
私私私私はははは、、、、バランスバランスバランスバランス・・・・スコアカードスコアカードスコアカードスコアカード構築構築構築構築ツールツールツールツールですですですです。。。。戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーをををを
育成育成育成育成しししし、、、、戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織をををを作作作作るるるる為為為為ののののサポートツールサポートツールサポートツールサポートツールですですですです。。。。
画面画面画面画面ののののメニューメニューメニューメニューにそってにそってにそってにそって戦略戦略戦略戦略マネージメントマネージメントマネージメントマネージメントをををを実行実行実行実行しますしますしますします。。。。

１１１１、、、、現状現状現状現状のののの分析分析分析分析
２２２２、、、、戦略戦略戦略戦略のののの作成作成作成作成
３３３３、、、、戦略戦略戦略戦略のののの実行実行実行実行
４４４４、、、、戦略戦略戦略戦略のののの評価評価評価評価
５５５５、、、、戦略戦略戦略戦略ののののフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック
６６６６、、、、戦略戦略戦略戦略ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの作成作成作成作成
７７７７、、、、戦略戦略戦略戦略データベースデータベースデータベースデータベースのののの蓄積蓄積蓄積蓄積
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戦略戦略戦略戦略ナレッジナレッジナレッジナレッジ････マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のののの誕生誕生誕生誕生　　　　

はははは～～～～ィィィィ！！！！
「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」ですですですです。。。。

絵：一炊
舎Neo



・会社は、大丈夫だろうか？
・リストラは無いだろうか？
・生活の不安が！

･どうしたら良いんだろう？

・会社は、大丈夫だろうか？
・リストラは無いだろうか？
・生活の不安が！

･どうしたら良いんだろう？

・・・・業績業績業績業績がががが急激急激急激急激にににに悪化悪化悪化悪化したしたしたした。。。。
・・・・雇用雇用雇用雇用もももも守守守守れないれないれないれない。。。。

しかししかししかししかし、、、、
・・・・何何何何とかとかとかとか持持持持ちこたえなければちこたえなければちこたえなければちこたえなければ
・・・・どうすればどうすればどうすればどうすれば良良良良いのかいのかいのかいのか？？？？

・・・・業績業績業績業績がががが急激急激急激急激にににに悪化悪化悪化悪化したしたしたした。。。。
・・・・雇用雇用雇用雇用もももも守守守守れないれないれないれない。。。。

しかししかししかししかし、、、、
・・・・何何何何とかとかとかとか持持持持ちこたえなければちこたえなければちこたえなければちこたえなければ
・・・・どうすればどうすればどうすればどうすれば良良良良いのかいのかいのかいのか？？？？

2

猛烈猛烈猛烈猛烈にににに
厳厳厳厳しいしいしいしい！　！　！　！　

雇用不安雇用不安雇用不安雇用不安！　！　！　！　

厳厳厳厳しいしいしいしい現状現状現状現状、、、、このままでこのままでこのままでこのままで良良良良いのかいのかいのかいのか？　？　？　？　



過去過去過去過去のののの戦略戦略戦略戦略がががが残残残残っていないっていないっていないっていない？　？　？　？　

あのあのあのあの時時時時のののの戦略戦略戦略戦略ノウハウノウハウノウハウノウハウはははは
何何何何だったんだろうだったんだろうだったんだろうだったんだろう。。。。

あのあのあのあの時時時時のののの戦略戦略戦略戦略ノウハウノウハウノウハウノウハウはははは
何何何何だったんだろうだったんだろうだったんだろうだったんだろう。。。。

過去の経験が
生きていないん

だな。

過去の経験が
生きていないん

だな。

第一次石油危機第一次石油危機第一次石油危機第一次石油危機
バブルバブルバブルバブル崩壊崩壊崩壊崩壊

いろいろいろいろいろいろいろいろ困難困難困難困難はあったけどはあったけどはあったけどはあったけど
何何何何とかとかとかとか乗乗乗乗りりりり切切切切ってきたってきたってきたってきた。。。。

第一次石油危機第一次石油危機第一次石油危機第一次石油危機
バブルバブルバブルバブル崩壊崩壊崩壊崩壊

いろいろいろいろいろいろいろいろ困難困難困難困難はあったけどはあったけどはあったけどはあったけど
何何何何とかとかとかとか乗乗乗乗りりりり切切切切ってきたってきたってきたってきた。。。。

