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●オズボーンのチェックリスト

① 他に使い道はないか・・・
② 他からのアイディアを借りたら・・・
③ 意味や形を変えたら・・・
④ 拡大したら・・・
⑤ 縮小したら・・・

⑥ 代用したら・・・
⑦ 組み替えしたら（アレンジし直すと）・・・
⑧ 逆にしたら・・・
⑨ 違う機能を組み合わせたら・・・

　モノやコトを改善する方法は、「問題点」を見つけて改善するだけではありません。「いま」は存在しないけれ
ど、もしあったなら使ってみたい、もしあったら楽しい、という場合も考えられます。
　たとえば東京ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどのテーマパークを考えてみてください。
東京ディズニーランドは1983年に開園されました。それ以前にも日本各地に遊園地があったにもかかわらず
1983年という近年に開園されたのです。この東京ディズニーランドはそれまでの子供中心とした遊園地ではな
く、大人も楽しめるテーマパークとして人気を博しています。つまり大人の人 も々楽しめるような「それまで無かっ
た」遊園地ができて、あったら使ってみたいと考えていた人々が多く存在していたため、年間約2500万人
（2011年度）も訪れるようなテーマパークとして成立したのです（「ワークブック」第6章「消費者ニーズを充足す
るアイディア創出・企画書づくり」参照）。

「何か」＝あったら使ってみたい、あったら楽しい5

　これまでみてきたように私たちの身の回りにはいろいろなアイディアのもとになるようなモノやコトがあふれてい
ます。当たり前のようにみているモノやコトをもう一度、使用する側にたって考え直してみることがアイディア発
見の第一歩といえるでしょう。
　その際、これまで取り上げてきた方法とは異なる方法もいくつか存在します。有名なものとして「オズボーンの
チェックリスト」というものがあります。
　これらはすべてが当てはまるとは限りませんが、いろいろ楽しみながら試してみることが重要です（「ワーク
ブック」第10章「アイディアを発見し整理する技術」参照）。

アイディア発見のヒント6

　それではこれまであるモノをどのように改善したらよいのでしょうか？
先ほどから取り上げている「消しゴム付き鉛筆」は、消しゴムがすぐに見つからない「不便さ」を改善したものでし
た。つまり使用する人から見ると「不便な点」であったのです。
　このように使用する人から見て「不便さ」と似たようなものには、自分の考えていたことと異なる部分が存在する
「不満」、自分の考えていたことには足りない部分が存在する「不足」、自分が要求している水準には達していない
「不十分」などがあります。これらはモノやコトに存在するいわば「問題点」に注目して考える方法といえます（「ワー
クブック」第5章「日常生活における消費者ニーズを探る　Ⅱ 日常生活場面の消費者ニーズを探る」参照）。

「何か」＝不満、不足、不十分、不便（4Ｆ）4
　アイディアを発見することは難しいことではありません。世の中に出てくるアイディアの大半は、これまであるモ
ノ（商品）やコト（サービス）を修正したり、何かを付け加えたりして生み出されたものといっても過言ではありませ
ん。つまり新しいアイディアとは従来のアイディアをもとに生み出すことが出来るのです。以下ではアイディアを考
える道筋を考えてみましょう。

　それではどのように新しいアイディアを考えればいいのでしょうか？皆さんの身の回りにあるモノから考えてみ
ましょう。
　たとえば勉強に必要な「鉛筆」を例として取り上げてみましょう。鉛筆は紙の上に自由に線を描くことが出来ま
す。しかし間違えて書いてしまうと、書き直す必要があります。そのときに必要になるのが「消しゴム」です。鉛
筆と消しゴムは別の品物ですが、鉛筆を使うときには必ず必要になります。つまり鉛筆と消しゴムは常に一緒に
使用する場合が多いのです。そこでこの二つを一つにしたのが「消しゴム付き鉛筆」なのです。
　このように新しく生み出されてくるアイディアは、これまであるモノを修正したり、何か付け加えたりして生み出
されることが多いといえます。

　どのようにすれば、これまであるモノを修正したり、何かを付け加えたりすることができるのでしょうか？
先ほどの鉛筆の場合は、いつも一緒に使用するモノとして消しゴムがありました。しかし鉛筆と消しゴムを別々に
持っている場合、消したい部分があるときに消しゴムがいつもそばにあるとは限りません。また別々に持っている
場合、使うときに消しゴムを探さなくてはならないので、すぐに消すことも出来ません。このような消しゴムを探す
「不便さ」を解消するアイディアとして鉛筆と消しゴムをあわせた「消しゴム付き鉛筆」が生まれたのです。
　私たちの身の回りにある商品は、この「消しゴム付き鉛筆」のように最初から完成されたモノであることは少な
いと言っていいでしょう。つまり「不便さ」を改善する何らかの余地が残されているモノが多いのです（「ワークブッ
ク」第5章「日常生活における消費者ニーズを探る　Ⅰ 流行している商品やサービスとその理由の発見」参照）。

