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【この度はシンスターの研修資料をダウンロード頂き、ありがとうございました】 

   はじめに・・・ 
 

   シンスターは、研修のパッケージ売りを一切いたしません。 

   なぜなら人材育成の課題は個社毎、組織毎に異なり、その解決方法もまたそれぞれ異なる 

   と考えているからです。 
 

   ご提案の前には、必ず詳細のヒアリングをさせて頂き、個社にあったプログラムの開発を 

   行い、また全ての研修プログラムに、お客様の業界または自社のトピックを盛り込むことを 

   ポリシーとしています。 
 

   添付のプログラム概要は、あくまでも一例ですので、まずはお気軽にご相談ください。 

   御社に最適な育成プログラムを創るお手伝いをさせてください。 

 

 

株式会社シンスターお問合せ窓口：  

Tel 03-5728-4305  URL：http://www.shinstar.co.jp/ 

Mail: info@shinstar.co.jp 
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まずは皆さんにお試しいただきたいことがあります。  

あなたの席の周囲の方に、「うちの会社のビジョンって知ってる？」 と 

聞いてみてください。 
 

どうでしょうか？ 

 

実は、研修の場で、講師が受講者の方に「御社のビジョンを教えてください」 
と聞くと、「ええっ…となんだっけ？」と答えられずに、社員手帳をめくったり 

壁に飾っていないか確認する、、、という方が案外多いのです。 

 

その様子をみた人材育成部門・経営陣の方々は、「うちはビジョンが浸透していない…」という言葉を漏らします。 

 

ですが、嘆く前に、少し考えてみましょう。 

 

社員がビジョンを覚え、すぐに答えられることが出来たら、会社にとってどんなメリットがあるのでしょうか？ 

確かに「覚えておくくらいはね…」という気持ちはありますが、本来の目的はそこではないはずです。 

 

本来、会社として「ビジョン」を掲げた目的は、 
 

・社員全員が ビジョンの“意図”を理解する 

・ 意図を理解して会社の向かう方向性と一致した目的を設定する 

・その目的を達成するために統一されたベクトルに即した行動をとる 
 

という状態を作るためではないでしょうか？ 

 

シンスターの「ビジョン浸透力」研修は、このようなビジョンが浸透したあるべき姿を実現し、ビジョナリーカンパニー
といわれる、強い企業への第一歩を踏み出していただくために開発されたプログラムです。 

1. ビジョンを浸透させるために 
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ビジョンが「標語」と化し、皆が思い思いに 

会社に良かれと思う活動をしている 
 

・社員がビジョンを言えない・知らない 

・全社イベント等の節目でしか語られない 

・仕事の中で引き合いに出されることはない 

ビジョン実現に向け、社員全員が 

「一枚岩」となって活動している 
 

・自分の言葉でビジョンを語れる 

・ビジョンと整合した目標が立てられている 

・ビジョンが日常業務の判断軸となっている 
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【トップダウン：継続的なメッセージ発信】 
 

ビジョンの経営上の役割やその裏にある思い、実現
したい状態の具体的イメージなどを、経営陣が根気
強く社員にメッセージを発信し続けることが必要。 
 

 ・トップ講話や車座で社員に直接語る 

 ・カードや手帳等で明文化して理解促進 

 ・朝礼や会議等、折に触れてのリマインド…etc 

 

 ビジョン浸透 

 

【ボトムアップ：社員の理解・展開力を高める】 
 

社員一人ひとりがビジョンへの理解を深め、業務にお
いて、ビジョンに紐づいた行動が取れるようにするこ
とが必要。 
 

 ・個々人が自分の言葉で語ることが出来る力 

 ・ビジョンと整合性のある目標を設定し、説明する力 

 ・設定した目標を達成するための活動内容を定義し、 

  実行する力 

◆ビジョンを浸透させるため、会社として取り組むべき2つのこと◆ 

シンスターの 

「ビジョン浸透力」研修 

はここをカバー！ 

【ビジョンが浸透していない状態（現在）】 【ビジョンが浸透した状態（あるべき姿）】 

ビジョンが浸透した状態を作りだすためには、会社としてトップダウン・ボトムアップ、双方からの取り組みが必要です。
トップダウンの発信だけでなく、社員個々人のビジョンへの理解・展開力も合わせて高めていくことが求められます。 

2. ビジョンを浸透させるために必要な会社の取り組み 
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ビジョンと整合性のあ
る目標を設定し、説明
する力 

設定した目標を達成 

するための活動内容を
定義し、実行する力 

個々人が理解・咀嚼し、
自分の言葉で語ること
が出来る力 
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知識：ツールと活用法の理解 スキル：研修で身に付ける力 

経営理念、社憲、行動
規範、ウェイ、など 

自社のビジョンなど 

・中期部門目標 

・年間部門目標 

・個人別目標 

・中期経営戦略 

・年間戦略 

・個人別日々の 

 アクションプラン 

ビジョン 

全社戦略 

企業理念・経営理念 

各個人の日々の行動 

事業戦略 事業戦略 事業戦略 

部門方針 部門方針 部門方針 

各個人の目標と実行計画 

ビジョン浸透のためのプロセス 

ス
キ
ル
発
揮
の
た
め
の
支
援
ツ
ー
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シンスターのビジョン浸透力研修は、ビジョンを自身の日々の行動に落とし込むためのスキルと、スキルを発揮するた
めに必要なツールとその活用方法を理解します。 

3. ビジョン浸透力研修の全体像 
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必要性を理解する 

（ビジョンはなぜ必要なのか？） 
具体的な成功イメージを持つ 

（どうすれば上手くいくのか？） 

次に、具体的方法論の理解。 
 

成功企業事例（他社ケース）を題材に、 

ビジョンを日々の行動レベルに落とす
ために考えるべきポイント、具体的な
方法を理解する。ビジョンと整合した目
標を立て、目標達成につながる具体的
なアクションを考え抜く力を高める。 

自社のビジョンを理解する 

（自分の言葉で語るとどうか？） 

さらに、自社に置き換え考える。 
 

自社のビジョン・経営計画等（リアル
ケース）を題材に、他社ケースでの学
び・ポイントを自社に置き換えて考える。 

ビジョンと、自部門目標・自身の日々の
行動とのつながりを、自分の言葉で語
り伝える力を高める。 

まずは、マインドセット。 
 

成功企業事例（他社ケース）を題材に、 

ビジョンが浸透した状態（＝あるべき
姿）の具体的イメージを持つ。加えて、
企業におけるビジョンの位置付けや重
要性、メリット、自身の日々の仕事との
つながりを理解する。 

日々の自分の行動を考える（明日から自分はどうするべきか？） 

最後に、自らの日々の行動へ落とし込む。 
 

自社のビジョンや経営戦略、自部門の目標をもとに、ビジョンと整合した自身の目標設定し、さらに目標達成の為に必要となる具体的
行動を自分で考え、アウトプットする。ビジョンと自身の行動を紐つけ、明日からの行動に繋げる。 

ビジョンとは何か？という抽象的な議論・理解だけでは終わりません！ 

各自の部署・役割に即して自社のビジョンを具体的に捉え、 

ビジョンと整合した目標や日々の具体的な行動まで、考え・議論します 

研修のメインポイント！ 

「ビジョン浸透力」は以下のような流れで自社ビジョンの理解を促進し、各自の日々の行動への落とし込みを行います。 

4. シンスターの「ビジョン浸透力」研修の概要 
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5-1. 「ビジョン浸透力」研修のここがポイント！① 

5 

まずはビジョンとは何か、ビジネスにおけるビジョンの 
役割とは何か、会社のビジョンが自分の仕事に 
どうつながるのかを理解します。 

Point  ! 

次に、ビジョンが浸透するとどうなるか？ビジ
ネスにおけるメリットは何なのか？成功企業
の事例（例：コマツ）を使い、ビジョンが浸透し
た「あるべき姿」を理解します。 

Point  ! 
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5-2. 「ビジョン浸透力」研修のここがポイント！② 
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ビジョンの重要性を理解した後は、そのビジョ
ンを浸透させるためにはどうするべきか？の
具体的な方法を、成功企業の事例（例：ユニ・
チャーム）を使いながら学びます。 

Point  ! 

 

日本の「失われた20年」に最も市場価値を上げた企業といわれるユニ・チャーム。
1990年と比較して、2010年時点での時価総額の増加率は9.8倍で日本企業の中でも
トップを誇り、優れた経営手法をもつビジョーナリーカンパニーとして多くの企業の手
本とされている。 
 

企業規模はP＆Gの16分の１、花王の3分の1と、競合と比べ大きく劣っているものの、
国内の紙オムツ市場において約4割で首位、多くの東南アジア諸国もトップシェアを
獲得し、競合を凌駕するパフォーマンスを上げ続けている。 
 

ユニ・チャームでは、ビジョンと社員一人一人の行動を整合させることで、このような
結果に結びつけているのだが、社員は具体的にどのような行動をとっているのであ
ろうか？ またそれが全社（全世界）レベルで徹底されているのは何故であろうか？ 

例えば・・・・ケースではこんなことを考えます 
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5-3. 「ビジョン浸透力」研修のここがポイント！③ 
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最後は、自社でビジョンを浸透させるためすべきこ
とを考えます。自社のビジョンと経営戦略を踏まえ、
自分の言葉でビジョンを語り、ビジョンと整合する自
身の目標設定、さらには具体的な行動までをワー
クシートを使いながら考え、他者との議論・フィード
バックを通じて理解を深めて行きます。 

Point  ! 
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6. 「ビジョン浸透力」研修の具体的なカリキュラム例 

各社の業種、対象者の職種により、具体的なプログラムの組み立てを行います。より実践的な内容をご希望の場合
はオリジナルケースの開発も行いますのでご相談ください。 
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対象 管理職・リーダー層 

日程 1～2日 

実施
概要 

1日目 2日目 

１．ビジョンとは何か 

 ・ビジョンとは何か、何故浸透しないのか？ 

 ・ビジョンが果たす経営戦略上の役割 

 

２．ビジョンを浸透させるための道具 

 他社事例（ケース例「コマツウェイの浸透」）をもとに、 

 ビジョン浸透のゴールイメージ、その実現のための 

 ポイントを押さえる 

 

３．ビジョンを浸透させ日々の行動にまで落とすための手法 

 他社事例（ケース例「ユニチャームのSAPS経営」をもとに、 

 ビジョンと整合した日々の活動に落とし込むための仕組み 

 と構築ポイントを理解する 

 

４．自社課題議論① 

  他社事例のポイントを参考に、自社の題材で考える 

  １）自社の企業理念・ビジョンや全社戦略と自部門の 

     方針との整合性・意味合いを確認する 

  ２）ビジョンを自分の言葉に置き換える 

５．自社課題議論② 

   自社のビジョンの考察をもとに、個々人の具体的目標・ 
活動を考える 

 

 １）ビジョンと整合性のある目標設定 

 ２）目標達成に向けた課題と具体的なアクションプラン 

 

 ※例：半期の目標、現状分析と達成の為の課題、 

  解決の為の取り組み、評価手法等をオジリナル 

  ワークシートを使って具体的に考える 

 

 ※個人で検討するだけでなく、グループメンバーとの 

   議論や、全体での議論を通して、自身のビジョンの 

   理解を深めると同時に、より精度の高いアクション 

   プランを作り出す 

  

 

※上記の内容や使用ケースはあくまで一例です。具体的内容についてはお問合せ下さい。 

※1日版の場合は、他社事例によるビジョン浸透のポイント理解が中心となり、自社課題議論はポイント部分のみ行います。 
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7. 「ビジョン浸透力」研修 講師のご紹介 

井上 浩二 

（いのうえ こうじ）  

ＣＥＯ 

「ビジョン浸透力」研修の開発者。 
 

アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）を経て94年、ケーティーコンサルティングを設立。多数の戦略立案、業務改革プロ
ジェクトに携わり、上場企業の外部監査役、社外取締役なども務める。 
 

00年からはMBAスクール、企業研修の講師としても活躍し、09年にビジネスでの実践力を高めるための研修、「OJT代行」を掲げる

シンスターを設立。顧客企業の実務内容を盛り込んだ研修プログラムを数多く開発し、アクションラーニングを含む多数の研修を提
供している。 
 

リーダー層から経営陣まで、企業の将来を担う層及び次世代リーダー育成研修や、アクションラーニングに関する評価が非常に高
い。 
 

【主な担当領域】 
ビジョン浸透力、巻き込み力、論理思考、問題解決、ファシリテーション、経営戦略、マーケティング戦略、及びこれらに関する 

各種ケース作成、自社課題研修（自社の戦略立案等）  
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受講者が自社のビジョンを自分の仕事に落とし込んで考えるためには、一般的な知識提供だけでなく、個社の 

ビジネス、ビジョンの背景にある文化や戦略を深く理解した上でのファシリテーションを行う必要があります。 

そのため、本研修は、経営・ビジネスコンサルティング経験が豊富な講師陣が担当させて頂きます。 

小林 浩二 

（こばやし ともみ）  

パートナー・コンサルタント 

 

株式会社シンスター パートナー・コンサルタント。アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）にて12年間に渡り、管理部門・
営業部門・ IT部門などの組織・業務改革プロジェクトを数多く遂行。同社アソシエイトパートナーを経て、2000年に退社。 
 

以降、アウトソーシング事業を展開するベ ンチャー企業や教育事業を展開するベンチャー企業の経営メンバーを歴任。人材育成計
画の立案・実践や企業研修の講師を務める。 
 

2009年、株式会社小林マ ネジメント研究所設立。同社代表取締役。筑波大学大学院ビジネス科学研究科修士課程修了。東京工業
大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。 

 

【主な担当領域】 
ビジョン浸透力、コンサルティング基礎力育成、ファシリテーション、論理思考、問題解決 及びこれらに関する各種ケース開発、自社
課題解決支援  

※講師は、個社の業界、受講対象者の課題、レベル等に応じて、相談の上決定いたします。 

 上記の講師以外にも契約講師が多数在籍しておりますので、まずはご相談ください。 


