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●図表－１ これからの価値創造メカニズム

資源 ⇐提供価値資源　⇒
提供
価値

事業目的・概要 経営方針
ビジネス
モデル　⇒

ビジネス
⇐モデル

事業目的・概要 経営方針
価値創造メカニズム 価値創造メカニズム

 環境変化
予測

現　状　分　析 夢をデザインする

外部環境

課　題　（問題点）

移行戦略
③（Do）

進捗管理
④（SEE）

これから
②（Plan）これまで

①（SEE）

意に反した家業への入社で，人生の再設計

を迫られているときに，アドバイスを求めら

れたこと，経営コンサルタントとして仕事冥

利に尽きます。貴社の現状を分析し，外部環

境の今後の予測を踏まえて，新事業構想をご

提案いたします。

２つの選択肢

１つ目の選択肢は，現事業を新しい視点で

改善・改良を重ね，親企業との信頼関係を深

めて成長することです。短期的には安定路線

の選択ですが，長期的には貴社の将来を，親

企業の将来に大きく依存することになります。

現状は地球規模での競争時代であり，長期的

には「現在の延長線上に未来はない」リスキ

ーな選択と言えます。

２つ目の選択肢は，かねてより温めていた

「夢」の実現に立ち向かうことです。ゼロか

らのスタートですが，夢と情熱を注げる事業

ですから，困難に立ち向かう覚悟は十分お持

ちと推察します。

価値創造メカニズムでの位置づけ

今月号より，経営デザインシート後半の，

「これからの価値創造メカニズム」を説明し

ます。８月号は，「事業目的・事業概要」，「経

営方針」と「提供価値」の説明です。

経営デザインシートは，中長期計画で「提

供価値」を実現するイノベーションを促進す

ることが狙いです。貴社が構想する「夢の実

現を目指す新事業」をデザインする最適なフ

レームワークです。

経営承継研究会
中小企業診断士 長谷川 勇

私は，３４歳の後継予定者です。イギリスの大学に留学して，MBAコース終了後に帰国し，外

資系企業に就職しました。将来の創業に備えて実務経験に励んでいましたが，家業の後継予定の

長男が自動車事故で急逝し，急遽家業に入社しました。家業は大手企業の２次下請で経営は安定

していますが，独立志向の私は満足できません。今後の取りうる道を教えてください。

第 8 回

これからの提供価値を構想する
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●図表－２ エクセレント・カンパニー２．０

エクセレント・カンパニー ２．０の評価ポイ
ント
経済：利益の追求
環境：地球環境のサステナビリティ
社会：社会のサステナビリティ
エンカレッジ：社員に夢や活力を与える
コミュニケーション：変化への対応，社会
への共感
デザイン：新しいことを始める力

出典：社会的評価に関する調査 ２００８年
（一社）地球産業文化研究所。

下請事業の現状と問題点を理解し，今後予

想される外部環境の変化を考慮して，新事業

のグランドデザインを価値創造メカニズムに

記入しながらブラッシュアップを繰り返し，

「提供価値」の構想を固めます。

バックキャスティング思考が原点

計画作成には，２つの思考方法があります。

フォアキャスティング思考とバックキャステ

ィング思考です。

フォアキャスティング思考とは，現状を起

点にして一歩一歩着実に改善して発展する考

え方です。親企業の信頼を確実にする下請事

業に最適な手法です。

バックキャスティング思考とは，現状から

一気に飛躍した目標を目指す，イノベーショ

ン思考です。価値創造メカニズムでは，「提

供価値」を最初に定めて，提供価値を創出す

る「ビジネスモデル」を構想し，ビジネスモ

デルを機能させる「資源」の調達を構想しま

す。

現在構想中の新事業の具体化は，経営デザ

インシートを活用して，バックキャスティン

グ思考で，構想を見える化します。

価値とは何か

これからの価値創造メカニズムの核心は，

新事業で創出する提供価値です。提供価値を

議論する前に，「価値」とは何かを理解する

必要があります。価値とは，一般的に

・物が持っている何らかの目的実現に役立つ

性質や，程度，値打ち，有用性（大辞林）

・その事物がどのくらい役に立つかの度合い，

値打ち（デジタル大辞泉）

と定義されています。しかし，経営の視点で

捉えると，価値とは，課題解決力です。困っ

ていることや悩んでいることを解消すること，

望んでいることや求めていることを満たすこ

とです。

価値は，製品やサービスに落とし込んで提

供されます。価値とは，商品やサービスが，

顧客に選ばれた理由で，買手（顧客）の視点

での評価です。

価値の種類

経営の視点で捉える価値は，次の３点が主

要なカテゴリーです。

�企業価値とは，企業全体の経済的な価値で
す。企業価値は，キャッシュフローの現在

価値で算出します。株価の算定やM&A
の際の，評価の基準になります。

�社会的価値とは，企業の経済的価値に加え
て，環境・社会貢献活動の価値です。定量

的な共通な評価指標はなく，定性的な評価

が現状です。活動内容は，CSRに該当し
ます。これからの時代のエクセレント・カ

ンパニー２．０の構成要素は，経済的利益の

視点に加えて，サステナビリティの視点や

消費者の価値観の変化への対応力の視点が，

重要な位置を占めています。株主第一主義

の弊害の反省から，社会的価値を重要視す

る動きが，経済界からも提起されています。

�顧客提供価値（提供価値）とは，商品やサ
ービスを通して顧客の満足に応える価値の

ことです。価値とは，喜びや満足の度合い
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です。顧客満足は，顧客に満足を与える

