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進化プロジェクトとは 

進化とは、生物の形質が世代を経る中で変化していく現象のことである。（Wikipedia） 
 
企業の進化とは、変革を恐れない魂を培い、自己変革し、生存し続けることである。（進化プロジェクト） 
 
生物も「企業」も不変なものではなく、月日を経て次第に変化しながら存在し続けるものである。近年の
急激な変化に対応できずに絶滅した生物、企業が多くいる。マンモスは、氷河期に絶滅したと言われて
いる。急激な変化に対応する局面には、自ら大きな変化が必要である。 
  
「自己変革できない組織は滅びる」と歴史が証明している。 
「自己変革できない人間は堕落する」とも言われている。 
歴史を学び「変革を恐れない魂を培う」ことが求められている。 
  
環境の変化に対応する際には、「ストレス」が生じる。 
生物学では、「ストレス」は、進化の過程として捉えられ、肯定的である。 
「ストレス」により、その後の対応力が高まる。 
  
氷河期であっても、戦国時代でも、現世でも、自らが考え、信頼おける人とともにスクラムを組み、熟考さ
れた戦略と体制を構築、実行することにより、進化・生存することができる。進化した企業は、氷河期を
終えた次世代に大きく開花することが出来る。 
  
進化プロジェクトは、貴社の進化に適切なプロジェクトを構築し、貴社の進化を実現します。 



進化プロジェクトの仕組み 

進化プロジェクト 

社内外人員による 
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プロジェクトメンバー：事業者、教育事
業者/講師、教育関連業者、ビジネス
書著者、経営コンサルタント・税理士、
金融関係者、文化事業者ほか 

企業連携・外部資金 

進化するための決断・アイデア 

進化を実現するための実行 

プロジェクト型 
コンサルティング契約 

業務支援契約 
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進化プロジェクト 
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進化プロジェクトの支援領域 



進化プロジェクトの施策概要 

中小企業といえども企業組織骨格フレームは同様です。 



想定される課題 
 

１．市場開発、マーケティング強化、売り上げ強化 
１－１．新規の市場開発が進まない。（新たな顧客対象が不明瞭のまま） 
１－２．現市場からの売り上げ減少、低下に歯止めがかからない。（レガシーなスタイルで衰退） 
１－３．新たなマーケティングを模索したいが、分からない。（対象企業、業種、方法、人脈不足） 
１－４．営業、マーケティング力強化が進まない。（目的、対象、自社サービスなどが不明のまま） 
１－５．営業人材不足（そもそも整員不足、人材の能力不足、指導不足） 
 

２．提供サービス・製品の顧客価値の低下 
２－１．顧客・市場の変化に追従できないために価値が減衰している。（気づいているのか） 
２－２．提供価値に固執しすぎて市場・顧客要求対応が出来ていない。（もっとも多いケース） 
２－３．市場価値から導かれるサービス、製品の改革、開発が進まない。（出来ないと思ってる） 
２－４．従来のオペレーションのみで組織機能が存在する。（オペレーション機能のみを評価） 
２－５．市場要望を受けた社内の変革行動が乏しい。（偽物の掛け声と社員が認識） 
２－６．新たな価値を創造する設計、開発、プロセス、調達の能力不足。（目的共有化できず） 
２－７．経営トップの改革意識希薄。自信の無さ露呈。（指導、方法、方針などの自信の無さ） 
２－８．経営者のリーダーシップ不足。（そもそもの経営者能力不足、意識不足） 

課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

３．戦略不鮮明、展開機能が弱い 
３－１．戦略の策定がそもそも不十分。（従来の活動のみの経験値） 
３－２．社長の掛け声のみで展開か。（思いだけの展開、錯覚、思い込みで経営） 
３－３．社員に伝わらない戦略。（スローガンのみの伝達） 
３－４．経営方針という言葉の説明。展開なし。（方針を分解し、展開する活動なし） 
３－５．各組織機能に分化した戦略展開機能なし。（勝手に考えろ的放置志向） 
３－６．戦略展開能力を保有せず。（誰が展開するのか未設定、各組織機能別展開方法なし） 
３－７．組織展開方法に知識なし。（知識なしで放置） 
３－８．経営者補佐が存在しない。（社員には言っているのだが・・的放任） 
３－９．展開を受ける各組織人材の教育不足。（経営方針を受けて、各部門責任者の展開なし） 
 

