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プログラムのねらい

次世代の経営者として取り組むべき戦略課題を明確にし

それに対する実現可能なアクションプランを立案すること
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AI・IOT

経営資源を
最大化する

ビジョンを
明らかにする
右腕人財

Web-M

戦略を
構築する

変革を
リードする
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■戦略経営スキル（経営の原理原則）

経営が多様化＆高度化していく中で次代の経営者と

して必須と考えられる経営の原理原則を厳選しタイム

リーに取り上げていきます。経営戦略立案に必要な知

識と戦略的視点からの実現プロセスまでの流れを具体

的に習得することで、その後の各社へのスムーズな応

用展開を目指します。

■アクションラーニング（実務直結）

習得した知識スキルのフレームワークを活用し、各

社における実際の組織課題（場合によっては経営課

題）への取組みを積極的に推進していきます。単なる

研修という位置づけではなく、実務の一環として捉え、

自ら決断し実行する気概を持った当事者意識＝経営者

意識を早期に醸成していきます。

■参加者相互のフィードバック（他流試合）

変革という同じ志をもった参加者同士の真剣な議論

や対話はまさに知的他流試合です。普段とは異なるメ

ンバーとのディスカッションで自身の強み・弱みを認

識し、多様性を体感していきます。そのなかから、い

かなる状況においても自分軸がぶれない思考習慣や行

動習慣が身についていきます。

■すぐやるプロジェクト（企業内提案）

実務実習を進める中で発生する「現場落とし込み優

先課題」をすぐやるプロジェクトとして積極的に推進

していきます。研修をお勉強にしないためにも、個人

＆各社ベースの成功事例を期間中にできるだけつくり、

本格的な変革＆改革プロジェクトへの足掛かりと自信

につなげていきます。
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プログラムの特徴
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プログラムの基本概要

経営者視点の原則
プログラム期間を通じて経営者の視点・思考で課題に取り組んでいただきます。

経営者に求められる能力と行動を常に念頭に置いたディスカッションをするという気概が必要です。

理想と現実のギャップを認識し、客観的に自身の考え・価値観を見つめ直してゆきます。

事前課題の原則
限られたプログラム期間の中で充実した内容にするために数々の事前課題が出されます。

ワークショップ中は討論・対話を通じて、できるだけ多くの気づきを得ていただきたいためです。

顔を合わせる時だけがプログラムであると考えるのは、同じ志を持った参加者に失礼だという認識からです。

ファシリテーターの原則
ファシリテーターの役割は問題を提起するということを理解ください。

「教わるという受身の姿勢ではなく、自ら深く考え、内省する場」と捉え、本質を探究してゆきます。

お互いが教師となって知識と智恵を交換する中で、ファシリテーターは参加者の成長を強力にサポートします。
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カリキュラムの全体像

Session１

自社実態把握Ⅰ
～主観的現状分析～

「当社の問題は」

自社環境分析

Session２

自社実態把握Ⅱ

～客観的現状分析～

「SWOT分析」

Session３

競合他社動向
～ライバル分析～

「自社との能力比較」

成功仮設立案Ⅰ

Session４

成功要因抽出

～経営資源分析～

「KFS分析」

Session５

市場ニーズ仮説
～ﾗｲﾌｻｲｸﾙ分析～

「Webマーケティング」

成功仮設立案Ⅱ

Session６

顧客ニーズ仮説

～ﾆｰｽﾞ･ｼｰｽﾞ分析～

「潜在顧客ニーズ」

Session７

企業コンセプト
～企業＆事業ﾋﾞｼﾞｮﾝ～

「ﾋﾞｼﾞｭﾅﾘｰｶﾝﾊﾟﾆｰ」

ビジョンの策定

Session８

戦略目標設定

～定性&定量目標～

「アカウンティング」

Session９

成功企業研究

～ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ～

「チームビルディング」

ビジネスモデル構築

Session１０

実行ﾓﾃﾞﾙ構築

～顧客起点ﾌﾟﾗﾝ～

「ｵﾝﾘｰﾜﾝﾓﾃﾞﾙ」

経営大方針

↕

アクション

プラン

構成&発表

発表準備
発 表

変革意識の顕在化（腹決め） 強み弱みを客観的に認識する 勝負する土俵を明確にする 変革ビジョンを可視化する 変革ビジョン実現の具体策 変革実行モデルの共有化

1回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回-7回
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テーマ 内 容

■事前アンケート ： 自社の環境分析シートの作成

基本期間8ヵ月

1泊2日×6回

■プレワーク ： すぐやるプロジェクト

１
■自社の現状を明らかにする

～自社の実態を客観的に整理する～

Ｓｅｓｓｉｏｎ１ 実態を把握するⅠ

・自社の問題は何か ・問題（課題）解決の優先順位をつける

・課題解決策を立案する ◎成果物：すぐやる実践計画書

Ｓｅｓｓｉｏｎ２ 実態を把握するⅡ

・自社の強み・弱みは何か ・市場環境を分析する

・パフォーマンスエリアを見つける ◎成果物：ＳＷＯＴ分析マトリックス

２
■成功への仮説を立案するⅠ

～成功への決め手となる主要因を特定する～

Ｓｅｓｓｉｏｎ３ ライバルを特定する

・現在ライバルと将来ライバルは ・ライバルとの能力比較

・課題解決策を立案する ◎成果物：すぐやる実践計画書

Ｓｅｓｓｉｏｎ４ 成功要因（ＫＦＳ）を特定する

・ＳＷＯＴ分析（強み弱み＆機会脅威）の深堀 ・ＫＦＳの特定

・ＫＦＳに経営資源を戦略投下するには ◎成果物：ベンチマーキング実践計画書

３
■成功への仮説を立案するⅡ

～顧客起点発想で成功仮説を立案する～

Ｓｅｓｓｉｏｎ５ 市場ライフサイクルからの客観分析

・現在＆将来の商品・サービス ・市場ライフサイクル分析

・課題解決策を立案する ◎成果物：すぐやる実践計画書

Ｓｅｓｓｉｏｎ６ 顧客ニーズ・ウォンツからの客観分析

・戦略チャンスの策定 ・戦略ニーズ・シーズの策定

・戦略ドメイン仮説の策定 ◎成果物：成功仮説シナリオ

■プレワーク ： すぐやるプロジェクト

変革意識の顕在化（腹決め）

強み弱みを客観的に認識する

勝負する土俵を明確にする

ＭＢＡ
自己学習
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カリキュラム（第1回～3回）
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ＭＢＡ
自己学習

テーマ 内 容

■プレワーク ： すぐやるプロジェクト

４
■企業コンセプトを策定する

～ビジョンからの実現戦略を立案する～

Ｓｅｓｓｉｏｎ７ 自社の企業理念づくり

・幸福アプローチ ・存在価値 ・経営哲学 ・行動基準 ・企業ビジョン

◎成果物：コンセプトブック

Ｓｅｓｓｉｏｎ８ ビジョンからの目標設定

・ビジョン実現のアプローチ方法 ・重点戦略ポイント ・定性目標＆定量目標

◎成果物：ビジョン実現のアプローチ計画

５
■自社組織変革実行モデルを構築する

～顧客起点の共創型モデル案を立案する～

Ｓｅｓｓｉｏｎ９ ベンチマーキング（成功企業から学ぶ）

・参加販売店事例発表 ・成功ポイントの明確化＆自社導入ポイントの探求

◎成果物：ベンチマーキングシート

Ｓｅｓｓｉｏｎ１０ 自社組織変革実行モデルづくり

・これまでの成果物のレビューとテーマの絞込み等

◎成果物：自社組織変革実行モデル（ラフ案）

６

７

■自社組織変革実行モデルを発表する

～共創型Win-Win-Winモデルのお披露目～

経営大方針（理念・ビジョン・戦略）の構築

長中短期経営計画の立案

各社マニフェスト宣言＆今後の実践シナリオづくり

E
メ
｜
ル
コ
｜
チ
ン
グ

■プレワーク ： すぐやるプロジェクト

■プレワーク ： すぐやるプロジェクト

変革ビジョンを可視化する

変革ビジョン実現の具体策

変革実行モデルの共有化
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カリキュラム（第4回～最終回） ＊体験コースは随時
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～総括リ-ダー ・ 山根 浩二（やまねこうじ）プロフィール～

■ 現 職

株式会社日本コ－ディネ－トセンタ－（略称ＮＩＣＣ） 可能性研究所・PDパートナーズ代表取締役社長

Office：横浜市港北区菊名2-24-12-304   TEL 045-430-5366 E-mail：yamane@e-nicc.co.jp

■ 経 歴

1964年京都府生まれ

1988年立命館大学経済学部卒業

1988年㈱リクルートグループ入社。以来6年間，主に制作部に所属し，企業の採用広告の企画・制作に携わる。

その後独立しフリーランスとなり，主に中小企業を中心に広報コンサルタントとして，経営戦略と連動したコーポレート･コミュニケーション戦略の企画・実施に携わる。

1999年からマネジメントコンサルティング会社のビジネスパートナーとして参加し，2001年取締役チーフアナリストに就任，現在に至る。

■ 専門分野

○オリジナルコンテンツ「オンリーワンマネジメント」よる企業革新

○顧客志向のマーケティング＆ソリューション営業 ○ロジカルシンキング（問題解決）

○ロジカルプレゼンテーション ○コーチング ○モチベーションアップのワークショップ

○データベース分析 ○タイムマネジメント ○リクルーティング戦略

○戦略広告＆広報（PR） ○マーケティング戦略におけるベンチマーキング実践

○創造性開発のためのファシリテート ○自己分析とビジョン開発

■ 著 作

日露政府間協定－ロシア中小企業支援事業の研修コンサルティング用マニュアル「高収益企業づくりメソッド－オンリ－ワンマネジメント－上巻」

(社団法人ロシア東欧貿易会)内ケーススタディー執筆

経済産業省「産業クラスターマニュアル2003」

■ 講師実績

社団法人日本能率協会契約コンサルタント

ソニー･ヒューマンキャピタル㈱キャリア開発分野

NTTラーニングシステムズ㈱コンサルティング営業分野

産業能率大学 経営戦略・マーケティング分野（チェーター）

■ 研修・講演実施企業（2000～2005）

トヨタ自動車、大東建託、テンプスタッフ、東急コミュニティー、キューブシステム、リコー、横浜アドプロモーション

AIU、三菱自動車、東京ニュース通信社（TVガイド）、東京リサーチインターナショナル、千葉まちづくり公社、

モスクワ商工会議所、サラトフ州立大学、ウラジオ極東工科大学、日刊工業新聞社、

社会経済生産性本部、経済産業省、外務省、ロシア東欧貿易会、産業能率大学ほか

2005年9月現在
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