アイディアを考えよう1

どのようにアイディアを考えるのか2

これまであるモノに「何か」を付け加える3

アイディアについて考えよう1
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　ここで取り上げているものは「ワークブック」で取り上げているものを短くしたものです。詳しい解説やワークシート
そのものについては、「ワークブック」を参照してください。

（1）身の回りのものについて、商品サービスの問題点・改善案を考えよう

生活場面
（生活行動）

利用している
商品やサービス

問題点
（不満・不足・不十分・不便） 改善案

【例】 学習

【例】 学習

【例】 起床

鉛 筆

ボールペン

目覚まし時計

消しゴムがないと消せない

間違えても消せない

止めると寝てしまう

消しゴム付き鉛筆

消せるボールペン

スヌーズ機能（止めても
再びなる）をつける

【「ワークブック」P.45参照】

ミニワークシート2

（2）ヒット商品から「何を加えているか」（4F）を考えよう【「ワークブック」P.35参照】

生活場面
（生活行動）

利用している
商品やサービス 加えているもの 着目点

【例】 機能性下着

【例】 朝食

Tシャツなどの下着

レンジで魚が焼ける皿

保温機能、防臭機能

調理面での機能

通常の下着は寒いという
「不満」点

レンジで食事を作れないと
いう「不便」性
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ビジネスアイディア名

アイディアの内容

< 記入のポイント >

第　回 全国高等学校  ビジネスアイディア甲子園
応募用紙

提出日　　　　年　　月  　日

この欄には何も記入しないでください

① アイディアの概要（どのようなものですか）
② アイディアを思いついたキッカケ
③ これまでのものとの違い
④ 商品やサービスなどのイメージ図　　などを織り込んでまとめてください

　考案したアイディアについて、（１）誰に対して、（２）どのような価値を、（３）どのようにして提供するか、（４）提供するこ
との対価をいただけるのか、について整理します。

　このビジネスアイディアを利用して満足を得る顧客（個人・企業・自治体・ＮＰＯ）を
具体的に説明しましょう。

　価値を言い換えると「満足」や「利益」といってもいいでしょう。個人や企業が抱え
ていた、それまで解消されなかった悩みや課題が、あなたの考えたビジネスアイディ
アを利用することで解消されたとき、個人や企業が「満足」や「利益」を得ます。
　したがって、その悩みや課題がもたらしていた不都合部分の大きさが価値となり
ます。これを金銭で表現できるとより分かりやすくなります。

　魔法のアイテムというわけにはいきませんから、あなたの考えたビジネスアイディア
が（２）で述べた価値を提供する方法を説明することが大切です。サービスであれ
ば仕組み、商品であれば機能・機構について、わかりやすく説明することを心がけ
ましょう。実用化されている技術を活用すること、法律等で問題がないかなどを
チェックしておくとより説得的になるでしょう。

　何をするにも費用がかかります（例えば人件費など）。その費用をどう負担する
か考慮されていることが大切です。ビジネスアイディアの顧客が対価を支払ってく
れるかどうかは、ビジネスアイディアの実現性という点で重要です。
　もちろんアイディアの種類によっては対価をいただける性質のものではない場合も
あります。その場合でもかかった費用をだれが負担するのか、そしてその負担する
人にとってのメリットは何か説明することが大切です。

誰に対して

どのような価値を

どのようにして
提供するか

提供することの
対価をいただけるのか

（１）

（2）

（3）

（4）

「企画書における項目の順番」と
「発想から完成までの順番」は異なる！

※発想法にはいろいろあります。【例】不満、不足、不十分、不便（４Ｆ）から考える。異なる要素を結合させてみる。既存のものを応用
する（違う用途を発見する、これまでとは異なる顧客層を発見する）。などがあります。

※インターネットで簡単に検索できるので、アイディアの要素をキーワード化して、グーグルなどのポータルサイトで検索して、既存アイ
ディア・類似アイディアを調べましょう。似たものがあっても、異なる着想やポイントを考えてアピールしましょう。

Tips

アイディアの概要（どういうアイディアなのか、全体像を説明します）①

アイディアを思いついたきっかけ（そのアイディアは誰のためのものですか）②

これまでのものとの違い（新しい点はどこですか）③

商品やサービスなどのイメージ図など④

　ビジネスアイディアを考え付くには様々なきっかけがあります。たとえば、あなたが何かに困っていてその課題を解決する
方法を発見した場合を考えてみましょう。同じ悩みを持つ人々がお金を払ってでもその解決法を必要とするならば、その
アイディアはビジネスとなりえます。悩みの解消が支払うお金以上の価値をもつならば、悩みを解決できた人は満足、解決
法を提供したあなたもお金を受け取って満足、win-winの関係ということになります。
　また、悩みがある・困っているとは誰からも聞いていないが、○○ができるようになると喜ぶ・ありがたいと思う人はいない
だろうかという視点からの着想もあります。それを欲する人がいればビジネスになるでしょう。
　この②では、アイディアを思いつくまでの試行錯誤の結果を整理してください。それにより、アイディアを必要としている
人（顧客）をよりはっきり理解する助けとなります。