戦略戦略戦略戦略ノウハウノウハウノウハウノウハウがががが蓄積蓄積蓄積蓄積
されていないんだされていないんだされていないんだされていないんだ。。。。

戦略戦略戦略戦略ノウハウノウハウノウハウノウハウがががが蓄積蓄積蓄積蓄積
されていないんだされていないんだされていないんだされていないんだ。。。。

こんなこんなこんなこんな時時時時にもにもにもにも、、、、伸伸伸伸びているびているびているびている
企業企業企業企業があるがあるがあるがある。。。。

どこがどこがどこがどこが違違違違うんだろううんだろううんだろううんだろう。。。。

こんなこんなこんなこんな時時時時にもにもにもにも、、、、伸伸伸伸びているびているびているびている
企業企業企業企業があるがあるがあるがある。。。。

どこがどこがどこがどこが違違違違うんだろううんだろううんだろううんだろう。。。。
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過去過去過去過去のののの延長線上延長線上延長線上延長線上ではではではでは駄目駄目駄目駄目だだだだ！！！！過去過去過去過去のののの延長線上延長線上延長線上延長線上ではではではでは駄目駄目駄目駄目だだだだ！！！！

4

自分自身に、
何か技術、若しく
は特別な知識を
持たないと
駄目だな！

自分自身に、
何か技術、若しく
は特別な知識を
持たないと
駄目だな！

組織組織組織組織をををを変変変変えないとえないとえないとえないとダメダメダメダメだなだなだなだな！　！　！　！　

伸伸伸伸びているびているびているびている企業企業企業企業はははは常常常常にににに戦略戦略戦略戦略をををを考考考考ええええ
実行実行実行実行しているしているしているしている。。。。

伸伸伸伸びているびているびているびている企業企業企業企業はははは常常常常にににに戦略戦略戦略戦略をををを考考考考ええええ
実行実行実行実行しているしているしているしている。。。。

トップトップトップトップはははは勿論勿論勿論勿論のののの事事事事、、、、皆皆皆皆でどのようにすればでどのようにすればでどのようにすればでどのようにすれば
勝勝勝勝ちちちち残残残残れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、常常常常にににに考考考考ええええ、、、、議論議論議論議論しししし、、、、実行実行実行実行
できるできるできるできる組織組織組織組織にしないとにしないとにしないとにしないと駄目駄目駄目駄目だなだなだなだな！！！！

トップトップトップトップはははは勿論勿論勿論勿論のののの事事事事、、、、皆皆皆皆でどのようにすればでどのようにすればでどのようにすればでどのようにすれば
勝勝勝勝ちちちち残残残残れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、常常常常にににに考考考考ええええ、、、、議論議論議論議論しししし、、、、実行実行実行実行
できるできるできるできる組織組織組織組織にしないとにしないとにしないとにしないと駄目駄目駄目駄目だなだなだなだな！！！！

経験経験経験経験はははは積積積積んでんでんでんでノウハウノウハウノウハウノウハウはははは有有有有るるるる
積極的積極的積極的積極的・・・・責任感責任感責任感責任感もあるもあるもあるもある。。。。

経験経験経験経験はははは積積積積んでんでんでんでノウハウノウハウノウハウノウハウはははは有有有有るるるる
積極的積極的積極的積極的・・・・責任感責任感責任感責任感もあるもあるもあるもある。。。。

戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織にしないとなにしないとなにしないとなにしないとな。。。。戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織にしないとなにしないとなにしないとなにしないとな。。。。

リーダーリーダーリーダーリーダーになってになってになってになって引引引引っっっっ張張張張っていくっていくっていくっていく
使命感使命感使命感使命感はははは有有有有るのだがなるのだがなるのだがなるのだがな。。。。

リーダーリーダーリーダーリーダーになってになってになってになって引引引引っっっっ張張張張っていくっていくっていくっていく
使命感使命感使命感使命感はははは有有有有るのだがなるのだがなるのだがなるのだがな。。。。

戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーがががが必要必要必要必要だだだだ！　！　！　！　戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーがががが必要必要必要必要だだだだ！　！　！　！　



