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コンセプチュアルスキル向上 
ー本質を捉え、ビジネス上の結果を生み出すー 
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――下記のようなお悩みをお持ちではないですか？ 
  （これらはお客さまからお聞かせいただいたお悩みです） 
  
 ・「部長には「新しいこと」を提言してほしい」（経営層） 
 
 ・「成熟市場にイノベーションをおこせるような人材がなかなか 
   でてこない」（経営層） 
 
 ・「MBA形式の学習をさせてもフレームワーク（SWOT、３Ｃ、 
   ５フォース等）で整理するところまでしか活用出来ず 
   新たなビジネスモデルが描けない」（経営層） 
   
 ・「管理職は問題解決のプロセスを学んではいるが、正直問題発見や 
   戦略検証が不十分」（部長職） 
 
 ・「頭はいいはずだが、どうも期待したほどのレベルに若手が 
   到達しない」（課長職） 
 
 ・「ロジカルシンキング研修を学習しても整理がうまくなっただけで 
   新たな解決策は出てこない」（中堅社員） 
 
 ・「リーダーとしてアッと言わせるようなアイデアを出したいもの 
   だが、どのように発想力をみにつければよいのか」（７年目社員） 
 
 ・「要約力がなく、口頭や紙面、eメールによるホウレンソウで 
   いつもつまずく」（２年目社員） 
 
 ・「同期に早くも差をつけられている気がする。そこまで能力差は 
  ないように感じるが、何が足りないのかわかるようでわからない」  
 （１年目社員） 

 
上記はコンセプチュアルスキル（概念化能力）向上について、 
「配慮のある」体系的な教育を施すことで、望む方向に進めることが 
可能です。 
 
学者の論理に偏らず、現場の方々と一緒に汗をかきながら開発し
てきた教育カリキュラムを駆使することで、貴社の人財の能力向
上が可能となります。 
 
本資料が貴社の取り組みの一助となれば幸いです。 
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１．はじめに ～コンセプチュアルスキルとは  

現代では全階層に必要とされる能力へ 

【概念化能力】 
Conceptual Skill 

 【対人関係能力】 
    Human Skill 

【実務遂行能力】 
  Technical Skill 

←最高経営責任者 
Ｔｏｐ 

中間層 
Ｍｉｄｄｌｅ 

下位階層→ 
Ｌｏｗｅｒ 

出典：ロバート Ｌ カッツ 「Ｓｋｉｌｌｓ ｏｆ Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ」より  

 

コンセプチュアルスキルとは、1955年にハーバード大学のロバート・L・カッツが提唱した、「概
念化能力」のことを指します。管理者には3つのビジネススキル（＝コンセプチュアルスキル・
ヒューマンスキル・テクニカルスキル）が必要であり、中でもコンセプチュアルスキルはより上位
のマネージャになるほど必要であると考えられています。 
 
・コンセプチュアルスキル：複雑な状況を把握・分析し、知識や経験、情報などを体系的に組み合 
 わせ、概念化することにより、物事の本質を把握するスキル。 
・ヒューマンスキル：他者と円滑なコミュニケーションが取れ、関係構築できるスキル 
・テクニカルスキル：業務遂行に必要な専門知識・業務処理のスキル 

各階層・役割に対して、コンセプチュアルスキルの発揮場面に合わせた教育
を用意することが肝要。具体的な構成は次ページ。 

当時の管理者は現代のホワイトカラーにイメージが近い為、全階層に考えが応用できます。 
加えて、IT化、アウトソーシング化により、「テクニカルスキル」の割合は減少傾向。
「ヒューマンスキル」も高度化し、「コンセプチュアルスキル」との境界があいまいになっ
ています。（御用聞き不要。顧客が求めるのはコミュニケーションはソリューションのみ） 
不確実な未来を乗り切るためには、従業員が「コンセプチュアルスキル」を向上させ、付加
価値を生み出せるようにならなければなりません。 

元々は「管理者」に必要とされていたコンセプチュアルスキル 
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２．コンセプチュアルスキルの構成要素  

ビジネス文書 

経営戦略 
リ
｜
ダ
｜ 

中
堅 

若
手  

雨 空    傘 イシューの分析 追加情報収集 

情報収集力 

コンセプチュアルスキルの向上には、各階層・役割・プロセスにおいて、「配慮のある」教育体系を用意
することがポイントです。例えば、新入社員以降研修のない環境で、１０年目社員にいきなり問題解決研
修を受講させてもうまくはいきません。 