QCDが特に大切です。QCDとは，品質
の良い商品・サービスを，安く早く提供す

ることです。

価値評価基準としてのQCD

品質とは，良いものを提供することです。

「品質」なくして，「安く」，「早く」は無意

味です。「高級な商品・サービス」は，顧客

のステータスや知覚の価値を満足させます。

ブランドや経験を通して，愛着心・楽しさ・

関係性を提供します。多様な顧客への「個別

対応」で，おもてなしを提供します。

安くとは，値段以上の品質の提供や，同じ

品質をより安く提供し，顧客に満足感を与え

ることです。顧客の「値ごろ感」を下回る価

格・料金で，感激・感動を与えます。

早くとは，早く正確に商品・サービスを提

供することです。迅速・正確さが顧客に感動

を与える時代です。物流業は，サプライチェ

ーンを効率化させる情報産業化の時代です。

新事業を羽ばたかせるプロセス

既存企業が新事業を立ち上げるには，スピ

ンアウトとスピンオフの２つ方法があります。

スピンアウトは，親会社との資本関係はな

く，経営の自主権は確保できますが，財務的

には不安定になる欠点があります。

スピンオフは，親会社と資本関係を維持し，

財務的には安定しますが，イノベーションの

阻害要因になる恐れがあります。しかし，貴

社の場合は，経営者と後継者との強い信頼関

係があり，一定期間の資金提供の約束を得て

いるとお聞きしておりますので，スピンオフ

が選択肢です。

マインドセットの変革

新事業は，社内にプロジェクトチームを立

ち上げ，後継者をリーダーにして進めると伺

っています。その際の留意点は，チームメン

バーは下請の企業風土で育っていることです。

親会社の方針に従う，受け身の姿勢から内発

的姿勢で新事業に取り組むマインドセット

（思考パターン）に変革することが，新事業

の成功要因になります。そのために，チーム

メンバーの決定と事業内容のブラッシュアッ

プは，次のように進めてマインドセットを変

革します。

メンバーは，指名方式でなく社内公募で決

定します。自発性の尊重です。メンバー全員

のブレーンストーミングで，新事業を練り上

げ，提供価値を明確にします。ブレーンスト

ーミングの原則に従って，「他人のアイディ

アは否定しない」，「他人のアイディアを発展

させる」，「上司への忖度厳禁」，「全員に発言

を促す」などを繰り返します。

全メンバーで提供価値を共創し，共有する

ことが可能となり，関係性が強化されます。

積極的に発言できる雰囲気が生まれ，受け身

姿勢の下請風土のマインドセットから解放さ

れます。

SDGs志向の提供価値を創出する

新事業の成功には，２つの類型があります。

１つは，一時の時流に乗って急成長を果たし

ます。しかし，やがては川面に浮かぶうたか

たのように消え去る事業です。

２つ目は，着実かつ長期的に持続可能な成

●図表－３ スピンオフのプロセス
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●図表－４ SDGsシンボルマーク
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長を期待できる事業です。SDGsは，そのよ
うな事業の一つの指針になります。SDGs（持
続可能な開発目標）は，世界の知性が国連で

定めた環境・経済・社会関係の課題を解決す

る開発目標です。

SDGsの開発目標と調和の取れた新事業計
画は，持続可能な価値を顧客に提供できる可

能性が期待できます。中小企業でも業種業態

に応じて目標化が可能です。国連が掲げる１７

の開発目標のカッコ内に，採用可能な項目を

例示しています。

１ 貧困をなくそう（雇用の維持）

２ 飢餓をゼロに（子供食堂寄付）

３ すべての人に健康と福祉を（フェアトレ

ード商品の仕入・販売）

４ 質の高い教育をみんなに（社員教育）

５ ジェンダー平等を実現しよう（男女共同

参画）

６ 安全な水とトイレを世界中に（循環利用）

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

（省エネ）

８ 働き甲斐も経済成長も（福利厚生）

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう（環境

負荷低減）

１０ 人や国の不平等をなくそう（高齢者雇用）

１１ 住み続けられるまちづくりを（緑化）

１２ つくる責任つかう責任（地産地消）

１３ 気候変動に具体的な対策を（低燃費機器）

１４ 海の豊かさを守ろう（排水処理）

１５ 陸の豊かさも守ろう（オーガニック）

１６ 平和と公正をすべての人に（環境教育）

１７ パートナーシップで目標達成しよう（地

域連携）

SDGsと事業目標との融合には，ステーク
ホルダー，特に仕入先や販売先との連携や産

学官連携を模索します。

事業目的・経営方針を刷新する

プロジェクトチームでの議論を踏まえて，

社長と後継者で事業目的と経営方針を再設定

します。

事業は，従来からの事業に，新事業を加え

た２本立てとし，経営の安定と持続可能な発

展を目指します。

事業目的は，営利事業に加えて，社会的価

値を追求する「企業は社会の公器」の実現を

目的とします。

経営方針は，下請企業の風土から脱却し，

従業員が内発的に経営参画する企業風土への

転換を目指します。その為には，下記の視点

での取り組みが求められます。

・SDGsの目標と当社事業との融合
・従業員の積極的な発言の促進

・顧客企業の現場レベルとの交流推奨

・経営の基本方針は「三方良し」

・常時イノベーション志向

ま と め

後継者の脱下請志向と新事業進出の情熱に

接し，私なりの新事業成功への提案をまとめ

ました。プロジェクトメンバーの皆さんとご

検討し，新しい価値創造メカニズムの創出を

確実にしてください。

� 提供価値は顧客視点とする

� バックキャスティング思考で構想する

� エクセレント・カンパニー２．０を目指す

� SDGsと融合する提供価値を創出する

� 脱下請の事業目的と経営方針を策定する