そうだそうだそうだそうだ、、、、決決決決めめめめ手手手手はははは戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーのののの育成育成育成育成とととと
戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織をををを作作作作りりりり上上上上げることだげることだげることだげることだ。　。　。　。　
常常常常にににに、、、、前向前向前向前向きにきにきにきに進進進進むことだむことだむことだむことだ！　！　！　！　

そうだそうだそうだそうだ、、、、決決決決めめめめ手手手手はははは戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーのののの育成育成育成育成とととと
戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織をををを作作作作りりりり上上上上げることだげることだげることだげることだ。　。　。　。　
常常常常にににに、、、、前向前向前向前向きにきにきにきに進進進進むことだむことだむことだむことだ！　！　！　！　
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戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーがががが必要必要必要必要ですよですよですよですよ！　！　！　！　

技術も必要だが、企業が真に望んでいるのは
使命感を持った戦略リーダーだ！

技術も必要だが、企業が真に望んでいるのは
使命感を持った戦略リーダーだ！

戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーにはにはにはには、、、、資質資質資質資質がががが必要必要必要必要だがだがだがだが
一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くくくく、、、、戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーにににに成成成成るるるる為為為為にににに

努力努力努力努力するするするする人人人人をををを見見見見つけようつけようつけようつけよう。　。　。　。　

戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーにはにはにはには、、、、資質資質資質資質がががが必要必要必要必要だがだがだがだが
一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くくくく、、、、戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーにににに成成成成るるるる為為為為にににに

努力努力努力努力するするするする人人人人をををを見見見見つけようつけようつけようつけよう。　。　。　。　

だけどだけどだけどだけど、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーをををを
教育教育教育教育するのするのするのするの？？？？

だけどだけどだけどだけど、、、、どうやってどうやってどうやってどうやって戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーをををを
教育教育教育教育するのするのするのするの？？？？

戦略リーダーに成るには
何をどう学べばいいのかな？

戦略リーダーに成るには
何をどう学べばいいのかな？



6

戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダー育成育成育成育成ツールツールツールツール「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介　　　　

僕僕僕僕がががが
おおおお手伝手伝手伝手伝いしますいしますいしますいします。。。。

こんなのこんなのこんなのこんなの
以前以前以前以前はははは無無無無かっかっかっかっ
たなたなたなたな。。。。

こんなのこんなのこんなのこんなの
以前以前以前以前はははは無無無無かっかっかっかっ
たなたなたなたな。。。。

こんなことが
出来るのか！
使ってみた
いな。

こんなことが
出来るのか！
使ってみた
いな。

私私私私はははは、、、、戦略戦略戦略戦略ナレッジナレッジナレッジナレッジ････マネージメントツールマネージメントツールマネージメントツールマネージメントツール
ですですですです。。。。戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーをををを育成育成育成育成しししし、、、、戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織
をををを作作作作るるるる為為為為ののののサポートツールサポートツールサポートツールサポートツールですですですです。。。。

画面画面画面画面ののののメニューメニューメニューメニューにそってにそってにそってにそって事項事項事項事項するするするする事事事事によりによりによりにより、、、、
１１１１、、、、現状現状現状現状のののの分析分析分析分析
２２２２、、、、戦略戦略戦略戦略のののの作成作成作成作成
３３３３、、、、戦略戦略戦略戦略のののの実行実行実行実行
４４４４、、、、戦略戦略戦略戦略のののの評価評価評価評価
５５５５、、、、戦略戦略戦略戦略ののののフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック
６６６６、、、、戦略戦略戦略戦略ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントのののの作成作成作成作成
７７７７、、、、戦略戦略戦略戦略データベースデータベースデータベースデータベースのののの蓄積蓄積蓄積蓄積　　　　

がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。

もうもうもうもう少少少少しししし
知知知知りたいなりたいなりたいなりたいな！！！！

もうもうもうもう少少少少しししし
知知知知りたいなりたいなりたいなりたいな！！！！ もう少し

知りたいな！

もう少し
知りたいな！



もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のごのごのごのご説明説明説明説明　　　　

試試試試してしてしてして
みようかみようかみようかみようか！！！！

試試試試してしてしてして
みようかみようかみようかみようか！！！！

「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」はははは、、、、
戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーをををを育育育育てててて、、、、戦略戦略戦略戦略グループグループグループグループをををを作作作作るるるる

