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はじめに　
—	答えのない世界だからこそ、夢やビジョンが	
重要に—

　21 世紀になり、「答えのない世界」に入ってき
ているといわれています。
　かつては、例えばソニーが新しい携帯電話を出
すと、それに追従してパナソニック、日立、東芝、
三菱電機などが似たような携帯電話を開発・発売
し、市場を分け合っていました。
　ところが、21 世紀に入ると、デジタル化、デー
タ化、多様化、グローバル化、社会問題などが加
速し、スマートフォンにおいて、各社が似たよう
なものを発売し市場を分け合うという構造ではな
く、アップルやサムスンなど優れた機能やコンセ
プト、ビジネスモデルを持つ少数の企業が勝ち組
となり、多くの企業は負け組となってしまうよう
になりました。
　トヨタ自動車では、過去の自動車づくりのノウ
ハウを次の車種に生かすことができていました。
しかしながら、CASE（コネクト、自動化、シェ
アリング、電動化）の時代には、過去の自動車づ

くりのノウハウや経験を生かすことができず、 
まったく新しい発想が求められるようになってき
ました。
　個人のキャリアパスにおいても、例えば、学校
を卒業し、企業に入社し、20 歳代で主任になり、
30 ～ 40 歳代で課長になり、40 ～ 50 歳代で部長
になり、60 歳代でリタイアし余生を過ごすといっ
た、ある程度似たような答えが存在していました。
　ところが、ロンドンビジネススクール教授のリ
ンダ・グラットン氏が言うように「人生 100 年時
代」になると、「学習－労働－リタイア」という単
純な 3 ステージの人生ではなく、「常に学び続け、
いくつかの仕事や副業なども経験し、人によって
は独立・起業する、余暇を過ごす。そのことを再 
度、繰り返す」などマルチステージのキャリア形
成が求められる時代となってきました。
　このように、かつて時代は社会の変化が緩やか
で「他者の答え」「過去の答え」に従えば、企業も
個人もある程度成功ができる時代でした。
　ところが、現在は「他者の答え」や「過去の答え」
が通用しなくなり、自分自身のアンテナを高くし、
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さまざまな情報を集めながら、自分自身の軸を持
ちながら、自分自身の頭で考え、未来の夢やビジョ
ンをつくり出していかなければならなくなってき
ました。

1．	夢・ビジョンの具体例　
—原体験や思いから湧き出るもの—
　では、どのように夢やビジョンをつくっていけ
ばよいのでしょうか？　下記のようなビジョンの
例があります。
 •   「日本をアメリカのように豊かな社会にする。

そのために 30 年後、100 店舗、売り上げ 1,000
億円を実現する」（ニトリ 創業者・会長　似鳥
昭雄氏）

 •   「“3 つのゼロの世界――貧困 0・失業 0・CO2

排出 0” をつくる」（グラミン銀行 創設者・ノー
ベル平和賞受賞者　ムハマド・ユヌス氏）

 •   「九州に世界一の寝台列車を走らせる」「九州に
世界一の街をつくる」（JR 九州 会長　唐池恒二
氏）

 •   「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプ
レイスを創る」（メルカリ 代表　山田進太郎氏）

 •   「“一緒に働けて良かった” と思ってもらいたい」
（ビジネスパーソン　A 氏）

 •   「何か自分の足跡を後輩たちに残していきたい」
（ビジネスパーソン　B 氏）　など。

　このような夢やビジョンをつくり出した人たち

の共通点は、自分自身の原体験や自分の内面から
湧き出た強い思いです。例えば、ニトリ 似鳥氏の
ビジョンは、当時の米国の豊かさと日本との格差
にショックを受けたことによるもの。メリカリ 山
田氏のビジョンも、未来を実現したいという心の
中から湧き出たものです。

2．	夢やビジョンの考え方・つくり方　
－	具体的にどのようにつくっていけば	
よいのか？—

　次に、夢やビジョンをつくり、実現するための、
具体的な手法をご提案します。

1）	大胆な視座と長期的な時間軸で発想し、ワク
ワクする、魅力的なビジョンをつくる

　なぜそのビジョンを実現したいのか（Why）も
重要です。例）2030 年、2040 年には心からこう
ありたいという姿を想像し、なぜそのビジョンを
実現したいのかを考えます。

2）	夢・ビジョンから、バックキャスティング	
する

　例えば、2030/40 年のビジョン・ゴールを決め、
そこからバックキャスト（逆算）し、細分化して、
具体的な行動計画（時間・内容）を決めることで
す（図表 1）。

現在 将来

ギャップ

フォーキャスティング
（現在から将来を考え、積み上げていく）現状

夢
ビジョン

バックキャスティング
（将来から現在をみて逆算する）

図表 1　フォーキャスティングとバックキャスティング

出所：EQパートナーズ株式会社
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3）	夢・ビジョンは自分の中だけにとどめず、外
に発信し続ける

　「私は、○○になりたい」「○○を実現したい」
ということを他者に言い続けることには、2 つの
メリットがあります。①自分の信念や思いを確認、
強くすることができる点、②他者に伝えることで
他者からの協力が得られる点です。
　例えば、筆者は起業した際、「自分の本を出版し
たい」という夢があり、それをいろいろな人に発
信していました。あるとき、「出版社が〇〇関連の
本が書ける人を探している」という紹介をいただ
き、最初の本の出版につなげることができました。

