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世界経済は，３大自動車メーカー（GM，
フォード，クライスラー）の時代から，４大

IT企業・GAFA（Google，Apple，Facebook，
Amazon）の時代へと転換しています。ハー
ドからソフトへの時代です。

求められる発想の転換

� １００年に１度の破壊と創造の時代

自動車産業は，３つの変革の波に見舞われ

ています。エンジンからモーターへの電動化

時代，自動運転・人工知能が主導権を握る情

報化時代，所有から利用へのカーシェアリン

グ時代への変革です。

� 強みが弱みに逆転する時代

求められる人材は同質性重視から多様性重

視へ，改善から革新へ（小さな改善の積み上

げの限界），少産少死から多産多死（新規創

業増加の必要性）の時代です。

� 経営者マインド転換の時

現在のビジネスモデルに陳腐化の兆しが見

え始めている場合，小さな改善による延命で

はなく，非連続な革新で新しいビジネスモデ

ルを構築し，技術革新を促進することが必要

な時代です。その際は，過去の成功体験のし

がらみから自らを開放します。

５Sを全社的に実行し，ムダ取りで財務を
改善します。財務的余裕を蓄積してから，新

ビジネスモデルへの移行戦略を開始します。

財務的に不安定なまま，移行戦略を開始す

ると，現ビジネスモデルの維持と，新ビジネ

スモデルへの投資の二正面戦略が崩壊する恐

れがあります。

迫りくるマイナス成長の陰

� 少子高齢化社会の到来

少子高齢化社会を経済的側面でとらえると，

生産年齢人口減少社会です。生産年齢人口の

減少は，生産活動を低下させ，貯蓄率の低下

をもたらします。その結果，投下資本が減少

し経済成長率も低下します。

生産年齢人口の減少と経済成長率の低下は，

資本の海外流失を招き，経済成長減速の悪循

経営承継研究会
中小企業診断士 長谷川 勇

私は，３６歳の２代目経営者です。父から引継いだビジネスモデルは陳腐化の兆しが見えます。

事業転換を図るべく，幹部社員の協力を得て事業計画書を作成しましたが，メインバンクの理解

を得られませんでした。知人の中小企業診断士より，経営デザインシートを作成し，事業性評価

を得るように勧められました。つきましては，経営デザインシートの概要を教えてください。

第 1 回

なぜ経営デザインか
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●図表－１ 高齢化社会の経済成長

高齢者比率の増加
経営革新意欲の低下

生産年齢人口比率の低下
�

GDP成長率の低下
１人当たりの生産性低下
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環が始まります。

� 高齢化社会の経済成長

高齢化社会での生産年齢層の人口は，相対

的に低下します。高齢者は，体力・気力・意

欲が低下しますので，人口１人当たりの生産

性も低下します。

高齢者人口の増加は，社会保障費負担の増

加を招き，労働意欲の低下・設備投資意欲の

低下・潜在成長率の低下を招きます。予想さ

れる日本経済の将来像です。生産性の向上が，

高齢化社会の最大の課題です。

� 経済成長率の維持・向上戦略

高齢化社会の問題は，国家的課題であると

同時に，個別企業の課題でもあります。国内

企業同士の競争であれば，同じ条件下での競

争になります。しかし，グローバル経済下で

は，海外企業との異なった条件下での競争に

なります。

世界的に経済成長率を俯瞰すると，先進国

は教育水準が高く，高い生産性を享受してい

ます。一方，発展途上国は，教育水準が低く

生産性も低く，貧しさから脱出できない状況

にあります。このような認識は，直近の状況

では過去のイメージにすぎません。

グローバルな競争環境下で，高齢化社会を

迎える日本企業の競争力維持・向上戦略は，

過去の成功体験から脱却して，生産性を向上

させるビジネスモデルへの転換を図ることで

す。

戦略転換の成功確率を高める経営思考が経

営デザイン思考であり，その戦略を見える化

するフレームワークが，経営デザインシート

です。

経営デザイン思考とは

� 現ビジネスモデルの延長線に将来はない

１００年に１度の破壊と創造の時代，現在の

ビジネスモデルは陳腐化します。このような

変革の時代では，過去の日本の成功モデルで

ある改善の積み重ねでは，ビジネスモデルの

陳腐化を止められません。外部環境の変化は，

新しい提案価値を求めており，その実現には

現在のビジネスモデルから新しいビジネスモ

デルへの転換が必要です。

� ハードウェア志向から知的資産志向へ

GAFA成長の根源は，知的資産の創造で
あり，ハードウェアの革新ではありません。

知的資産が，付加価値を生み出す根源の時代

です。

経営デザインシートの骨格

経営デザインシートは，「自社の目的・経

営理念・特徴・経営方針」と，「これまでの

価値創造メカニズム」，「これからの価値創造

メカニズム」，「これまでの価値創造メカニズ

ムからこれからの価値創造メカニズムへの移

行戦略」の４つのパートで構成されています。

各項目の詳細な内容は，２月号以降の各論

で説明します。

経営デザインシートの概要

� 自社の経営理念

経営理念は，自社の存在意義であり軽々に

変更するものではありません。しかし，不磨

の大典でもありませんので，「不易流行」（松

尾芭蕉の俳諧の理念）に沿って，新ビジネス

モデルを念頭に検討します。
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� これまでの価値創造メカニズム