　せっかくみつけたアイディアも既にあるものと同じ（ほぼ同じ、同じようにみえる）では高い評価につながりません。既存
アイディアと異なる点がどこか、はっきりと説明しましょう。

　ときに図は言葉よりも関係をはっきりと説明する力があります。①～③で説明していることを、商品ならば外観だけでなく、
どのような機能がどのように効果を発揮するのか、サービスならば顧客と提供側との関係について図解すると読み手の理
解を助けるでしょう。

　実際に企画案を考える場面では、最初から全体（アイディアの概要）を思いつくとは限りません。むしろそのよ
うなことは少ないでしょう。おそらくは②のアイディアを思いついたきっかけや、③のこれまでのものとの違いといっ
た部分から企画案の作成が始まると思います。そして関係や機能・外観についてイメージ図を書くなどして考
えを深めていくなかで、最終的なアイディアの形が出来上がっていくものと思います。最後に出来上がったアイ
ディアを整理したものが①の概要になります。このように、企画書を作成することはみなさんのアイディア発案の
最終段階（まとめ）ですので、発想の段階では①から順番に、などと考えすぎないように進めていきましょう。

企画書（応募用紙）の書き方3
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提出日　2013年　　　月　　　日

第12回 全国高等学校  ビジネスアイディア甲子園
応募用紙

ビジネスアイディア名

アイディアの内容

< 記入のポイント > ① アイディアの概要（どのようなものですか）
② アイディアを思いついたキッカケ
③ これまでのものとの違い
④ 商品やサービスなどのイメージ図　　などを織り込んでまとめてください

この欄には何も記入しないでください

《 注意事項  》応募は、本紙またはコピーを使用してください。
応募要項および応募用紙は社会連携・研究支援課へご請求いただくか、「全国高等学校ビジネスアイディア甲子園」ホームページ
【大阪商業大学】　【ビジネスアイディア甲子園】（http://ouc.daishodai.ac.jp/research/high_school/business_idea/）からダウンロードしてください。
追加資料をつけても構いません。ただしＡ４サイズ・１枚（片面のみ）。 様式は任意とします。また、裏面に学校名、氏名を記入してください。
※規定を超えるものについては審査の対象外となりますのでご注意ください。
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提出日　2013年　　　月　　　日

第12回 全国高等学校  ビジネスアイディア甲子園
応募用紙

ビジネスアイディア名

アイディアの内容

< 記入のポイント > ① アイディアの概要（どのようなものですか）
② アイディアを思いついたキッカケ
③ これまでのものとの違い
④ 商品やサービスなどのイメージ図　　などを織り込んでまとめてください

この欄には何も記入しないでください

《 注意事項  》応募は、本紙またはコピーを使用してください。
応募要項および応募用紙は社会連携・研究支援課へご請求いただくか、「全国高等学校ビジネスアイディア甲子園」ホームページ
【大阪商業大学】　【ビジネスアイディア甲子園】（http://ouc.daishodai.ac.jp/research/high_school/business_idea/）からダウンロードしてください。
追加資料をつけても構いません。ただしＡ４サイズ・１枚（片面のみ）。 様式は任意とします。また、裏面に学校名、氏名を記入してください。
※規定を超えるものについては審査の対象外となりますのでご注意ください。

アイディアの概要 （コンセプトと内容）

　本アイディアは、台所において最も油汚れのつきやすい「レンジフード」に着目し、そこに設置するフィル
ターの形状に工夫をこらしたものです。フィルター交換に際しての利便性を向上させるために、ロール型フィ
ルターとミシン目を組み合わせています。

　応募者のお母さんがレンジフードフィルターを交換する際に、「手間がかかる」「手が汚れる」という不満を
こぼしているのを知り、フィルターの形状を改善することによって上記の問題点を改善しようと考えたことです。

アイディアの背景 （思いつきのきっかけ）

　レンジフードフィルター自体は従来から販売されています。その多くは、一枚のシート状になったフィルター
をマグネットなどでフードに固定し、汚れが溜まったら、シートごと交換するというものです。本アイディアでは、
ロール状になったシート（フィルター）をフードに固定し、汚れが溜まると新しいシートを引出すことで、簡単に
フィルターを新しくできます。
　また、古い（汚れた）シートを切り取りやすくするために、一定幅で切込みが入っているため、ハサミ等の
道具も必要としません。このように、利便性に重点を置いて従来製品との差別化を図っています。

