
MBF The Pride of Japan, これだけでいいのか！ 
  ～Self-Innovation & Challenge～ 

（株）リアルディア 
代表取締役社長 前刀 禎明 160120 

＜前刀 禎明氏の略歴＞ 

＜講演内容～抜粋＞ 

・1958年：愛知県犬山市出身、慶應義塾大学大学院 管理工学修士課程修了 

・ソニー、ベイン・アンド・カンパニー、ウォルト・ディズニー・ジャパン、AOLジャパンを経て、 

・1999年：無料ISPを展開する（株）ライブドアを創業、社長⇒会長⇒ 社長 

・2002年：民事再生法申請後、事業を堀江貴文率いるオン・ザ・エッジに譲渡 

 

・2004年：米Apple Computerのマーケティング担当バイス･プレジデント 

                              ⇒ 日本法人の代表取締役兼任 

・2006年：Apple Computer退社 

・2007年：（株）リアルディア設立、セルフ・イノベーション実践プログラムや五感ワークショップなどを提供 

・著書：「僕はだれの真似もしない」（アスコム）、「人を感動させる仕事」（大和書房）、「心が動く伝え方」（KADOKAWA） 

     「5年先のことなど考えるな」（PHPビジネス新書） 

■ イントロ 

（後に社名をライブドアに変更） 

＊実際はキーノートを使ったダイナミックなプレゼンテーション（動画＆スライド400枚以上）だったので、臨場感は伝えられません 

・前刀（さきとう）の苗字の由来： 地元犬山に前利（さきと）神社があり、その由緒を記した石碑から、 

                   当時の豪族「前利」が「斉藤」と「前刀」に分かれた 

・つかみ： 18日夜の“SMAP生謝罪”を取り上げ、DAI語風に「これはSMAP TIS」と解説（＝テコ・入れ・作戦） 
 ⇒ 常に真相は何か、深層で何が起きているのか、と考えながら見る必要 

■ 未来を創る 
・考えているだけで現状に甘んじるか 

 VS 自分の可能性を信じて挑戦するか 
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■ 未来を創る～続き 

１．Enjoy （楽しもう） 
・悩むより楽しむ⇒ 今起きていること⇒ 環境や他人のせいにしない⇒ すべて自分の責任⇒ 未来は自分次第 

 ⇒ 昨日の自分より今日の自分 そして明日の自分⇒ 何が起きるか分からないから楽しい 

・以前、フジテレビ系列「めざましテレビ」のレギュラーコメンテーターを務めていた 

 ＊「誰もがクリエーティブ  楽しく考えて すてきな笑顔になる」ために（担当コーナー「さきつぶ」最終回テーマ） 
 ① 「もんだ」をやめる： ○○とはこういうもんだ⇒ 前例や常識にとらわれない 

 ② 「こども」になる： 好奇心を持って自由に考える 

 ③ 「自分」を信じる： 自分の考えに自信を持つ 
Self-Innovation 

２．Feel （感じよう） 
・考えるより感じる 

・Trend？ ＊SHAKE SHACK：「バーガー市場に風穴、マック牙城 質で崩す」などと騒がれたが・・・今は？ 

＊Third Wave Coffee：「Bean to Cup」のコンセプト＝日本の喫茶店を真似ただけ 

・問題解決： MBAホルダー／高学歴者 ≠ 優秀なマネジャー 

 ＊実社会での成功は、チャンスを見出し、それを生かすことができるか、同時に深刻な問題が顕在化する前に 

   これを発見し対処できるかどうかにかかっている⇒ 問題解決力 ＜ 問題発見力＆知覚力 

 ＊ex. 2008年 iPhone登場： ①「まだニッチな商品、脅威ではない」NEC 

                   ②「頭を殴られたような衝撃だった」SAMSUNG 

  ⇒ 日常の中に潜んでいる小さな「コト」から大きな変化の可能性に気づけるかどうか 

その後？ 
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２．Feel （感じよう）～続き 

・五感＋イマジネーション： 
 ＊iPodなんて聴いている 

   場合じゃない  
（五感を阻むのがRight Answer） 

 ＊日本人は正解が好き： ex. 美術館で80%の時間を、絵を見るのではなく、解説を読むのに費やす 

  ⇒ 正解を求めない！ 感じることを優先！ ∵人生にもビジネスにも正解はない 

・Stop Thinking（思考停止）： 素直な感性 

 ＊認識テスト： 2人の人間と2匹の猿を大人と赤ちゃんに見せた時の視線比較 

           ①大人＝人間は良く見比べるが猿はほとんど見ない 

           ②赤ちゃん＝人間も猿も同様に見比べる 

・Insight（洞察力を鍛える）： 固定観念から抜ける 

これは 

何に見える？ 

    ⇒答えは               では無く 

街の中の三角 電柱でござる 
＊Cloud（雲を観る） 

アヒル or ピカチュー？ ミッキー＆ミニー？ 前刀さんの解釈 
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２．Feel （感じよう）～続き 
・Insight（洞察力を鍛える）～続き： 固定観念から抜ける 

＊Sense of Wonder： 発散思考 

＊Five Senses： 自分が体験し、自分が感じ、自分の言葉で表現する 

食物は味覚を中心に五感の全てに関わる⇒ フランス味覚研究所の所長に師事 

３．Discard （捨てよう）： 溜めずに捨てる 

・Reset & Restart： 

≒ 

MBFのロゴ 

＊Self-Innovation & Challenge： いまやっていること、これからやること、未来が大切 

右肩上がり 

（ジャック・ピュイゼ博士） 
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３．Discard （捨てよう）～続き 
・Self-Equity： 自分の価値を高めよう！ 

 ⇒ 「成功者になるよりも、価値ある人になろう」 
    アインシュタイン 

≒ 

マーケティング 

（a man of value） 

・Sweet Spot： 自分の強みを知ろう！ 

≒ 

マーケティング 

・Creative Intelligence  
 （創造的知性） 
⇒ 4つの力を関連づける力 

  （authoring力）が重要 

質問力 

観察力 実験力 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

力 

関連づける 

力 

４．Change（変えよう） 

・嘆くより変える： Industry4.0、IoT、Big Data、など流行り言葉に惑わされない 

 ⇒ Think different.（Apple）∵本気で信しる人たちこそが本当に世界を変えているのだから 

 

・世界を変えた男たち 

 ＊Steve Jobs： Your time is limited, follow your heart and intuition. 

 ＊Walt Disney： We keep moving forward, opening new doors and doing new things. 

 ＊井深大： 一番のモットーは他の人が既にやってしまったことはやらないこと 

・SONY（東京通信工業株式会社）設立趣意書 

 ＊「他社ノ追随ヲ絶対許サザル境地ニ独自ナル製品化ヲ行フ」 
 ＊「マーケットをこしらえることが非常に大切、営業が無視できないと悟った」1976年 井深大 

  ⇒ Market Education、Customer Education： 市場を創造するには市場を教育しなければならない 

（Steve JobsがApple に戻った時のCM） 

Appleがリスペクトした企業 
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４．Change（変えよう）～続き 

・（前刀氏の）Experience： iPod mini のマーケティング（2004年） 
 ＊当時SONYとPanasonicのMDが市場を席捲、リモコンに液晶も付かないiPodは、音楽を 

  PCからダウンロードする必要もあり、オタクのアイテムとの認識⇒ ファッションアイテムに 

Appleがリスペクトした企業 

奇跡のツーショット 

“Goodbye MD” 

・Momentum Building： ブランドジャパン2005に見るブランド力UP 

＊iPod Phenomenon： iPodは音楽の楽しみ方を変えました 

             ⇒ 2013年3月 MD機器 生産終了 

新たな価値創造 

強烈な意志 

総合力ランキング： 
卓越ランキング： 

176位 

22位 

32位 

4位 

2004年 2005年 

・未来予測ではなく未来創造 

 ＊何を欲しいかなんてそれを見せられるまでわからない 

   ⇒ 自分が欲しいものをつくればいい 

どうだ！これが 

これからの電話だ！ 

・Something Different ではなく Genuinely Better 
 ＊MacBookをもっと薄くすべきと提案した時には 

   Steveに「いやCDドライブは必要だ」と否定されたが、 

   後にMacBook Airを嬉しそうに発表 
Jony Ive 

Chief Design Officer 
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４．Change（変えよう）～続き 

・Collective Creativity （集団の創造性） 

＊24年前Walt Disney＝人を幸せにする仕事、夢を見る力 

アナログ時代の創造力 PIXAR 集団の創造性 

① だれもが、だれとでも自由にコミュニケーションできる 

② だれでも気兼ねなくアイディアを提供できる 

③ イノベーションの最新情報を常に把握する 

５．Believe（信じよう） 

監督 Gary Trousdale 

・体感を信じる： android vs iOS 

 ＊電車内の自分の周り： 12人中 android＝2、iPhone＝10 

 ＊スタバの店内： 14人中 android＝2、iPhone＝10、iPad＝2 

・Believe in Yourself（自分を信じよう） 
 ＊“Believe. Believe in yourself with undaunted faith that you ‘can’.” Walt Disney 

 ＊自分を信じて情熱的に取り組む⇒ 誰もが潜在的な力を発揮⇒ 期待を超える結果 

 

・期待を超えよう！： 顧客満足度⇒ 期待超越度 

 ＊妥協しないで追求しよう！≒ 幼児の行動パターン 
  （何かが欲しい⇒ 泣き喚く⇒ ゲット！大喜び⇒ もっと欲しい） 

スマホのアクティブユーザー 

の80～90%はiOSユーザー 

（Exceed Expectations） 

努力 喜び 

欲求 
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５．Believe（信じよう）～続き 

・Next One： 可能性を信じよう！ 一方今の自分に満足しない 

 ＊「次の作品こそが最高傑作」 チャップリン 

 ＊「私は自分の仕事に満足したことがない」 Walt Disney 

REAL DEAR 

・－1＋i ＝現状から何かを引いて想像・創造したものを足す 

・FACE ＝セルフ・イノベーションの習慣をつけるアプリ 

・Feel & Express, Feel & Imagine  

 ＝日常生活の中で 感性を豊かにして 創造力と表現力を磨く 

KITTEの中のツリー 木の葉の中にブドウ 

シャンパンを連想 

発見と想像を組合わせる！ 

デニッシュの美味しさを表情に！ 
視点を変えた満足を表情に！ 

Idea Generation 
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５．Believe（信じよう）～続き 

・WONDER ＝遊びながら頭を使い 驚き、好奇心をふくらませるアプリ（Coming Soon） 

上の球は下のピン（円柱列）を 

すり抜けられそうに見えない 

しかし一箇所 

抜け道が・・・ 
∵横から見ると円錐形の柱 

“先入観” 

・Creative Presentation ＝本質的な次元で人の心を動かす 

・Free Yourself（自分を解き放とう！）  
  ＝自分らしくあれ  心が喜ぶ生き方 

・The Pride ＝明日の自分には無限の可能性がある 

＜Keywords＞ 

実は 
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Q： 妥協しない姿勢は良く分かったが、前刀さんはこのプレゼン資料にどれぐらい時間をかけて作られた？ 

A： 1hrのプレゼンなら、その10倍以上の時間をかけ、今日も直前まで0.1秒単位で調整、でも次のプレゼンがもっと良い 

Q： 前刀さんの熱い思いは良く分かったが、周りの人をどう巻き込む or どう説得するのか？ 

A： 不平不満を持つ人もいるが、「どんなに文句を言っても良いが必ず提案を出せ」と言っている。 ウォルトもジョブスもいろんな 

  事を言っているが、掘り下げると本質はみな同じ 

Q： 余韻が残る素晴らしいプレゼンでした。 しかし良い面をカリスマ的に言うだけでは会社として成り立たないのでは？ 

  No.1とNo.2がいて、また利益も必要だし・・・。 

A： アップルではティム・クックがきっちり経営を押えたから、HondaもSONYも儲かることも重要だが、それを重視するとだんだん 

  ジリ貧に、心は喜ばない 

Q： フリーランスとして今日の話は極めて当然に聞こえたが、思い起こせば大企業だとそうなんだよね。 個人的にはまた日本に 

  SONYのような会社に出てきて欲しいが・・・ 

A： “コンプライアンス”はアメリカ人の陰謀かも（笑）⇒ 日本人はまじめだから、バカ正直にやってダメになった。 「昔はよかった」 
  系のSONYの人も多いが、欧米コンプレックスを持たない方がよい。 アメリカ人が強いのは彼らが本当に中華思想だから。 

  （ex. アメリカ人でインターナショナルマーケティングやっている人がパスポート持ってないとか） 

Q： 私も転職経験あるが、前の会社を良く言いたいものの・・・、前刀さんはどうしてそうポジティブ・前向きに話せるのか？ 

A： 後ろ向きの転職はうまくいきません。 前の会社でやって来た事（トラックレコード）を胸を張って言える様でないと。 

Q： 五感を研ぎ澄ますのは食べ物とのことだが、本物の食べ物とそうでない物はどうやって見分けるのか？ 

A： 食べる事は五感をフルに使う。 五感の中で最も鋭いのが嗅覚（∵生死に関わるから） 
  食の価値： ①清潔・安全 ②栄養 ③喜び(アメリカ人はこれを軽視、サプリメントに頼ると心を病むのでは） 

■ Q & A／Comment 

＜感想＞ 

とにかく、次から次へとシャワーのように流れる文字や画像、それに同期した“立て板に水”のスピーチ。  

これぞプレゼンテーションというのを見せて貰いました。 講演タイトルの「Self-Innovation and Challenge」は、
ご自身が実践して来た成功例だけに説得力があり、全てが納得かつ腑に落ちるものでした。  

ただ、ここまでパワフルな前刀さんの回りの人は、付いていくのが大変だろうな～、とも思いました。 