コンセプチュアルスキル基礎 

ロジカルシンキング基礎 

マーケティング 

問題解決 

企画力 

ビジネスモデル 

仮説構築力 図解思考 プレゼンテーション 

クリティカルシンキング 

集積・構造化する 
 

Input Output 
Concept 
概念化 

・知識 
・経験 
・環境 
・理解 
・仮説 
・調査 
・分析 

・判断 
・論理構築 
・戦術 
・作品作り 
・実施 
・プレゼンテー 
 ション 

・要約（一言で） 
・体系化 
・戦略方針策定 
・キャッチコピー 
・図解化 
・アナロジー 
・比喩（例えば） 

統合・抽象化する 
 

実現・実行する 
 

ex)新規事業、新製品開発なら 
 ・市場性の検証 
 ・競争優位性の検証 
 ・収益性の検証 
 ・実現可能性の検証 
 
 
ex)組織変革なら 
 ・必然性の検証 
 ・効用の検証 
 ・実現可能性の検証 
 
 

ex)新規事業、新製品開発なら 
 ・Customer 
 ・Competitor 
 ・Company 
 
 
 
ex)組織変革なら 
 ・Strategy 
 ・Structure 
 ・System 
 ・Style 
 ・Skill 
 ・Staff 
 ・Shared Value 
 
 
 

・幅広い知識、経験 
・日々の貪欲な情報収集 
・仕事への哲学がある 
・PDCAがまわせる 
・高いコミュニケーション力      
        が大前提 

分かりやすい説明の仕方 

入力 出力 
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３．カリキュラム一部ご紹介 
「コンセプチュアルスキル（基礎）研修」  

問題解決において重要とされる「概念化能力（コンセプチュアルスキル）」は一朝一夕には身につきませ
ん。日頃から意識して訓練を積んでいくことが肝要です。 
また、概念化能力が向上するとモノの捉え方・考え方が変化し、良質なインプットを得ることができます。 
「一般的なロジカルシンキング研修では整理が上手になるだけで終わる、、」 
上記のようなお悩みは、良質なインプットなしに苦しんでいる場合が多々ございます。 
（普段から何も意識していないので様々なモノをスルー＝何も蓄積されず、研修で整理学を学んでも課題
解決につながらない） 
本講座では、様々な視点・代表的な枠組み（フレームワーク）を学び、 
今後のビジネス生活において、構造的・多面的に物事を見て、感じ、理解し、意味合いを突き詰められる
ようになることを目的としています。 

時間 内容 手法 
半日間 １．概念化能力とは 

 
２．概念化能力のベースとなる「視点」 
（１）日頃から「視点」を鍛えないと力はつかない 
 
＜インプット＞ 
 ①共通項を考える  
 ②反対の立場で考える  
 ③様々な立場で考える  
 ④なぜグセをつける  
【ワーク】なぜなぜ分析にチャレンジ 
 ⑤事象を流れ図、時系列で考える  
 ⑥５Ｗ１Ｈ・６Ｗ３Ｈで考える 
 ⑦ゼロベースで考える 
【ミニワーク】一般的に「正しい」と思われていることに疑問をもって
みる 
 ex)二酸化炭素の排出量を減らす、摂取する塩分を抑えるなど 
【ミニワーク】10の思考バイアスのうち、自分に強く存在するもの
は？ 
 
＜コンセプト＞ 
 ⑧ポイントを列挙する 
【ワーク】○○○のポイントは？（テーマを１つ決め、３つのポイント
にまとめてみる） 
【ワーク】１０００字のレポートを200字・５０字に要約する 
 ⑨ひと言で表現する  
【ミニワークＡ】自分の仕事を一言でいうと？  
【ミニワークＢ】Ａの解答をベースに、自部署の新卒採用ページに載せ
るキャッチコピーを考えてみましょう。 
 ⑩定義づけを行う  
【ワーク】自社の定義は？ 
  
３．情報収集のやり方 
（１）「標準知識」としての情報収集 
（２）網羅的な情報収集を心掛ける 
（３）Ｇ × ＰＥＳＴの軸でマクロの動きを押さえる 
（４）わからないことはその場で検索する 
（５）新聞の読み方 

講義 
個人ワーク 

グループワーク
を適宜実施 

 