4）支援者を持つ（誰かに背中を押してもらう）
　メンター（相談相手）やコーチ、サポーター（支
援者）を持つこともお勧めです。躊

ちゅうちょ

躇した際にメ
ンターやコーチ、サポーターに背中を押してもらっ
たり、客観的なフィードバックやアドバイスを得
たりすることも効果的です。多くの経営者やリー
ダーは、メンターやコーチ、サポーターを持ち、
協力を得ています。決して、独力ですべてを実現
しようとせず、謙虚に人に相談やお願いごとをし
ています。筆者も起業してすぐのころ、大きな仕
事への挑戦を戸惑っていた際、コーチに「思い
切ってやってみましょう」と背中を押してもらっ
たり、今でもメンター的な人に相談したり、サポー

ターに支援してもらっています。

5）ロールモデルを持つ
　なりたいロールモデル像を持ち、そのロールモ
デルの考え方や行動パターンを見習うことです。
ロールモデルを持つことにより、自分のゴールを
イメージできたり、そこに向かい成長したりする
ことができます。ロールモデルは、一人ではなく
複数名持つこともお勧めします。

6）	フィックスト（固定型）マインドセットではな
く、グロース（成長型）マインドセットを持つ

　失敗を避けようとするマインドセットではなく、
挑戦し、成功でも失敗でもその結果から学び、前
進するマインドセットを持つことです。変化の激
しい現在、失敗なく完璧に行うことは難しく、挑
戦しその成功や失敗から学んでいくことです。

7）	夢・ビジョンは、①情熱	×	②強み	×	③経済
的原動力　が重なるところを目指す

　『ビジョナリー・カンパニー 2』（ジム・コリン
ズ著）では、「ビジョナリー・カンパニーとなるた
めには、①情熱が持てること、② No.1 になれるこ
と（強みが発揮できること）、③経済的原動力にな
れること　の 3 つが重なるようにすること」と述
べられています（図表 2）。元スターバックスジャ

「情熱」を持って
取り組めること

「経済的原動力」
になれること

自分たちが
「No.1」に
なれること

図表 2　ビジョンの構成要素

出所：『ビジョナリー・カンパニー２』（ジム・コリンズ著）を一部変更
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パン CEO の岩田松雄氏は「このことは、企業に
おいても、個人においても当てはまる」と述べて
います。検討した夢・ビジョンが、この 3 つの要
素を満たしているかどうかを考えてみてください。
　また、この 3 つの中で最も重要な要素は「情熱」
であると考えます。「情熱」がないと何事もスター
トできず、一方、継続も難しくなります。たとえ
今「No.1」でなくとも、努力すれば、そこに近づ
くことができます。
　さらに、「情熱」により、「経済的原動力（収 
入）」を得る創意工夫も生まれてくるものと考え 
ます。

3．	夢やビジョンの実現に向けての実践　
—日々、コツコツと努力する—
　魅力的な夢やビジョンを思い描くと同時に、日々
の地道な努力も欠かすことはできません。
　夢やビジョンを描きながら、何の努力もせずに
それを実現した人はいません。
　北京 2022 冬季オリンピックのジャンプ競技で、

「金」「銀」のメダルを獲得した小林陵侑選手は「オ
リンピックでメダルを獲得する」「ワールドカップ
で勝つ」などの大きく魅力的な夢・ビジョンを掲
げつつ、日々の練習では、地道なランニングや筋
力トレーニング、縄跳びなどを繰り返しています。
　ビジネスの世界でもまったく同じです。京セラ・
KDDI の創業者 稲盛和夫氏は「誰にも負けない努
力をしなければならない」と述べています。どん
なに優秀な人でも、地道な努力なくしては、夢や
ビジョンを実現することはできません。
　心からワクワクする夢やビジョンをつくり、日々
イメージしながら、コツコツと努力していくこと
が、夢やビジョンの実現につながっていきます。
そして、実践と併せて、自分の実践を振り返るこ

とも重要です。「今日の自分は、夢やビジョンに向
けて、どのくらい努力できたか？」「できなかった
ことや今後の課題は何か？」など一日の終わりに
振り返ることです。

おわりに　
—	日々、「ワクワク×コツコツ」と	
夢・ビジョンを目指して—

　筆者の中学時代の先生は、70 歳代後半ですが、
ミャンマーの男女約 400 人の孤児院を支援してい
ます。その先生は、「ミャンマーの孤児たちは（お
金、地位、家族、安全など）ほとんど何も持って
いません。しかし、みんな夢と希望だけはしっか
り持っています。だから目がキラキラと輝いてい
ます」と述べています。
　すでに多くのものを手に入れている私たち日本
のビジネスパーソンは「心からワクワクする夢や
ビジョンが持てているか？」、また「毎日が希望 
にあふれ、目が輝いているか？」と考えさせられ
ます。
　変化が激しく複雑で難しい時代であるからこ 
そ、企業も人も「自分らしい」方向性を持ったり
人生を歩んだりするために、自分たちが心からワ
クワクする夢やビジョンを描き、その実現に向け
て、日々楽しみながら、コツコツと努力していく
時代になってきたのだろうと思います。
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