４．顧客価値創造のプロセスが不鮮明、意識は希薄 
４－１．進化意識存在せず。（従来型の延長線で延命期待意識のみ） 
４－２．顧客価値の重要性理解せず。（市場変化を見ない） 
４－３．顧客要望対応のみで顧客理解に至らず。（顧客第一とは掛け声だけ） 
４－４．提供価値に固執するため、顧客価値を創造する認識希薄（成功体験から変革を嫌う） 
４－５．PDCA回らない。（論理的な本質議論が出来ない社内体質） 
４－６．開発・製造側が主体で、製品改革や仕様変更に反論多し（コストを伴う変化を嫌う） 
４－７．技術と市場接点機能が遊離し、プロセスが機能せず（互い利益相反で機能不全） 
４－８．マネジメント・レベルが低い（何のために組織が存在するのか、目的の共有化できず） 
４－９．人材の教育、指導経験も少なく意識不足（企業組織機能への知識、人材能力の希薄） 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

５．各組織機能、マネジメントが経営者のリーダーシップを受けて動かない 
５－１．言われた事しかしない体質（指示待ち体質） 
５－２．余計な事をすると叱られた過去の経験が風土に（四の五の言わずに・・） 
５－３．マネジメントが結果管理機能に埋没（管理の誤解） 
５－４．経営者がマネジメントを指導せず、管理要員に仕立てる（独りよがりの経営者） 
５－５．一方で知恵を出せ、などの鼓舞をするも動かず（天つばのごとき） 
５－６．各部門が内向きに機能し連携しない（組織は自身を守ろうとする） 
５－７．イノベーション機能を保有しない（余計な事はリスクととらえる風習） 
５－８．社内教育は服務規定とオペレーション指導のみ（現場の経験と知恵だのみ） 
５－９．経営とマネジメントと社員が乖離している（戦略展開も機能展開もない） 
５－１０．故に変化する市場や環境に対応する能力が弱い（創立以来変わらず） 
 

６．情報の共有化や活用に意識が進まない 
６－１．従来型のIT利用のみが続いている 
６－２．社内の組織間情報連携や共有化や方針展開、戦略展開に活かせず 
６－３．、評価、マネジメントなど社内業務効率化のみの視点で利用 
６－４．営業支援、広報・宣伝のポジションしか認識してない 
６－５．今や不可欠な情報分析、戦略立案への活用の視点希薄 
６－６．業務効率化のみならず改革ツールとしての活用の視点希薄 
６－７．情報投資のダウンサイジング認識薄い 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

７．社内のコスト意識が低く、事業採算性がよくない。 
７－１．PDCAサイクルの不徹底 
７－２．企業ファイナンスの構造と財務戦略の理解不足 
７－３．各部門の予算管理統制と管理項目の指示不全 
７－４．部門別の重点管理項目設定指示なし 
７－５．数字を読めるマネジメントの教育不足 
７－６．数字を明かさない経営者 
７－７．効率と効果の判断基準の不明確 
７－８．マネジメントの経営機能教育なし 
 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

 想定される提言と指導 
 

１．戦略不鮮明、展開機能が弱い 
⇒明確な現状認識 
⇒要因分析の徹底 
⇒社内外環境からの戦略定義 
⇒戦略推進のゴールイメージ明確化 
⇒戦略プロセスのイメージ 
⇒スケジュール、コスト、戦略目標の設定 
⇒戦略展開、組織展開方法の学習 
⇒社内徹底の検討と理解促進 
⇒各組織役割、個人役割の分解と設定 

 

２．提供サービス・製品の顧客価値の低下 
⇒市場変化の見極め 
⇒現場の事象分析 
⇒自社の既存価値と要望価値とのギャップ認識 
⇒ギャップを埋める要求価値追加、価値変更、価値創造の検討 
⇒競合差別化、市場要望理解からの新たな構想立案 
⇒構想に基づく提供サービス・製品の開発、調達 
⇒新たなQCDMの設定 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

３．市場開発、マーケティング強化、売り上げ強化 
⇒企業保有の核となるコンピテンスの再認識 
⇒社内外の環境再評価 
⇒競合差別化ポイント分析 
⇒新市場開拓の検討（領域拡大、シフト、創造） 
⇒新アプローチ方法の検討 
⇒新提供価値・サービスの開発検討 
⇒「機能価値」から「利用価値」検討にシフト 
⇒新たな人材能力の学習と獲得 
⇒新たな連携・互恵の検討 
⇒市場への告知、プロモーション、露出 

 

４．顧客価値創造のプロセスが不鮮明、意識は希薄 
⇒戦略的意義の理解 
⇒全社の意識合わせ 
⇒変革の意味の徹底 
⇒価値創造のための変革設計検討 
⇒市場・顧客の理解の徹底 
⇒機能価値からの設計脱却 
⇒利用価値に基づく再設計志向 
⇒新業務プロセス設計 
⇒顧客接点業務の見直しと人材教育 
⇒新マネジメント導入 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

５．各組織機能、マネジメントが経営者のリーダーシップを受けて動かない 
⇒各階層別教育の徹底 
⇒戦略展開のための組織機能学習推進 
⇒人材活用マネジメントの学習と導入 
⇒経営者の行動学の学習 
⇒マネジメントの役割学習の徹底 
⇒戦略MAPの学習 
⇒全社経営カテゴリーの学習と習得 
⇒全社コミュニケーション戦略 
⇒社内広報の役割徹底 

 

６．情報の共有化や活用に意識が進まない 
⇒上記の全てのプロセスへの活用検討 
⇒社内外活用での効果算定 
⇒事例の学習と導入経験 
⇒業務と情報システムの補完役割の理解と学習 
⇒対競合戦略上の活用 
⇒顧客囲い込み戦略活用の検討 
⇒各組織機能での有効活用意識強化と検討 
⇒導入コストと効果の評価手法の学習 



課題解決に向けた具体的施策ディレクション概要 

７．社内のコスト意識が低く、事業採算性がよくない 
⇒予算管理と決済基準の指導 
⇒営業部門とコスト部門の考え方 
⇒オペレーション・コストと戦略コスト 
⇒投資と費消 
⇒自律決済機能の学習 
⇒採算の理解 
⇒オフィス経費の考え方とマネジメント 
⇒PL,BSの理解と活用の徹底 
⇒数字は物語る 

 

以上の概論ではありますが、企業により異なる課題・要望に対して、適合した
プロジェクト活動をご提供いたします。 
  

進化プロジェクトは難しい講義を行うアプローチではありません。経営者との
会話によって課題形成と解決を目指す「実行型プロジェクト」サービスの提供
を行います。 
 



支援の流れと概算費用 

プロジェクト発起メンバーに
より、経営状況と事業内容
のヒアリングとアイデア提
供を行います。 

貴社の進化に適切な団
体・個人をプロジェクト
化し、コンサルティング
を行います。 

プロジェクト型コンサル
ティングとともに進化に
必要な実務実行の支援
を行います。 

期間限定無料期間 1ヶ月間 

契約期間 ３ヶ月間以上 

契約期間 ３ヶ月間以上 



進化プロジェクト 発起メンバー３名が貴社の進化をプロデュースします 

小川  徹  http://www.facebook.com/jazzdoluck/info 
小川ビジネス・キューブ株式会社 代表取締役   ジャズ道楽株式会社 代表取締役 
外部団体、公的機関、大学､企業向けの講演数は２５０件を超える。日本マーケティング協会の
マーケティング・マイスター。34年間在職した富士ゼロックス株式会社では、マーケティング、人材開
発、組織開発、サプライチェーン、グリーン調達、セキュリティー、電子政府、人事評価、リーダー
シップ、経営支援他を担当。ジャズ道楽では、一流ミュージシャンのライブコンサート映像を収録し、
テレビ放送中。YouTube、スマートフォーンアプリにも配信中。自らもコンサート活動を行う一方で、
音楽関連のイベントやブッキングや事業を行なっている。 

大倉 修治  http://financial-m.jp/ 
株式会社ファイナンシャル・マネジメント 執行役員。CFP®、1級ファイナンシャルプラニンング技能士、
宅地建物取引主任者。1972年東京都生まれ。立教大学社会学部卒業。大手住宅メーカー、住宅・マ
ンションディベロッパー、外資系生命保険会社を経て、2000年末より独立系FPとしての業務に携わる。
過去に掲載された新聞・雑誌：「日本経済新聞」「朝日新聞」「週刊東洋経済」「AERA」「日経マネー」な
ど。「マネックス・キャンパス～生命保険を活用したリスクマネジメントの基礎～」講師「＠nifty マネー
相談」担当FP。著書「万全の定年対策」「今こそ見直そうあなたの保険2005年版」（実業之日本社・共
著）その他多数 
 

玉腰泰三   http://taizotamakoshi.jp 
玉腰泰三 個人事務所 代表 
出版事業、通販事業、インターネット事業、エリアマーケティング事業の企画立案、運営者を経て、４
年前に独立、個人事務所を設立、インターネット、販売に関するアイデア創出業務のほか。関連する
講演活動を行っている。研究団体「ダイレクトマーケティングワークショップ ＤＭＷ」副理事長。自社
事業のセミナー開催多数。つくば市、印刷技術協会、北海道、長野県などマーケティングとインター
ネットに関する講演や研修講師多数実施。読売新聞、日経新聞など取材多数。日経ＢＰ。アイエム
プレス等業界誌の執筆多数。元、ヤマトダイアログ＆メディア、コーヨー21。 
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進化プロジェクト ホームページ 
http://taizotamakoshi.jp/nep.html 
 

進化プロジェクト フェイスブック・ページ
https://www.facebook.com/newep 
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玉腰  泰三    http://taizotamakoshi.jp 
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