インプット：６ コンセプト：４ アウトプット：０ ウエイト 
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社会人として組織の中で活躍する人材に育成するために、いち早く「数字」に対する意識を高めていただ
く必要があります。経済の流れや動向を「数字」で知ることで「今の時代」に働き始める新社会人に対し
て会社のコストを意識していただきます。会社の数字を知り、利益の大事さを知り、自分のコストを知る
ことであらゆることを定量的に捉えることができます。新聞の読み方を題材に数字の示す意味や情報収集
の仕方を習得していただきます。 

時間 内容 手法 

午前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．会社の数字を考える 
（１）利益の大切さを知ろう 
（２）利益は何から生まれるのか 
（３）会社の業務はすべて、数字（定量化）で考える 
 
２．「売上」・「費用（コスト）」・「利益」について考える 
（１）売上・費用（コスト）・利益の構造 
【ワーク】売上・費用・利益の計算 
（２）売上とは何か？ 
（３）費用（コスト）とは何か？ 
（４）利益とは何か？ 
（５）売上・費用（コスト）・利益を会計的に捉える 
 
３．目に見えないコストを考えよう 
【ワーク】目に見えないコストについて考える 
 
４．経済を知る 
【ワーク】直近１年間の日本経済の主なできごとについて考える 
（１）日本の経済成長推移を振り返る 
（２）世界経済・日本経済の情勢について 
（３）アベノミクスについて 
（４）地方創生 
（５）覚えておいて欲しい各種指標 
（６）景気について 
【参考】日本銀行の金融政策とは 
（７）業界動向・企業動向について 
【ワーク】自組織や日々の業務に関係のあることを自由に考え、 
気になったキーワードや数字などを自由に話し合う 
 
５．数字を見る視点 
（１）視点を養うことの重要性 
（２）時系列で見る 
（３）比較する 
 
６．新聞を読む重要性 
（１）新聞の良さとは 
【ワーク】なぜ社会人は日本経済新聞を読むことが求められるかを考える 
（２）新聞を読まなければならない理由 
 
７．日本経済新聞の構成と読み方のテクニック 
（１）曜日特性を知る 
（２）基本的な用語を押さえる 
（３）読み方のテクニック 
 
８．実際に日本経済新聞を読んでみる 
【ワーク】実際に日本経済新聞を読み、それに関する設問に回答する 
【ワーク】気になる記事を理由とともに説明してみる 
【ワーク】その記事を業務にどう生かせそうか考える 

講義 
個人ワーク 

グループワークを
適宜実施 

 

インプット：８ コンセプト：２ アウトプット：０ ウエイト 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「会社の数字の見方と新聞の読み方研修」  
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弊社では「文書力=要約力」と定義しています。 
思考を整理できるから理解でき、理解できるから要約（文書作成）ができ、要約ができるから説明もでき
ると考えていますので、概念化能力向上には本研修が欠かせません。 
講義では、読み手を意識することを大前提とした上で、相手に分かりやすい文書作成の方法を学んでいた
だきます。 
◆研修のポイント 
 ①文書の基本的な構成ルール～主語・述語や一文あたりの文字数まで 
 ②伝えたいことを簡潔にまとめる力～情報の取捨選択による要約 
 ③相手が欲しい情報を考える力～キーワードや数字を記載する 
 ④社外文書の基本的な型～ＦＡＸ送付状・書類送付状・案内状・お祝い状・お詫び状・お礼状・依頼状 

時間 内容 手法 
午前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

【Ⅰ.基礎編】 
１．ビジネス文書とは？ ～基礎知識 
 
２．ビジネス文書作成時のポイント 
（１）ビジネス文書作成の基本（２）ビジネス文書の構造 
【ワーク】＜要約文書＞ライバル社の動向について上司に報告する 
 
３．社内文書 
 
４．社外文書  
（１）基本形 ～慣用表現を活用して丁寧に 
（２）社外文書の挨拶と結びの慣用表現 
（３）封筒・はがきの宛名の書き方 
【ワーク】正しく宛名を書く 
 
【Ⅱ. 実践編】 
１．社内文書 ①報告書 
（１）社内報告書の全体構成  
（２）報告書作成のポイント 【参考】お客さまに提出する報告書 
（３）報告書の具体的な書き方 
【ワーク】展示会見学の報告書の作成 
 
２．社内文書 ②「その他の社内文書」 
（１）連絡書 【ワーク】通知文の作成 
（２）始末書 
 
３．メール作成のポイント 
（１）メールの構造  （２）メール作成のポイントまとめ  
（３）メールの注意事項 
 
４．社外文書 
（１）FAX送付状 （２）書類送付状 （３）招待状・案内状   
（４）お祝い状 （５）お詫び状 （６）お礼状 （７）依頼状 
【ワーク】依頼文の作成 
  
参考資料 
１．メモの取り方のポイント ～ビジネス文書を作成する前に 
２．文書表現の注意点 
３．敬語表現 
４．封筒・はがきの宛名の書き方 
５．議事録の形式 

講義 
個人ワーク 

グループワークを
適宜実施 

 

インプット：２ コンセプト：５ アウトプット：３ ウエイト 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「ビジネス文書研修」  
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本研修では、クリティカルシンキングの基礎的な考え方を習得いただきます。重要な要素・手順・注意点
を学び、物事をありのまま受け入れるのではなく、現状を「疑う力」を実践していただきます。 
 
◆研修のポイント 
 ①クリティカルシンキングの基本的な考え方を理解し、身につくスキルを知る 
 ②思考力を鍛えるための、論理性や中立性などの重要な要素について考える 
 ③クリティカルシンキングの手順を学び、それに沿って考える練習をする 
 ④クリティカルシンキングを実践する際に必要な心構えや注意点を学ぶ 

時間 内容 手法 
午前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．クリティカルシンキングとは 
【ワーク】ケーススタディを読んで、「本当か？」「なんでだろ
う？」と疑問に感じることを自由に挙げてください。 
（１）クリティカルシンキングの考え方 
 ・クリティカルシンキングの効果   
 ・クリティカルシンキングのフロー  
（２）ビジネスにおけるクリティカルシンキングの重要性 
（３）クリティカルシンキングによって身につくスキル 
【ワーク】自身の業務において、「本当にこれでいいのかな」と
不安を持つことがあるか考えてみましょう 
 
２．クリティカルシンキングの要素～３つのポイント 
（１）論理性が大前提～ロジカルシンキングとクリティカルシン
キング 
【ワーク】ロジカルシンキングの練習 
（２）中立を保つ姿勢 
（３）前提や思い込みを把握する 
【ワーク】最初のケーススタディをもとに、疑問点に対する解決
案と理由（根拠）を考えてみてください 
 
３．クリティカルシンキングの手順～３つのステップ 
（１）批判～疑ってみる 
【ワーク】ケーススタディをもとに、「疑う」訓練をしましょう 
（２）分析～他の視点から物事をとらえてみる 
【ワーク】最初のケーススタディをもとに洗い出した解決案を整
理し、一番優先順位の高い解決案を再検討しましょう 
（３）再構築～新しい主張・見解を出してみる 
【ワーク】優先すべき解決案を１つ選んだあと、理由（根拠）を
挙げて見解を出しましょう 
 
４．クリティカルシンキングの注意点～配慮すべきこと 
（１）論理性 ｖｓ. 感情 
（２）クリティカルシンキングの推進において 
 
５．まとめ 
【ワーク】明日からクリティカルシンキングをどの場面で使って
いけるか、具体的に考えてみてください 

講義 
個人ワーク 

グループワーク
を適宜実施 

 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養う」 

インプット：７ コンセプト：２ アウトプット：１ ウエイト 
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本研修では、現場にひそむ問題の真因の発見と解決策まで考えるプロセスを演習を通して体験していただ
きます。 
◆研修のポイント 
 ①問題の発見方法～６つの視点により誰でも問題発見を可能にする 
 ②現状を把握する方法～数値分析とパレートの法則 
 ③真因の追求方法～特性要因図の使い方 
 ④課題設定と計画作成～優先順位のつけ方とＰＤＣＡサイクルによる管理方法 

時間 内容 手法 
午前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．問題とは何か 
（１）問題解決においての問題 
【ワーク】問題を発見・解決時に「難しいこと」「苦手なこと」を考える 
（２）問題とは「事実」をあらわす言葉 
 
２．問題解決の流れ 
（１）問題解決の基本的な流れ （２）問題解決のポイント 
 
３．問題の発見 
（１）「６つの視点」による問題発見 
【ワーク】６つの視点から現在の業務を分析する 
（２）日常の「違和感」からの問題発見 
（３）他者との協働による問題発見 
 