陳腐化の兆しの原因を分析し，提供価値の

課題（問題点）を明らかにします。これまで

の外部環境の変化（プラス要素・マイナス要

素）から，現状のビジネスモデルからの脱却

の必要性を把握します

� これからの価値創造メカニズム

これまでのビジネスモデルに陳腐化の兆し

が見えますから，財務的な余裕をもって，こ

れからのビジネスモデルの開発に着手します。

新しい提供価値は，これからの外部環境変化

（プラス要素・マイナス要素）を予測して決

定します。

経営デザイン思考のプロセスは，最初に最

終目標（＝提供価値）を決定します。次いで，

最終目標を実現するビジネスモデルを定義し，

ビジネスモデルを機能させるのに必要な経営

資源を洗い出します。これにより，新たな「価

値創造メカニズム」が明確になります。

重要な点は，これからの外部環境変化を想

定して，今後予想される顧客を満足させる「提

供価値」を最終目標として，最初に決定する

グランドデザイン思考です。

� 「これまで」から「これから」への移行

戦略

新旧価値創造のメカニズム間の橋渡し戦略

であり，二正面戦略が強いられます。移行戦

略は，これからのビジネスモデル確立までの

実行計画です。実行計画のステージごとに，

移行のための課題，課題解決に必要な資源，

課題の解決策を明らかにして実行していきま

す。

実行計画は，プロジェクトの大きさにより，

詳細な月次計画，四半期計画，半年計画，年

次計画，３年計画，５年計画などを作成し実

行します。移行期間中は，移行経費を賄える

ように，これまでのビジネスモデルの利益管

理にも目を配ります。

求められる思考の転換

外部環境の変化が激しい時代には，現状維

持・改善型のフォアキャスティング思考では

なく，改革・革新型のバックキャスティング

思考が適しています。

フォアキャスティング思考とは，現状維

持・改善型に適した考え方です。過去のデー

タを分析し，課題（問題点）を抽出して着実

に改善します。フォアキャスティング思考は，

過去の成功体験・失敗体験から考えるので，

着実な改善に適していますが，新しい発想や

飛躍的な未来図は描けません。

●図表－２ 経営デザインシートの骨格

内部経営資源

これからの外部環境の変化 必要な資源
知財

解決策
移行のための課題

提供している価値

課題（弱み）
外部調達資源

知財

資源 価値

自社の目的・経営理念・特徴・経営方針

「これまで」から「これから」への移行戦略

これまでの価値創造メカニズム
ビジネスモデル

現ビジネスモデル
内部経営資源

提供する価値外部調達資源
知財

資源 価値
これからの価値創造メカニズム
ビジネスモデル

新ビジネスモデル

こ
れ
ま
で

こ
れ
か
ら
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●図表－３ フォアキャスティング思考
フォアキャスティング思考

現在の課題・実績から
考える

初年度目標

現在地 現状の延長線上

提供価値（？）
ありたい姿
（ナシ）

●図表－４ バックキャスティング思考

発想のステップ

将来の「ありたい姿」
から考える

提供価値
ありたい姿

提供価値
ありたい姿

現在地

ステップ1

ステップ1

ステップ2

ステップ2
ステップ3

ステップ3

ステップ4

ステップ4

現在地

実行のステップ

移行戦略
（実行計画）

バックキャスティング思考
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バックキャスティング思考は，最初に現状

から飛躍した高い目標（提供価値・ありたい

姿）を決定し，どのようにして高い目標を達

成するかを検討します。「できる・できない」

の発想ではなく，「どのようにしたらできる

か」が発想の基本です。将来のありたい姿か

ら，移行戦略（実行計画）を構想します。

フレームワーク思考

経営デザインシートは，典型的なフレーム

ワーク思考の手法です。フレームワーク（枠

組み）には，特定の経営課題について情報を

整理し，意味合いをつける方法と，より全体

的な視点で俯瞰的にとらえる方法があります。

特定の経営課題を整理するフレームワーク

には，「PEST分析」や「５フォース分析」，
「SWOT分析」，「アンゾフの成長戦略」等
があります。

俯瞰的なフレームワークには，「ビジネス

モデルキャンバス」，「ビジネスモデル俯瞰

図」などがあり，「経営デザインシート」も

俯瞰的フレームワークの範疇に属します。

フレームワークは，特定のテーマについて

必要な論点を網羅しています。枠組みに記載

すれば漏れがなくなり，計画書の完成度は，

高く仕上がります。その結果，実現可能性が

高まります。

経営デザインシートのメリット

経営者にとり，経営デザインシートは論点

を見える化しますので，関係者との対話が容

易となり，計画の完成度がより高まります。

ビジネスモデルの転換は，膨大な裏付け資料

が必要になります。しかし，経営デザインシ

ートは，論点の要点のみ記載しますので，全

体像の整合性の確認に役立ちます。

金融機関にとっては，融資の依頼を受けた

場合，事業性評価や経営者保証ガイドライン

に沿った融資が容易になります。過去情報で

ある財務諸表による融資判断ではなく，将来

情報である事業計画書に基づく融資判断が可

能になります。

「これまで」と「これから」の両価値創造

メカニズムを対比して記載しますので，将来

予測をよりリアルに判断できるメリットがあ

ります。

� 柔軟な発想の転換

� リスクを取る強い決意

� グランドデザイン思考

� 現価値創造メカニズムの厳しい将来像

� 新価値創造メカニズムの説得力




