで支援す
ることが必要で、人の派遣を含め、より踏み込んだ支援が必
要です。さらに言えば、支援人材は、支援する会社の社長に
なったつもりで、全身全霊を傾け、支援の結果について責任
を持つつもりで支援することが求められます。

私自身、中小企業経営者に「困った」と言われれば、会社に
乗り込んで、「私も御社のもう一人の社長」として一緒に考え、
製品開発などの技術的な課題を抽出し、異分野の技術の活用、
他社との共同開発などの解決策を探り、その知恵をその会社に
授けています。また、「何をやったらよいか分からない」経営者
には、まず顧客のウォンツからその会社の技術の可能性を検討
し、研究開発のテーマを選定し、他社との共同開発や特許取得
などの具体的な事業展開まで、踏み込んで支援をしています。

異業種ネットワークに参加する企業や経営者の意識、資質
はさまざまです。企業ネットワーク組織の求心力を持たせる
ためには、参加者を厳選すべきです。志の高い経営者、情熱
のある経営者、ベクトルのあう経営者、自身の情報をオープ

ンに開示してくれる経営者の集団でなくてはなりません。そ
うでないと、同志的なつながり、オープンな情報交換が出来
ず、会員相互の信頼感やネットワーク組織の求心力は生まれ
ません。また、自社の経営や技術などの情報を包み隠さずオ
ープンにしてくれる会社でないと、支援人材としても責任を
持って支援することが出来ません。私が支援している全国組
織のアース研究会では約100社、同じく関西地方を中心とした
KANSAI仕事づくりの会では約70社ほど参加希望企業があり
ましたが、上記の理由からそれぞれ50社、30社に絞っています。

ネットワークの求心力を高めるためには、支援人材が参加
企業の最大の欠点を指摘し、情熱を持って議論することも必
要です。そして、解決策を編み出し、実践し、開発して事業
化することを見せることが効果があります。そして、支援人
材がコミットした成功事例、良いモデルを作ることが求めら
れます。成功事例、良いモデル事例を作ることにより、企業
間ネットワークの求心力を高めることが可能となってきます。

21世紀の中小企業経営では、ヒト、モノ、カネ、情報、時間に加
え、知的財産権の重要性が高まっていきます。21世紀には世界は
ますます狭くなり、「地球村」とでも言うべき環境になっていきます。
このような状況下では、中小企業であっても、自ら開発した技術
を特許登録せず、他社が登録していた場合、思わぬ損失をこうむ
る可能性があります。一方、海外で作れないものを開発し、日本
で生産していくためにも、特許という防御手段は不可避です。
企業のマッチングによる事業づくりは、複数の企業の融合

によるイノベーションの結果であり、知的財産権で保護すべ
き技術、ビジネスモデルなどが多くあります。支援人材とし
ては、知的財産権をどのように保護し、戦略的な活用をすべ
きかも念頭において支援しなくてはなりません。

支援人材の中には、今だに、創業者や中小企業経営者に対し
て、上からものを言う人がいます。大学のTLOや大学研究者
にも、「知りたければ教えてあげる」的な姿勢の人が時々いま
す。中小企業側も大学の研究内容や大企業の技術を理解できる
だけの努力が必要ですが、大学や大企業の研究者と中小企業経
営者とは本来、プロ同士なのですから、お互いプロとして尊重
しあい、イーブンな目線で話をすべきです。
創業者や中小企業経営者と同じ目線で話をすることは、支

援人材本人が気をつけるだけでなく、支援人材がマッチング
しようとしている大学研究者、大企業にも求めていくことが
必要です。

これからのスタートアップ企業、
中小企業の生き残りの条件

ネットワークに参加する企業、
経営者を厳選

事業を作り上げるプロセスを理解

踏み込んだ支援

市場A

技術A 
 

市場B

技術B

市場C

技術C

市場D

技術D

建　築 

市場欲求 知　　恵 

共　　創 創　　造 

化　学 

電　気 環　境 

ハイブリッド 

スタートアップ企業・中小企業連携の基本的な考え方 
『ハイブリッド型テクノロジー』 

市場のウォンツに合致し、New Oneを生み出せる企
業との連携を図っているか？

事業をつくるプロセスを理解し、そのための支援を
しているか？

支援企業の社長のつもりで、踏み込んだ支援をして
いるか？

支援人材自身が自ら率先して議論、解決策を一緒に
考え、実践して、参加者に見せているか？

成功事例、参考になるモデル事例を作り出している
か？

知的財産権による保護、活用戦略を十分に施してい
るか

創業者や中小企業と同じ目線で話しているか？大学、
大企業にもそのような姿勢を持ってもらっている
か？

7

6

5

4

3

2

1

ビジネスを創造するマッチングが出来ているか？

（社）TAMA産業活性化協会

TAMA産業活性化協会（以下、「TAMA」）は、3都県にまたがる国道
16号線を中心とする地域において、優秀な製品開発力やコア技術を
持つ中堅・中小企業と理工系大学、地方自治体、商工会議所等を会員
とする会員組織です。産官学のネットワークを活用し、地域産業活性
化を推進していて、これまでのマッチングの支援事例は23を数えます。
TAMAの成功理由を一言で言えば、“集中”にあります。主たるタ
ーゲットを、①大企業からのスピンアウトベンチャー、②旧来のモ
ノ作りのなかで技術を蓄えてきた企業に定め、彼らのよこ連携、大
学との連携を仲介することで、より一段高いステージの研究開発、
商品開発を進めています。
この路線上で現在進める重点プロジェクトに、「ビジネスプラン

HSJプロジェクト」（図参照）があります。モノ作りベンチャーにあり
がちな研究開発（補助金）と商品販売（売上）のギャップを埋めるべ
く、ビジネスプランのブラッシュアップを経て直接金融（VC・商社
等の投資）まで繋ぐプロジェクトです。昨年度から開始して現在投資
交渉中まで進んできています。

新事業創出支援事業特別会計 

奨励金 
の支出 
 

ビジネスプラン・HSJプロジェクト 

H（ホップ） 

ビジネスプラン・プレゼン 
テーションセミナー 

S（ステップ） 

ビジネスプラン 
コンテスト 

J（ジャンプ） 

ビジネスプラン等 
マッチング会 

参　加 

事前 
評価 調　整 

TAMA企業 
 

（社）TAMA協会 

評価・投資 
 

VC・商社等 
 

参加依頼 
支　援 

運営 
評価 

新事業創出支援事業特別会計 

事業事前評価 
専門家チーム 

事業評価委員会 

支援人材の強いコミットメント

知的財産権の重視
創業者・経営者の尊重
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国際化対応への支援
㈱JCI 代表取締役　浜口直太

一般的に中小企業は資金・人材・信用力・ネットワークなどが乏しいため、国際的な展開が難しいと思われてい
ます。しかし、やり方によっては中小企業でも大企業・中堅企業に引けを取らずに国際的展開が実現できます。ス
ピード経営や柔軟な経営、経営の現地化を要求される現代の国際展開においては、中小企業の方が大企業・中堅企
業よりかえって有利になるケースもあります。数多くの中小企業の国際展開を支援されている浜口直太さんに、国
際展開支援のあり方について論じていただきます。

浜口直太（はまぐちなおた）【㈱JCI代表取締役】

テキサス大学経営大学院修了（MBA）。同大学院並びにペンシルベニア経営大学院博士課程で財務論などを専攻。米大手
会計事務所を経て、1992年米国にコンサルティング会社、1997年同日本法人㈱JCIを設立。日米企業でCFOを経験。
「U.S.JAPAN BUSINESS NEWS」、「U.S.FRONT LINE」、「ベンチャークラブ」、「日経ベンチャー」、「週刊東洋経済」等
のビジネス・経済誌に、経営者のための国際起業・経営戦略並びに最新国際ビジネス情報を中心に寄稿。

筆者紹介

中小企業が海外に進出する場合、成功の鍵になるのが、
現地企業との提携です。日本国内で販売している商品・製
品・技術・サービスを海外で販売する場合、提携先の現地
企業の知名度・信用力・資金力・販売力によってビジネス
の規模が左右されます。したがって、現地企業の総合的な
実力をよく調べ、その上で提携するか否かを客観的・総合
的に判断すべきです。公表されている相手企業の情報は限
られているので、限られた時間で限られた情報を集め、そ
れを基に、ある程度のリスクは覚悟し、スピーディな決断
を下さなければなりません。この時の決断で大事な判断基
準は、失敗した時の損失が何で、どの程度の大きさになる
かということです。失敗した時のダメージの計算において
一番わかりやすいものが、経済的損失の計算です。思った
より損失が小さければ、思い切って決断できます。
ビジネス、とくに提携事業は水ものです。どんなに事前
準備し、理想的な相手と組めたように見えても、実際に事業
を展開してみると、思わぬ誤算や落とし穴があるものです。
最初の段階でこの点を謙虚に認識し、提携相手を信頼する
一方で、任せきりにはしないことです。提携し、事業を始
めた場合、どのような障害や問題が生じるか、あらゆる面
から分析し、その際の対応策も事前に考慮すべきでしょう。
中小企業を支援する側は、提携先をどのように探索し、

交渉していくかを説明するだけでなく、具体的な進め方や
事例なども紹介する必要があります。それ抜きでは、中小
企業の経営者は怖くて提携する気にはならないでしょう。
最近よくあるのが、提携候補先が、Eメールやファック
スで提携話をいきなり持ちかけてくるケースです。しかし、
ただ単に「棚からぼた餅」のように喜んで簡単にその企業と
組んでしまうと、後で後悔することになるでしょう。相手
のことをよく調べずに、日本の中小企業に不利な条件が盛
り込まれた相手側作成の契約書にサインすることになりか

ねないからです。だからこそ、コンサルタントなどによる
専門家の具体的・客観的なアドバイスが不可欠となります。

中小企業を支援する側の力量も問われます。一般的、表
面的なアドバイスをする場合が多いようですが、その中小
企業の現状・将来性などをより見極め、現実問題としてそ
の企業が提携先の支援で本当に海外展開ができるのかを定
期的にチェックすることが重要です。海外進出する中小企
業に対して、どれだけ具体的、実践的、客観的アドバイス
ができるかが、支援する側に求められます。

これらを踏まえ、海外における提携の進め方に関しアド
バイザーが支援すべきポイントは、①中小企業経営者（経営
陣）との面談と事情聴取（会社訪問）、②提携に必要な専門家

（弁護士、会計士、コンサルタント、専門通訳など）の確
保、③提携内容（提携理由や条件）の確認と提携先を探索
する戦略の設定、④提携先探索方法決定とその探索の実行、
⑤提携先候補数社の情報収集、⑥提携先候補の訪問と追加
情報の入手、⑦提携先との提携条件の提案・交渉、⑧提携
契約書の作成と調印、⑨提携成立に関するプレス発表です。
これらを進める中で、国際的な提携に慣れていない中小
企業の経営陣は、少しでもスムーズに進まなくなったり、
思ったより情報や相手の動きがつかめないと、心配し始め
ます。そこで中小企業の経営陣と定期的に面談し、不安材
料を明確にし、対応策を中小企業の経営陣が納得できるま
で徹底的に話し合うことが大事です。

海外の企業が日本に進出し、日本の中小企業と事業展開
する場合、アドバイザーはお互いの最終目的、成長ステー
ジに応じた役割・責任・負担、また期待通りに展開できな
かった時の撤退基準などを決めるように支援する必要があ
ります。いくら強力な海外企業と組んでも、市場特色・特
殊性、文化、言葉、慣習、ニーズなど様々な違いが事業展
開・成長の障壁になります。海外で成功したからという理
由で、同じやり方を日本で行った過去のケースはほとんど
失敗しています。
その際に、アドバイザーが支援すべきポイントを紹介し
ます。海外企業から日本の中小企業に対して提携のオファ
ーがあった場合を想定すると、①中小企業経営者（経営陣）
との面談と事情聴取（会社訪問）、②提携に必要な専門家
（弁護士、会計士、コンサルタント、専門通訳など）の確
保、③提携内容（提携理由や条件）と戦略の確認・設定、
④提携先海外企業の情報収集、⑤提携先の本社訪問と追加
情報の入手、⑥提携先の経営陣との面談と企業理念・方針
の確認、⑦提携先への提携条件の提案・交渉、⑧提携契約
書の作成と調印、⑨提携成立に関するプレス発表について
が、支援するポイントです。
このような提携においては、提携先海外企業の日本進出
における強いコミットメントや忍耐、長期的経済支援、経

日本の中小企業が海外に進出する
場合

問われる支援人材の力量

海外企業と日本で
事業展開をする際のポイント

海外における企業提携のポイント
中小企業総合事業団の国際化支援事業

中小企業総合事業団では、中小企業の国際化に多面的な支援をしています。中
でも海外展開・投資を図る中小企業に対して、豊富な経験とノウハウを持つ約
400名の専門家（中小企業国際化支援アドバイザー）が海外投資に関するさまざ
まな相談に応じています。また実際に海外展開を図る際には、海外現地事情に精
通したアドバイザーを現地に派遣し、アドバイスを行うことも行っています。
また国際取引に関しては、外国企業との合弁、技術提携及び販売提携等を希望
/計画している中小企業を対象に専門家が、外国企業との提携方法、輸出入手続
き、契約様式等についてもアドバイスを行っています。

a問い合わせ：中小企業総合事業団調査・国際部国際事業課03-5470-1522

海外進出にあたって提携する現地企業の実力を客観
的、総合的に判断すべし

失敗したときの損失を計算し、海外進出のリスクを
定量化すべし

中小企業が提携先の支援で本当に海外展開できるか
を定期的にチェックすべし

日本進出する海外企業との提携に当たっては、成長
ステージに応じた役割・責任・負担、撤退基準など
を決めるように助言すべし

日本に進出する海外企業が日本市場での成功の鍵を
有しているかチェックするよう支援すべし
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リスクを最小化できているか？

海外における企業提携に関する支援ポイント

① 中小企業経営者（経営陣）との面談と事情聴取（会社訪問）

② 提携に必要な専門家（弁護士、会計士、コンサルタント、
専門通訳など）の確保

③ 提携内容（提携理由や条件）の確認と提携先を探索する戦
略の設定

④ 提携先探索方法決定とその探索の実行

⑤ 提携先候補数社の情報収集

⑥ 提携先候補の訪問と追加情報の入手

⑦ 提携先との提携条件の提案・交渉

⑧ 提携契約書の作成と調印

⑨ 提携成立に関するプレス発表

海外企業と日本での事業展開をする際の支援ポイント

① 中小企業経営者（経営陣）との面談と事情聴取（会社訪問）
② 提携に必要な専門家（弁護士、会計士、コンサルタント、
専門通訳など）の確保

③ 提携内容（提携理由や条件）と戦略の確認・設定
④ 提携先海外企業の情報収集
⑤ 提携先の本社訪問と追加情報の入手
⑥ 提携先の経営陣との面談と企業理念・方針の確認
⑦ 提携先への提携条件の提案・交渉
⑧ 提携契約書の作成と調印
⑨ 提携成立に関するプレス発表

営スタイルや進め方などの違いに関する融通性などが提携
成功の鍵になります。したがって、支援する側は、中小企
業経営者に対し、提携案件にそのような成功の鍵が備わっ
ているかをチェック・確認することをアドバイスしなけれ
ばなりません。備わっていなければ、相手がどんなに魅力
的な海外企業だとしても、提携は避けるべきでしょう。事
業展開する中で必ず予期せぬ問題が起こり、その責任を日
本の中小企業が追及されることになるからです。

中小企業総合事業団の
国際化支援事業の実績（平成13年度）

海外投資国内アドバイス実績

海外投資海外アドバイス実績

中国 620
ベトナム 181
タイ 89
アメリカ 60

台湾 15
その他 138

合計 1103

7

国際取引アドバイス実績

日本企業 246
外国企業 16



創業支援のエッセンスに関する問い合せ先

経済産業省
中小企業庁
経営支援課

〒100-8912 東京都千代田区霞ヶ関1－3－1
TEL.03－3501－1763
FAX.03－3501－7099

http://www.chusho.meti.go.jp/