ツールツールツールツールですですですです。　。　。　。　

「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」はははは
バランスバランスバランスバランス・・・・スコアカードスコアカードスコアカードスコアカード手法手法手法手法をををを使使使使いいいい
戦略作成戦略作成戦略作成戦略作成････実行実行実行実行････評価評価評価評価がががが出来出来出来出来ますますますます。　。　。　。　

「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」をををを使使使使うことによりうことによりうことによりうことにより
ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントとととと戦略戦略戦略戦略データベースデータベースデータベースデータベースがががが蓄積蓄積蓄積蓄積されますされますされますされます。　。　。　。　

ノウハウノウハウノウハウノウハウがががが蓄積蓄積蓄積蓄積されたされたされたされた「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」でででで
現実現実現実現実にににに即即即即したしたしたした　　　　

　　　　　　　　　　　　部門長部門長部門長部門長････リーダーリーダーリーダーリーダーのののの教育用教育用教育用教育用ツールツールツールツールとととと成成成成りますりますりますります。。。。

ふﾑ～！
期待できそう
だな！　

ふﾑ～！
期待できそう
だな！　
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「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」はこのようにはこのようにはこのようにはこのように使使使使いますいますいますいます。　。　。　。　

すぐにすぐにすぐにすぐに
やってやってやってやって
みようみようみようみよう！！！！

すぐにすぐにすぐにすぐに
やってやってやってやって
みようみようみようみよう！！！！

「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」をををを使使使使ってってってって！！！！

　　　　

①①①①リーダーリーダーリーダーリーダー自身自身自身自身のののの戦略知識武装戦略知識武装戦略知識武装戦略知識武装をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」にそってにそってにそってにそって、、、、
・・・・組織組織組織組織のののの現状分析現状分析現状分析現状分析
・・・・戦略戦略戦略戦略のののの作作作作りりりり方方方方のののの理解理解理解理解
・・・・戦略戦略戦略戦略をををを実行実行実行実行したしたしたした後後後後のののの評価評価評価評価のののの仕方仕方仕方仕方をををを理解理解理解理解

　　　　　　　　　　　　これらのこれらのこれらのこれらの方法方法方法方法をををを理解理解理解理解しししし論理武装論理武装論理武装論理武装をををを行行行行いますいますいますいます。　。　。　。　
　　　　　　　　　　　　これでこれでこれでこれで自信自信自信自信がががが付付付付きますきますきますきます！！！！

②②②②自分自分自分自分ののののグループグループグループグループをををを戦略戦略戦略戦略グループグループグループグループにしますにしますにしますにします。。。。

ワークショップワークショップワークショップワークショップのののの実施実施実施実施のののの目的目的目的目的はははは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・・・・ベクトルベクトルベクトルベクトル合合合合わせわせわせわせ
・・・・参画意識参画意識参画意識参画意識
・・・・責任責任責任責任のののの認識認識認識認識
・・・・達成達成達成達成のののの喜喜喜喜びびびび
以上以上以上以上をををを共有共有共有共有しますしますしますします。　　　　　　　。　　　　　　　。　　　　　　　。　　　　　　　

よ～し！　
　　使おう！

よ～し！　
　　使おう！
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「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」ののののメニューメニューメニューメニュー。　。　。　。　

現状把握現状把握現状把握現状把握とととと分析分析分析分析　　　　

戦略戦略戦略戦略のののの作成作成作成作成　　　　

ＫＰＩＫＰＩＫＰＩＫＰＩとととと目標値目標値目標値目標値のののの設定設定設定設定　　　　

戦略戦略戦略戦略のののの実行実行実行実行とととと評価評価評価評価　　　　

１、ミッションとビジョン　 ６、SWOT分析
２、現状把握（３C分析）　７、BSCクロス分析
３、ミーティングメモ　　　 ８、戦略の候補
４、ステークホルダー　　 ９、組織プロフィール
５、セグメント顧客　　　　１０、財務計画

１、KPIの設定 ５、進捗指標目標設定
２、KPIの定義 ６、月次目標値設定
３、KPI適正分析 ７、目標登録カスケード
４、目標値の設定 ８、BSCフレームワーク

