
一般社団法人首都圏産業活性化協会

事務局長 芳賀啓一

(日本知財学会 経営デザイン分科会 幹事)

前段 「経営デザインシート」を用いた支援事例のご紹介



• 羽村市が主催する“技術にプライドを持つ企業家・大学教員が
プレゼンを行い、プレゼンを聴いた意欲的企業家達とのマッチ
ングを目指した異業種交流会“

• 今回 第28回

• テーマは「経営デザインシートと新市場の事業構想」
• 前段 内閣府が推奨する将来を構想するための思考補助ツール“経営デ
ザインシート”を活用した支援事例のご紹介

• 後段 心理学系マーケティングと戦略プランニングの専門家として活
躍されているM3 Groupの澤田様より、新市場に展開する際の事業構想
について手法や注意点

はむらイブニングサロンについて



Greater Tokyo Area

ＴＡＭＡ協会 本部

Greater Tokyo TAMA

首都圏

首都圏産業活性化協会概要
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1998年

関東通商産業局（現・関東経済産業局）の

呼びかけにより、「TAMA産業活性化協議会」

（任意団体）設立 ⇒ 2001年に法人化

⇒地域内のポテンシャルを活かした産業活性化

の道を探るため、企業や大学などの連携を促進

する団体

■ ＴＡＭＡ 技術先進首都圏地域
(Technology Advanced Metropolitan Area)

埼玉県南西部、東京都多摩地区、神奈川県中央部にまた
がる国道１６号線沿線を中心とする地域の総称。



首都圏産業活性化協会(TAMA)の目的

本会は、埼玉県南西部、東京都多摩地域、神奈川県中央部
等を一体とした地域の産学官の強固な連携の下で、環境調和
の観点にも配慮しつつ、同地域の中堅・中小企業の製品開発
力の強化と市場の拡大並びに新規創業環境の整備を図ること
などを通じて、当該地域を世界有数の新規産業創造の基盤と
して発展させ、もって21世紀の我が国経済の健全な発展に寄
与することを目的とする。

一般社団法人首都圏産業活性化協会 定款 (目的) 第3条より

ＴＡＭＡ 技術先進首都圏地域 (Technology Advanced Metropolitan Area)



首都圏産業活性化協会(TAMA)の会員構成と特徴

営利法人、
個人事業主、
金融機関等
2２８

コーディネータ
1３０

会員の構成 （令和３年３月末）

個人
８

大学
２９

団体

６２

自治体
19

（総数＝４７６）

経済産業省 グローバルニッチトップ企業100選 6社選出
経済産業省 地域未来牽引企業承認 39社
経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業

事業管理機関 支援中 7件

247

令和4年3月16日現在

501
（※日本標準産業分類に基づく 企業会員数246）
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首都圏産業活性化協会(TAMA)の企業支援ツール ①
製品技術PRレポート「ワザ自慢」

会員のみなさまのお手元に、
毎年「新春特別号」としてお届け。

企業のコア製品・コア技術を

A4 1枚にまとめたレポート。

強みを引き出し、差別化を図る
ため、

技術コーディネーターが内容を

ブラッシュアップ。

会員サービスの新規事業として、「ワザ自慢動画版」の制作サービスを試行中です。
詳しくは、協会事務局 担当/鈴木・笠井 もしくは芳賀までお問い合わせくださいませ。
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■四国 ８０社

・香川23社 ・愛媛25社
・徳島23社 ・高知9社

■九州・沖縄 ３５社

・福岡 22社 ・佐賀5社 ・熊本2社 ・長崎2社・鹿児島2社 ・大分1社、・宮崎１社

■近畿 ４７社

・大阪府27社、
・兵庫4社、京都府9社、
・滋賀5社、奈良1社、
・和歌山1社

■中部・北陸 ８６社

・富山16社 ・石川20社
・愛知24社 ・岐阜13社
・福井6社 ・三重7社

■北海道 ２４社

■関東 １３１２社

・東京 597社
・神奈川 240社
・埼玉 159社

・山梨84社 ・長野48社
・栃木15社 ・静岡57社
・千葉33社 ・群馬36社
・茨城27社 ・新潟16社

■東北 ９３社

・青森56社
・岩手4社・宮城9社
・山形4社・福島20社

■中国 ２３社

・広島12社、・岡山6社、
・山口 2社、・鳥取2社、
・島根 １社

ワザ自慢PRレポート 中小企業1700社ネットワークワザ自慢PRレポート 中小企業1700社ネットワーク

首都圏産業活性化協会(TAMA)のネットワーク

東京・埼玉・神奈川
約1,000社

産 学

全国
1700

首都圏
754

金属加工
31%

電気電子
24%その他

18%

プラスチック
・ゴム7%

ITソフトウェア4%

機械器具16%

【技術シーズ内訳】

女性研究者

34.8%



• 内閣府が推奨している将来を構想するための思考補助ツール (フレームワーク)

• 経営デザインシート(KDS)を選定する理由
• １枚で全体を俯瞰できる

• 「これまで」と「これから」の時間軸を意識できる

• 「自社の目的・特徴」、「事業概要」、「価値」などの 想い を記載できる

• 欄が限られているので、大切なことしか書けない 大切な部分の明確化

• 「資源」と「ビジネスモデル」と「価値」の関係性を意識しやすい
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経営者にとって、
将来を構想する
ことが重要

首都圏産業活性化協会(TAMA)の企業支援ツール ②
「経営デザインシート」

TAMA協会の取り組み
・コーディネーターが経営者をヒアリング・ディスカッショ
ンし、経営デザインシートを作成支援。
・自治体と連携し、セミナーを開催するなど取り組み
を地域へ普及展開。

フォーマット(ダウンロード可)、活用事例等は「首相官邸ホームページ」に掲載
(問い合わせ先は 内閣府 知的財産戦略推進事務局)

2019～2020年度の経営デ
ザインシート(KDS)作成
事例をホームページにて
公開中 ※26社分を掲載



「経営デザインシート」が提唱されている背景 ～環境の変化と経営をデザインすることの必要性～



「経営デザインシート」の基本フレーム 『価値創造メカニズム』



「経営デザインシート」の概要



●=経営デザインシートに盛り込まれている要素

○=補助シートとして使用する場面
首相官邸ホームページ掲載
KDS作成補助シート①～④

経営
方針

資源 ビジネス
モデル

外部
環境

将来 移行
戦略

知財 財務

経営デザインシート/内閣府公表 ● ● ● ● ● ● ● ---

①全社レベルの戦略構築 PPMほか
※プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント

○ ○ ○

②全体の資源の整理 ○

③SWOT分析 ○

④知財の活用 ○

アンゾフモデル 〇 〇 〇 〇 〇

7S 〇 〇 〇 〇

PEST分析 ○ ○ ○

5フォース ○ ○

3Cフレーム ○ ○

ビジネスモデルキャンバス(BMC) ○ ○ ○ 〇

4C・4P ○

STP分析 ○ ○ ○

ローカルベンチマーク(通称「ロカベン」)/経産省公表 〇 ○ ○ ○12

様々なフレームワーク=経営デザインシート作成の補助シート
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●「首相官邸ホームページ」ホームページに掲載
• 作成補助シート１ 全社レベルの戦略構築
• 作成補助シート２ 企業等全体の資源の整理
• 作成補助シート３ SWOT分析
• 作成補助シート４ 知財の活用

●その他
・ビジネスモデルキャンバス(BMC)
・中小企業知財レベルヒアリングシート
・マンダラアート

様々なフレームワーク=経営デザインシート作成の補助シート

これらは、「考具」です。
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以下にご紹介のスライドは、首相官邸ホームページから閲覧可能です。
「経営をデザインする」の(5)団体による活用例に掲載されております。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/

TAMA協会が取り組む「経営デザインシート」の普及活動

R1
年度
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TAMA協会が取り組む「経営デザインシート」の普及活動

経営デザインシートを活用した企業の知的財産活動強化の仕組み構築

＜メディア掲載状況＞
・2019年8月7日付 日刊工業新聞
「ＴＡＭＡ協会、29日と来月13日に経営デザインセミナー」
・2019年8月13日付 日本経済新聞
「ＴＡＭＡ協会、中小企業の無形資産活用支援」

経済産業省 平成31年度 中小企業知的財産活動支援事業に採択
事業者：一般社団法人首都圏産業活性化協会

／ 連携機関：一般社団法人東京都中小企業診断士協会
三多摩支部、羽村市、相模原市

経営デザインセミナーの開催

【事業イメージ（図）】

・首都圏西部地域の地域未来牽引企業及び地域中核企業などをヒアリングし、
埼玉・東京・神奈川地域における「経営デザイン」先行例をKDSに表現。
・これを参考に、7～9月に自治体職員・コーディネーター41人・企業43人を対象にセミナー開催。
・支援を希望する10社に対して、KDS作成支援を実施。
・作成にあたり、支援企業が立地する自治体※が企業訪問に同行し、KDSによる企業支援の
スキル向上を図り、地域と一体となり経営デザインシートを広める活動に取り組んだ。

※埼玉県狭山市、所沢市、東京都八王子市、青梅市、羽村市、日野市、神奈川県相模原市

R1
年度
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経営デザインシートの作成支援実施企業 (先行企業6社・移行企業10社)

経営デザインシートの作成例(見本)

先行企業(6社)

No 企業名 所在地 担当コーディネーター 形態
1 株式会社イノウエ 相模原市 池田／川下 1事業

2 株式会社塩 八王子市 内山／下垣 1事業

3 株先会社カナミックネットワーク 港区 池田／下垣 1事業

4 株式会社電子制御国際 羽村市 久保／川下 1事業

5 株式会社トコウ 飯能市 川下／久保 1事業

6 株式会社南デザイン 青梅市 内山／久保 1事業

移行企業(10社)

No 企業名 所在地 担当コーディネーター 形態
1 株式会社池田製作所 青梅市 内山 1事業

2 菊屋浦上商事株式会社 相模原市 下垣 1事業

3 久保井塗装株式会社 狭山市 川下 全社

4 コーダ電子株式会社 西東京市 内山 1事業

5 株式会社先駆 八王子市 池田 1事業

6 株式会社システム・プロダクツ 羽村市 下垣 1事業

7 株式会社ＭＥＭＯテクノス 相模原市 池田 1事業

8 株式会社レスカ 日野市 久保 1事業

9 株式会社バンガードシステムズ 所沢市 久保 事業用

10 株式会社新東京エンジニアリング 八王子市 川下 1事業
「中小企業知財レベルヒアリングシート」(見本)

・埼玉県1社、東京都4社、神奈川県1社の「経営デザイン」先行例をヒアリングし、「経営デザイ
ンシート」に表現した。これを参考に、企業を対象としたセミナー・ワークショップを開催し、参加者
からの支援依頼に基づき、埼玉県2社、東京都6社、神奈川県2社を対象に「経営デザインシー
ト」と「知財レベルスキルチェックシート」の作成を支援した。

TAMA協会が取り組む「経営デザインシート」の普及活動

R1
年度

先導者

中間層

挑戦者

3つのLayerに分
け、ゆるやかな交
流から個別支援の
頻度を高め、ス
テージアップをは
かる。

影
響
・
刺
激
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• 経産省事業(R1・2年度)における

経営デザインシート(KDS)作成支援の流れ

セ
ミ
ナ
ー
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

8月・9月

7～9月
案内
集客

R1年 2回
R2年 3回
計5回開催

1 2 3

成
果
発
表
会

3月

コーディネーター派遣
(月1回×3回)

10月 12～1月

KDS作成を支援

リードタイム 事業全体9ヵ月
1社あたり3～6か月

支援
希望者

TAMA協会が取り組む「経営デザインシート」の普及活動

R1～2
年度

八王子市

相模原市

羽村市
所沢市

2019～2020年度の経営デ
ザインシート(KDS)作成
事例をホームページにて
公開中 ※26社分を掲載



18

• 経産省事業(R3年度)における

経営デザインシート(KDS)作成支援の流れ

基
礎
セ
ミ
ナ
ー

7・8月 9月

6～8月
案内
集客

R1年 2回
R2年 3回
R3年 3回
計8回開催

1 2 3

成
果
発
表
会

3月

コーディネーター派遣
(月1回×3回)

10月 12月

KDS作成を支援

リードタイム 事業全体9ヵ月
1社あたり3～6か月

支援
希望者

TAMA協会が取り組む「経営デザインシート」の普及活動

R3
年度

1 2 3 4
11月

自社に眠る財産の掘り起こしセッション

八王子市

相模原市

羽村市
所沢市

R3事業 成果報告会
2022年3月11日(金)
に開催しました

ご登壇企業名
①㈱MEMOテクノス
②㈱リサシステム
③立川精密工業㈱
④㈱イチカワ
⑤㈱レスカ
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• 経産省事業(R3年度)の経営デザインシート(KDS)作成支援状況

TAMA協会が取り組む「経営デザインシート」の普及活動

自社に眠る財産の掘り起こしセッション

●形式 集合型研修 ※4回通し企画

第一回 2021年 9月7日(火) 10:00-17:00 会社と個人の財産掘り起こし(Day.1) ＠八王子市学園都市センター

第二回 2021年10月5日(火) 10:00-17:00 会社と個人の財産掘り起こし(Day.2) ＠杜のホールはしもと

第三回 2021年11月5日(金) 10:00-17:00 フューチャーセッション @所沢市役所

第四回 2021年12月7日(火) 10:00-17:00 移行戦略課題の明確化 @富士電機研修センター

●講師：株式会社スコラ・コンサルト プロセスデザイナー：岡村 衡一郎 氏 プロセスデザイナー：内田 拓 氏

一般財団法人知的財産研究教育財団 事業部長：近藤 泰祐 氏

採択事業名 首都圏西部地域における知財の見える化・デジタル化(DX)・イノベーション(OI)推進支援体制の構築

R3
年度

2021年12月1日～3日 スマートファクトリーJapan2021に出展しました。
(株)バンガードシステムズ(埼玉県所沢市)、(株)イチカワ(東京都羽村市)、(株)MEMOテクノス(神奈川県相模原市)
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TAMA協会にて開催した「経営デザインセミナー」の振り返り

R1・2年度 羽村市にて開催 (講師:関大地氏資料より抜粋・要約)



よりよい経営デザインシートを作成するために

21

ボトルアップではなく
トップダウン

自社(事業部)の将来に対する
強い意識

社内を熟知する人間の関与

TAMA協会にて開催した「経営デザインセミナー」の振り返り

R1・2年度 羽村市にて開催 (講師:関大地氏資料より抜粋・要約)
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よりよい経営デザインシートを作成するために

TAMA協会にて開催した「経営デザインセミナー」の振り返り

R1・2年度 羽村市にて開催 (講師:関大地氏資料より抜粋・要約)
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よりよい経営デザインシートを作成するために

TAMA協会にて開催した「経営デザインセミナー」の振り返り

R1・2年度 羽村市にて開催 (講師:関大地氏資料より抜粋・要約)
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よりよい経営デザインシートを作成するために

TAMA協会にて開催した「経営デザインセミナー」の振り返り

R1・2年度 羽村市にて開催 (講師:関大地氏資料より抜粋・要約)



25

「経営デザインセミナー」作成支援事例 ～TAMA協会会員企業～

2019～2020年度
の経営デザイン
シート(KDS)作成
事例をホームペー
ジにて公開中
※26社分を掲載



26

「経営デザインセミナー」作成支援事例 ～TAMA協会会員企業～

2019～2020年度
の経営デザイン
シート(KDS)作成
事例をホームペー
ジにて公開中
※26社分を掲載
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「経営デザインセミナー」作成支援事例 ～TAMA協会会員企業～

2019～2020年度
の経営デザイン
シート(KDS)作成
事例をホームペー
ジにて公開中
※26社分を掲載
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「経営デザインセミナー」作成支援事例 ～TAMA協会会員企業～

2019～2020年度
の経営デザイン
シート(KDS)作成
事例をホームペー
ジにて公開中
※26社分を掲載
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「経営デザインセミナー」作成支援事例 ～TAMA協会会員企業～

2019～2020年度
の経営デザイン
シート(KDS)作成
事例をホームペー
ジにて公開中
※26社分を掲載
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「経営デザインセミナー」作成支援事例 ～TAMA協会会員企業～

2019～2020年度
の経営デザイン
シート(KDS)作成
事例をホームペー
ジにて公開中
※26社分を掲載



後段は、「世界のエクセレントカンパニーが使用している
ビジネスモデル・ツールで新商品新事業を3時間で構想する」
と題して、M3 Group 澤田雅弘様にご講演いただきます。
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• このあと、澤田様より「マンダラート」のご紹介があります。

• さっそく、試してみたいという方、自社でオリジナルで実践
して欲しいという方は、参加者アンケートにてリクエストし
てください。後日事務局を通じて調整させていただきます。



支援企業のセグメンテーションが行えた
成長と発展の分類

成長・・・既存モデルの量的拡大

発展・・・既存モデルとはまったく異なる

新規モデルへの不連続的移行

インプルーブメント
現状モデルの錬磨、改善による持続的成長

イノベーション
画期的な新規モデルの創出と普及・定着

とはいえ、無から有は生じない

従来の知を徹底的に組み替え
あたかも無から有が生まれてきたかのように・・

33

出展:技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか-----画期的な新製品が惨敗する理由--
---
妹尾堅一郎著ダイヤモンド社 2009年7月30日発行

glowth

developme
nt

「経営デザインセミナー」作成支援を通じてわかったこと ～TAMA協会事務局の視点～



• 経営デザインシート(KDS)から、12のセグメントに分類可能
• 成長と発展の分類

• 約6割が発展 ≒ イノベーション志向
• どちらにも分類できない 1社 ← 新たな発見

• 製造業の3分類とその他
• 製品開発型の62.5%は発展志向
• 基盤技術型の62.5%は成長志向
• 研究開発型は1社 ⇒ 製品開発型への発展志向
• その他は2社 ⇒ 発展志向

• 経営デザインシート(KDS)により、人材ニーズのキーワード抽出が可能
• 製品開発型

• 成長・発展を問わずグローバル人材(多言語可)
• 発展モデルの傾向として、BtoBからBtoCへの参入に伴う人材

• 基盤技術型
• 成長・発展を問わずDX推進に関する人材
• 発展モデルの傾向として、社内外の人材育成トレーナー

「経営デザインセミナー」作成支援を通じてわかったこと ～TAMA協会事務局の視点～
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2022年3月25日(金)

16:00～17:30

ZOOM On Line Meeting

一般社団法人 首都圏産業活性化協会

第28回つなぐWaSession ご案内

セッションテーマ：企業の成長につなげる人材育成
<発表者>

・一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）企業連携部 櫻井 章二 氏
「コロナ禍における海外拠点の人材育成」-AOTSの施策 活用事例のご紹介-

・日総工産株式会社 新事業開発室 室長 中村 元 氏
「現場の若手リーダー育成のために今、考えなければいけない３つのこと」

自治体研修生の下田悟君
(八王子市職員)の卒業記念
企画となります。



•「会員が集まり交流する機会がほしい」という声を反映
• 会員同士が定期的に集まることで、知り合いや仲間を増
やし、相互研鑽できる、「会員交流の場」

• といいつつ、どなたでも大歓迎！

•『つなぐWa』は協会の会報誌の名称
•「Wa」＝「輪・和・話」

•第1回は、2018年5月
•テーマ 「SDGｓ」は実践できます！

• 2020年3月 緊急アンケート実施
•コロナ禍における現地の情報や、経済情勢の正確な把握と
情報提供のリクエスト

• 2020年3月(第6回)から毎月開催 次回 第28回
36

つなぐWaセッションについて
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SDGs（Sustainable Development Goals／持続可能な開発目標）の取り組み

首都圏産業活性化協会は、持続可能な社会実現
のためSDGsの取り組みを推進していきます。

女性研究者や女性技術者、外国人材の
社会活躍を支援します。

DXを推進し、IoT、AIを活用して
生産性向上と新事業創出を促進します。

研究会や交流会、オープンイノベーションによるビジネスマッチングなどを通じた
連携の促進および技術革新を推進します。

カーボンニュートラル研究会を発足し、CO2の排出削減、
エネルギー自家消費型への活用を積極的に促進します。

産学官金のネットワーク、産業支援機関や専門家によるエコシステムにより、中小企
業の活性化に向けて地域に根付いた活動を行います。

製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現します。
廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減します。



SECIモデル
４つのプロセス

(結合化)

野中郁次郎（一橋大学大学院国
際企業戦略研究科教授）が提唱
したモデル。
知識創造活動に注目したナレッ
ジ・マネジメントの枠組み。
個人が持つ暗黙知は、
「共同化」（Socialization）
「表出化」（Externalization）
「連結化」（Combination）
「内面化」（Internalization）
という4つの変換プロセスを経る
ことで、集団や組織の共有の知
識（形式知）となると考える。

「経営デザインシート」の実践提案 ～組織におけるナレッジマネジメント「SECIモデル」への応用展開～



正会員、賛助会員募集のご案内
• 一般社団法人首都圏産業活性化協会は産学官金による会員組織です。

• 研究会・交流会への参加、個別企業の支援など、

会員間の交流促進と会員企業の支援を行っています。

■会員メリット
国や都県等の支援・施策情報の提供
製品技術PRレポート作成支援
大手企業等(特に研究開発部門)から
の技術ニーズ情報の提供・マッチン
グコーディネート
技術・企業探索、マッチングコー
ディネート
研修、研究会、交流会への参加
（受講料・参加費割引）
個別企業の経営・技術課題解決支援
研究開発プロジェクト等の事業管理
会員へのPR支援
翻訳（日中、日英）支援サービス
経営デザインシートの作成支援

区分 資本金等 入会金 年会費

正会員

営利法人等

100憶円超 210,000円 490,000円

50億円超100億円以下 150,000円 350,000円

3億円超50億円以下 60,000円 140,000円

1億円超3億円以下 45,000円 105,000円

1億円以下 30,000円 70,000円

個人事業主等
起業準備中の個人・創業5年以内の営利法人 15,000円 35,000円

教育機関・在日公館・通商機関 － 10,000円 10,000円

個人 大学教官・学生・官公庁職員 10,000円 10,000円

商工団体 － 10,000円 10,000円

金融機関 － 60,000円 140,000円

公益法人等 社団法人・財団法人・特殊法人 10,000円 10,000円

中小団体 － 10,000円 20,000円

地方公共団体
製造品出荷額等5,000億円以上 15,000円 30,000円

製造品出荷額等5,000億円未満 10,000円 10,000円

賛助会員 営利法人等

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、

栃木県、群馬県、山梨県、静岡県に

拠点を持たない営利法人
－ 35,000円

中小企業以外

※中小企業基本法第二条の範囲外

※その他大企業相当の企業も含む
－ 100,000円
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一般社団法人 首都圏産業活性化協会
（ＴＡＭＡ協会）

八王子事務所
〒192-0083
東京都八王子市旭町9-1 八王子スクエアビル11階

Tel： 042-631-1140 Fax： 042-631-1124

羽村サテライト
〒205-0003
東京都羽村市緑ヶ丘2丁目11-1 羽村市産業福祉センター内

Tel： 042-570-3481 Fax： 042-570-3482
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E-mail    info@tamaweb.or.jp

Technology Advanced Metropolitan Area
http://tamaweb.or.jp

協会からのお知らせ、事業開催状況報告 協会イベント事業のお知らせ 企業インタビュー等