４．現状把握・調査 
（１）現状把握の手法 ～数値化 
（２）数値を見やすく整理する ～図表の種類 
（３）数値分析をする① ～平均と個の「ばらつき」 
（４）数値分析をする② ～層別による比較 
（５）パレート図・パレートの法則 
（６）業務フローから分析する 
（７）動態観察から分析する 
【ワーク】どの問題を、どのような手法で分析するのが適切か考える 
 
５．問題の整理 
（１）解決すべき問題の優先順位付け 
【ワーク】解決に取り組む問題の優先順位付けをする 
（２）あるべき姿を設定する 
【ワーク】解決すべき問題について、「あるべき姿」を設定する 
 
６．真因追求 
（１）特性要因図 （２）ロジックツリー 
【ワーク】特性要因図を使って、根本の原因究明を行う 
【参考】５回の「なぜ」 
 
７．対策と目標の設定 
（１）対策の検討 【ワーク】真因への対策を洗い出す 
（２）適切な対策選択 
 
８．行動計画策定・実施 
（１）行動計画策定のポイント （２）進捗の確認 
（３）ＰＤＣＡサイクルで管理する 
【ワーク】詳細な行動計画を策定する 

講義 
個人ワーク 

グループワークを
適宜実施 

 

インプット：４ コンセプト：４ アウトプット：２ ウエイト 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する」  
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良い「企画」を立案し、それを実現するためには、 
（１）アイデアを形にするために効果的な情報の収集と分析 
（２）アピールポイントが明確な「企画書」の作成 
（３）企画を実現させるための「プレゼンテーション」 
という３つの過程が存在します。本研修は企画の３つの過程を中心として、個人・グループワークを多数
織り交ぜながら進めていきます。 
 

時間 内容 手法 
午前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

■企画立案の基本的な流れ 
１．「発想」の出し方 
（１）発想が出る方法  （２）考える時の工夫 ～短時間集中と見える化 
（３）５つの方法から発想を出す 
【ワーク】マトリクス法を使って発想し、企画・アイデアを出す 
【参考１】お客さまに改善点を発想してもらう「プロシューマ―戦略」 
【参考２】定点観測の方法 
 
２．現状調査・分析の方法 ～ひらめきを検証する 
（１）現場から・現物から・自分の目でデータを集める 
（２）データの取り扱い   （３）見えない現実を数値化する 
（４）ブレーンストーミング ＜Brainstorming＞  
（５）親和図  （６）工程分析 （フローチャート・流れ図作成） 
（７）パレート図による分析  
（８）特性要因図から原因は何かを体系的に考える 
 
３．企画書作成のポイント 
（１）企画立案時のポイント 
【参考５】販促の重要性 
（２）事業計画の重要性 （３）企画書作成の注意事項 
（４）ねらいの書き方  （５）事業内容、詳細内容の説明方法 
（６）費用対効果を説明する （７）実施に伴うリスク  
（８）スケジュール（実施におけるステップ） 
 
４．最後に・・・ 
講師が有効なテーマを数個選択 
 （例）・社内情報共有システムの構築 
    ・新商品アイデアコンテストの実施 等 
①グループ毎にテーマを選び、企画案を詰める 
②途中発表しながら進行 
 ・演習途中で、全体の考え方・進捗・内容を共有する 
③自分の関心あるテーマと同じ関心を持つメンバー同士でグループを組むこと
により、活発に論議できより深く考えられる 
④取り纏めた企画書は、自分の職場で即役立てる（活用する）ことが 
できる 
【企画書発表】 
◆プレゼンテーション（グループ毎） 
  ・プレゼンテーションは、グループメンバーで分担し全員で行なう 
  ・時間は、グループ発表５分→質疑応答８分→評価２分の 計１５分 
  ・他グループの発表を評価 
   評価シートに基づきグループ論議の結果をフィードバック 
    ＜評価シート項目＞ 
   １．世の中に役立つか 
   ２．Something Newがあるか 
   ３．費用対効果があるか 
   ４．発表の仕方が適切か 

講義 
個人ワーク 

グループワークを
適宜実施 

 