１、セグメント顧客計画 ６、その他プロセス戦略
２、財務の視点作成 ７、（候補）戦略マップ
３、顧客の視点作成 ８、（確定）戦略マップ
４、業務プロセス作成 ９、戦略目標の定義
５、人材と変革作成 １０、戦略目標カスケード

１、スケジュール設定 ６、月次実績入力
２、KPI集計週報 ７、（実績）戦略マップ
３、KPI別集計表 ８、バランススコアカード
４、当月実績入力 ９、月次報告書
５、進捗指標実績入力 １０、アクションレポート
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「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のののの現状分析現状分析現状分析現状分析。　。　。　。　

ＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴＳＷＯＴ分析分析分析分析

ＢＳＣＢＳＣＢＳＣＢＳＣクロスクロスクロスクロス分析分析分析分析
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「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のののの戦略作成戦略作成戦略作成戦略作成。　。　。　。　

財務財務財務財務のののの視点視点視点視点　　　　

顧客顧客顧客顧客のののの視点視点視点視点　　　　

業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの視点視点視点視点　　　　

人材人材人材人材とととと変革変革変革変革のののの視点視点視点視点　　　　

戦略戦略戦略戦略マップマップマップマップ　　　　　　　　

バランスバランスバランスバランス・・・・スコアカードスコアカードスコアカードスコアカード
のののの手法手法手法手法をををを使使使使いますいますいますいます。　。　。　。　
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「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のののの戦略実行戦略実行戦略実行戦略実行。　。　。　。　

年間実行年間実行年間実行年間実行スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール　　　　　　　　

戦略見直会議戦略見直会議戦略見直会議戦略見直会議　　　　　　　　

個別面談個別面談個別面談個別面談メモメモメモメモ　　　　　　　　　　　　

顧客顧客顧客顧客ニーズニーズニーズニーズ調査調査調査調査メモメモメモメモ　　　　　　　　

指標実績集計指標実績集計指標実績集計指標実績集計　　　　　　　　　　　　

指標実績入力指標実績入力指標実績入力指標実績入力　　　　　　　　　　　　
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「「「「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のののの戦略評価戦略評価戦略評価戦略評価。　。　。　。　

バランスバランスバランスバランス・・・・スコアカードスコアカードスコアカードスコアカード　　　　　　　　　　　　

実績実績実績実績トレンドトレンドトレンドトレンド　　　　　　　　　　　　　　　　

月次報告書月次報告書月次報告書月次報告書　　　　　　　　　　　　　　　　

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン　　　　　　　　　　　　　　　　

実績戦略実績戦略実績戦略実績戦略マップマップマップマップ　　　　　　　　　　　　　　　　
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戦略戦略戦略戦略ナレッジナレッジナレッジナレッジ・・・・マネージメントツールマネージメントツールマネージメントツールマネージメントツール

My-Strategy　　　　MT-1000　「　「　「　「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」でででで　　　　

戦略戦略戦略戦略リーダーリーダーリーダーリーダーをををを育成育成育成育成しししし

戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織戦略志向組織をををを作作作作りあげましょうりあげましょうりあげましょうりあげましょう。。。。

戦略戦略戦略戦略ナレッジナレッジナレッジナレッジ・・・・マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント　「　「　「　「マイストラマイストラマイストラマイストラ」」」」のののの世界世界世界世界へへへへ！　！　！　！　

是非是非是非是非　　　　ごごごご採用下採用下採用下採用下さいさいさいさい！　！　！　！　

詳細詳細詳細詳細おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは

マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー

下橋下橋下橋下橋:　　　　simo@mgtec.jp

　　　　　　　　TEL:　　　　042-659-0149

ＨＰ　ＨＰ　ＨＰ　ＨＰ　:　　　　http://mgtec.jp

BSColインプリメンテーションインプリメンテーションインプリメンテーションインプリメンテーション認定者認定者認定者認定者　　　　　　　　

経営品質協議会認定経営品質協議会認定経営品質協議会認定経営品質協議会認定セルフアセッサーセルフアセッサーセルフアセッサーセルフアセッサー

MｇｇｇｇTecMｇｇｇｇTec
マネージメントマネージメントマネージメントマネージメント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジーマネージメントマネージメントマネージメントマネージメント・・・・テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー


