
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全６回

ウハウ

ナメ視点で考える移住創業

方だけでなく、創業をお考えの方、創業して間もない方みなさんに参考と

ますので、ぜひご覧ください。
 

みなさま、こんにちは。ソシオデザインの大西です。移住創業の準備について過去

をしてきました。さて、今回からは仕組み編に入ります。今回の仕組み編では、どのように事業

を考えていくのか、その考え方の道筋についてお話しします。

 

 

 

 

起業家教育を

という共通点があります。それぞれ事業も異なっていますが、共通していたのは“自分の「方程

式」を持っている”ことでした。

“自分の「方程式」”というのは、「試行錯誤をとにかくたくさんやって、自分のモチベーション

の高め方や手持ちのスキルの活かし方をよく知っている」ということ。もっとシンプルにいうと、

“自分の得意分野、得意な方法などの自分の活かし方を知っている”ことです。

こういった自分なりの方程式を常にアップデートし、試行錯誤している人は、ミスがあっても

修正が早いので、確実に生き残っていると感じます。
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成功の可能性を上げるためには、「才能のある分野」で練習回数を多くすればするほど、成功

の可能性が増すという方程式になります。これは一般的に「努力」と呼ばれているものです。

 

 

 

 

仮に、自分のトークの才能が

れば追いつき、追い越せます。

しかし、

ライバルや事業が登場したときに、ひたすら何倍もの努力をし続けなければないモデルだから

です。 

たしかに、努力を続けることが苦にならない経営者は良いでしょう

人が、経営者と同じだけ

こう考えると、ひらすら努力をし続ける

す。これら
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ライバルや事業が登場したときに、ひたすら何倍もの努力をし続けなければないモデルだから

しかに、努力を続けることが苦にならない経営者は良いでしょう

の”想いと時間と労力”を使えるかと言えば疑問です
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の”想いと時間と労力”を使えるかと言えば疑問です

とは違う、戦略的な努力が必要なのが分かりま
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先ほどの方程式、
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才能 a

こに移住創業
 

例えば、レストランやラーメン店などは都会にいけばたくさんありますが、少し田舎に入ると

ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン

なども、簡単にできてしまいます。
 

＊フードマイレージとは、食糧の輸送距離のこと。多くの食材が遠くの産地で生産されてお

り、できるだけ近い産地のものを食べることで環境負荷が下がるという考え方。
 

第２回連載において、移住フェアの活用

一般的に移住のデータを見ると、「血縁ないしは友人知人の縁」が

です。 

しかしながら、本当にその場所がみなさんの

題です。移住先で必要とされていることが
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めもせずに選んでいるに過ぎないのではないでしょうか。そういった、
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b（活かされる場所）について、深堀りして考えていきたいと思います。
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これ移住創業そのものの発想に使える気がしないですか？
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こに移住創業の面白さもあります。

例えば、レストランやラーメン店などは都会にいけばたくさんありますが、少し田舎に入ると

ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン
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題です。移住先で必要とされていることが
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なども、簡単にできてしまいます。

＊フードマイレージとは、食糧の輸送距離のこと。多くの食材が遠くの産地で生産されてお

り、できるだけ近い産地のものを食べることで環境負荷が下がるという考え方。

回連載において、移住フェアの活用

一般的に移住のデータを見ると、「血縁ないしは友人知人の縁」が

しかしながら、本当にその場所がみなさんの

題です。移住先で必要とされていることが
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の活かされ方も変わる。また、舞台が変われば、必要とされる才能も変わるのです。そ
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例えば、レストランやラーメン店などは都会にいけばたくさんありますが、少し田舎に入ると

ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン

なども、簡単にできてしまいます。 
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を「出川の法則」と呼びたくなりました笑。

そのものの発想に使える気がしないですか？

、舞台が変われば、必要とされる才能も変わるのです。そ
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ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン

＊フードマイレージとは、食糧の輸送距離のこと。多くの食材が遠くの産地で生産されてお

り、できるだけ近い産地のものを食べることで環境負荷が下がるという考え方。

回連載において、移住フェアの活用方法を提案したのも、ここに理由があります。
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そこで思い出すのが、一次関数と呼ばれる数式 y=ax+b

の式（才能と努力の回数を表す式）に、b（別の
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の回数を減らせられるのがわかります。出

（活躍の場所）を変え

）が活かされている

を「出川の法則」と呼びたくなりました笑。 

そのものの発想に使える気がしないですか？

、舞台が変われば、必要とされる才能も変わるのです。そ

例えば、レストランやラーメン店などは都会にいけばたくさんありますが、少し田舎に入ると

ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン

＊フードマイレージとは、食糧の輸送距離のこと。多くの食材が遠くの産地で生産されてお

り、できるだけ近い産地のものを食べることで環境負荷が下がるという考え方。

方法を提案したのも、ここに理由があります。

一般的に移住のデータを見ると、「血縁ないしは友人知人の縁」が

（才能）や b（活かされる場所）かどうかは別問

みなさんの a（才能）に結びついているだろうか。

（活かされる場所）としての可能性はあるだろうか。ともすれば、縁という理由で確か
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例えば、レストランやラーメン店などは都会にいけばたくさんありますが、少し田舎に入ると

ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン

＊フードマイレージとは、食糧の輸送距離のこと。多くの食材が遠くの産地で生産されてお

り、できるだけ近い産地のものを食べることで環境負荷が下がるという考え方。
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【成功の可能性

【参考】y＝

：y（成功の可能性）

：a（才能）

：x（練習回数）
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ありません。また、都会では家賃が高くてできない、泊まれるレストラン（いわゆるオーベルジ

ュスタイル）や、作るところから料理までが完結しているフードマイレージゼロのエコレストラン
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移住先が自分
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