インプット：３ コンセプト：３ アウトプット：４ ウエイト 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「企画力研修～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ」  
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管理職には、これまでの職位では求められなかった経営的視点での発想が求められます。環境分析を通じ
た戦略の策定、その戦略に基づく自部門の施策への落としこみとそのスケジュール化など求められる能力
を一連の流れを通して身につけることができる研修です。 

時間 内容 手法 
午前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．今後求められる役割と観点を知る 
（１）管理職の「地位・使命・役割」は何か 
【ワーク】部の業績（収益）を最大化させることが求められる管
理職にはどのようなビジョンが必要か考える 
（２）管理職に求められる資質とは 
（３）求められる「ミドルアップ・ミドルダウン」の働き 
 
２．自社を取り巻く環境を把握する 
（１）外部環境分析とは 
（２）マクロ環境分析手法～ＰＥＳＴ分析 
 【ワーク】外部環境分析を、ＰＥＳＴ分析の手法を使って行っ
てみる 
（３）「競合」と「顧客」 
 【ワーク】自社にとっての「競合」「顧客（市場）」とは具体
的に誰か考える 
（４）内部環境分析とは 
（５）４つの視点で「強み」と「弱み」を考える 
 【ワーク】自社の特徴を４つの視点で洗い出し、そこから考え
らえる「強み」と「弱み」を書き出す 
（６）環境分析から戦略を考える～ＳＷＯＴ分析 
 【ワーク】自社の事業をＳＷＯＴ分析し、どのような経営戦略
が考えられるかを検討する 
 【ワーク】経営者になったつもりで、経営判断をしてみる 
 【ワーク】現状の会社の戦略との共通部分や違いを書き出して
みる 
 
３．施策の策定 
（１）経営方針と各部門の施策の関係 
（２）管理職の経営計画への関わり方 
（３）施策に優先順位をつける 
 
４．具体的活動の計画 
（１）目標の設定 
（２）施策の実施にあたっての具体的活動の洗い出し 
（３）評価指標の設定 
（４）計画を線表に落とし込む 
（５）行動計画の実現方法を考える 
（６）行動計画をチェックする５つのポイント 
（７）行動計画実施のポイント 
 
５．まとめ 

講義 
個人ワーク 

グループワーク
を適宜実施 

 

インプット：３ コンセプト：４ アウトプット：４ ウエイト 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「経営戦略研修」  
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儲けるためのしくみである各種のビジネスモデルの理解していただき、さらに事業の見直しや新規事業開
発のために役立つ知識とスキルの習得を目指します。 
既存の延長線上から抜け出し、イノベーションを起こす観点から、ビジネスをデザインし、戦略に落とし
込むスキルが身につきます。 
（自社ケース中心だと既存の競争戦略の延長線上の戦略になってしまうため、必ずしも学習効果は高くあ
りません） 

時間 内容 手法 
午前 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午後 

１．ビジネスモデルとは 
【ワーク】自社の儲けの源泉は何かを考える 
（１）ビジネスモデルとは何か～儲けるためのしくみ 
（２）マーケティングとの違い・関係 
（３）ビジネスモデルを財務・投資視点との関連で考える 
 
２．基本的なビジネスモデル 
（１）物販モデル 
（２）卸売モデル～ディストリビューターとエージェント 
（３）広告モデル 例：放送、検索ポータル 
（４）継続課金モデル 
（５）消耗品モデル 例：プリンターとインク 
（６）フリーミアムモデル  
（７）シェアリングモデル など 
【ワーク】自社に役立つビジネスモデルは何かを考える 
 
３．ビジネスモデルの成功事例に学ぶ～成功要因は何か？ 
（１）事例１ 選択と集中 
（２）事例２ 足し算と掛け算 
（３）事例３ 総合と専業 
（４）事例４ 「成功体験の失敗」と「失敗は成功のもと」 など 
 
４．ビジネスモデル構築のフレームワーク 
【ワーク】利益は目的か、それとも結果かを、比較検証する 
①顧客は？～誰にどのような商品・サービス？ 
②顧客価値は？～価格・支払条件 
③経営資源～ヒト・モノ・カネ・チャネル・ノウハウ 
④他社との差別化 
⑤収益＝収入－費用～収益を様々な形に因数分解する 
 
５．ビジネスモデルを考える際の発想法 
（１）様々な発想法 
①他業態の真似（アナロジー） ②水平思考と垂直思考 
③マトリクス思考 ④オズボーンのチェックリスト など 
（２）視座・視点・視野と視点のシフト 
【ワーク】自社の事業を視点を変えてシフトしてみる 
 