既存の類似製品やサービスとの差

　消費者の利便性を飛躍的に高めることを期待できる本作品ですが、いくつかの問題点を挙げておきま
しょう。まず一つ目は、耐久性の問題です。レンジフードは、長時間高温にさらされ、油が付着するという環
境にあります。そういった悪条件に耐える素材を用意し、さらには本体に付着した油汚れへの対策が必要
になるでしょう。
　二つ目は、商品価格の問題です。従来のフィルターであれば、本体＝紙一枚で済みましたが、本作品で
あればフィルターロールおよびフィルターロールを固定するパーツが必要になります。ロール一本で、従来の
フィルター何枚分の使用が可能かどうかわかりませんが、従来製品よりはかなりの高価格になることが予想
されます。一か月300円程度の費用で、取り換えが簡単なレンジフードフィルターが売り出されています。こう
いったサービスとの差別化を図る工夫も必要になるでしょう。

残された問題点

企画書例
2

過去の受賞作品 と ポイント解説②4

「らくらくレンジフードフィルター」ポイント
解説
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提出日　2013年　　　月　　　日

第12回 全国高等学校  ビジネスアイディア甲子園
応募用紙

ビジネスアイディア名

アイディアの内容

< 記入のポイント > ① アイディアの概要（どのようなものですか）
② アイディアを思いついたキッカケ
③ これまでのものとの違い
④ 商品やサービスなどのイメージ図　　などを織り込んでまとめてください

この欄には何も記入しないでください

《 注意事項  》応募は、本紙またはコピーを使用してください。
応募要項および応募用紙は社会連携・研究支援課へご請求いただくか、「全国高等学校ビジネスアイディア甲子園」ホームページ
【大阪商業大学】　【ビジネスアイディア甲子園】（http://ouc.daishodai.ac.jp/research/high_school/business_idea/）からダウンロードしてください。
追加資料をつけても構いません。ただしＡ４サイズ・１枚（片面のみ）。 様式は任意とします。また、裏面に学校名、氏名を記入してください。
※規定を超えるものについては審査の対象外となりますのでご注意ください。

アイディアの概要 （コンセプトと内容）

　概要では自分の企画が「誰を対象に、どんなニーズを、どのような方法を利用して、問題解決していくの
か」を書きます。このアイディアは、自転車通学者を対象に、雨の日でも安全に運転できるために、既存の商
品を組みわせて視界が広がる合羽（カッパ）を開発するアイディアです。

　近年自転車は、子供から大人まで、用途も通勤通学やレジャーから、配送用などの業務用までさまざまに
利用されています。自転車通学は、多くの地域で小学生には許可されていません。
　また中学生も同様な学校が多いはずです。しかし高校では、広域からの通学者がいることもあり、自転車
通学が許可されている学校が多くみられます。こうした違いは、自転車が免許もいらず手軽な乗り物の半
面、常に危険と隣り合わせの乗り物という点にあります。自転車事故は、自転車と自動車はもちろんのこと、自
転車同士の事故、自転車と歩行者の事故まであり、また死亡事故も多く報告されており近年では関係する
法律も強化されています。
雨の日の自転車運転は、通常時よりも増して視界が制限され、また路面がスリップしやすく、危険度が増しま
す。この合羽は、その雨の日の運転において、少しでも視界を確保し、安全に近づけるものといえます。
　またこの合羽は、雨の日だけでなく、晴れの日の紫外線対策にも活用でき、視界の確保のみならず、肌を
守る機能もあります。

　このアイディアは、雨の日の運転に不可欠な合羽を改良し、運転者の視界を確実に確保する点に既存製
品との大きな違いがあります。
　本アイディアが評価されるところは①雨の日における自転車運転の安全性の向上、②雨天時以外での他
用途の開拓、③既存商品である合羽とサンバイザーを組み合わせることにより開発費を抑制できる、④各地
で自転車運転の問題が指摘される中での時代に即した製品、という点で評価できます。

アイディアの背景 （思いつきのきっかけ）

既存の類似製品やサービスとの差

　合羽はコンビニからホームセンターまでいろいろなところで売られ、またビニール製の低廉品から雨を寄せ
付けない頑丈なものまで種類も豊富で、価格帯も幅広くなっています。その中でこの製品を確実に売ってい
くためには、学校指定の合羽や警察署推薦の商品というようないわばお墨付きを与えることや、実演販売を
行うことによって、他の製品との差別化をはかること、購入層である親御さんに良いイメージをもってもらうこ
とが効果的でしょう。

残された問題点

企画書例
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過去の受賞作品 と ポイント解説③4

「キョロキョロかっぱ」ポイント
解説
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