６．まとめ～考えた新たなビジネスモデルの具体化 
（１）どのようにしたら、実現できるか？～何がネックか？ 
（２）ビジネスモデル企画書の枠組み 
【ワーク】明日上司に提出する新ビジネスモデル企画書を作成する 

講義 
個人ワーク 

グループワーク
を適宜実施 

 

インプット：３ コンセプト：４ アウトプット：３ ウエイト 

３．カリキュラム一部ご紹介 
「ビジネスモデル企画研修」  
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５．インソースの強み ～数あるベンダーと何が違うのか？ 

弊社は自社にR＆D部門として企画開発部がござ 
います。お客様のご要望を営業がヒアリング、 
ご提案し、お客様のご要望に沿ったシナリオを 
作成いたします。その後、弊社企画開発部が 
（最新の情報を盛り込んだ）テキストを作成い 
たします。 
また、登壇する講師（外部）はテキスト作成は 
行わず、各研修ごとにシナリオ通り研修を進め 
られるようトレーニングをしています。 
 
このように分業化された強い仕組みにより、 
講師が営業やテキスト作成を行うよりも柔軟でスピーディな対応、最新・高品質・均質な研修が
リーズナブルな値段でご提供可能です。加えて、様々な組織のお悩みや課題、ご提供した 
ソリューションは、講師の胸の内ではなく、自社のデータベースに蓄積してサービス向上に活用
しております。 

一般的なアプローチと 
よくある結果 

・受講者から事前課題を取ることによって、         
受講者のニーズ・課題・悩みを把握して、            
研修を実施しています 
・講師がレベル感を合わせることができます 

・研修担当者、受講者のニーズに基づき、 
 カリキュラム・テキストを毎回作成しています 
 
・カリキュラム数は２，１７０種 

・現場での再現性を重視するため、        
研修時間の５０～６０％を演習に充てています 
 
・落としどころがブれないように各研修ごとに    
「進め方」を徹底管理（複数同時開催が可能） 

・生きた現場経験（特に苦労経験）を豊富に持っ
ている講師が、自分の経験を自分の言葉で語るこ
とによって、より具体的で説得力ある研修となっ
ています（いわゆる“先生”は採用していない） 
・登録講師は300名 
・社内に講師育成機関があり、定期的な勉強会を
開催 

弊社のアプローチ 

読み物としても 
高品質の    

最新テキスト 

カスタマイズ 
ではなく 

フルオーダー 

演習重視かつ 
緻密に設計され

た講義 

経営現場での 
実務経験豊富な

講師陣 

×既成カリキュラムの押しつけ 
 ・レベル感が合わない 
 ・必要な知識を全て網羅できていない 
 ・例えば「コミュニケーション力」が課題  
  の顧客に既成の「コミュニケーション 
  研修」（ヒアリングスキル中心の内容）   
  の押し付けをしたものの 
  受講者の悩みは「わかりやすい説明が   
  できない」 
 
×アカデミックな○○論を学ぶ 
   ・話は面白いが実際に現場では使えない 
 
×パワーポイント中心の講義 
   ・講師の話に夢中でメモを取り忘れる 
    →後で資料を見返してもよくわからない 
 
×学者やエリートのお話 
   ・自分が話したいことを話す 
 ・経験してきた環境が違いすぎて受講者が 
  自分事にならない 
  例えば、部下が超優秀な人ばかりで 
  ツールにも恵まれたビジネス環境 
  だったりする 
   
×講師がアップデートされていない 
 ・自分でテキストを作っていて 
  １０年間同じ内容 
   ・スマホがない時代の現場の話 
   ・ダイバシティ等、最新のトピックに 
  うとい 
      
×セミナー形式 
   ・受講者の悩みを引き出せない 
   ・受講者が疲れてしまう  

３ 

４ 

１ 

お客様 

営業 企画器開発部
（テキスト 
作成） 

パートナー講師
（300名） 

低負荷で     
高い効果の   
事前課題 

 
・テキストは読み物としても残るように 
情報量を多くしています 
 
・学術的な内容ではなく、現場で生まれたスキル 
やコツをもとに作られた内容です 
 

テ
キ
ス
ト
・
教
材 

講
師
・
進
め
方 

２ 

５ 
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