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はじめに

新規事業を生み出す際に、もっとも重要なキーワードを１つ挙げる
とすれば、私は迷いなく「ビジネスモデル」と答えます。なぜなら、
ビジネスモデルの設計がきちんとできていない事業は、高確率で残念
な結果に終わってしまう、もしくは、そもそも計画の時点で社内の承
認が得られないからです。

私はこれまで様々な企業の新規事業コンサルティングを通じて、数
え切れないほどの事業計画書を見てきましたが、そもそもビジネスモ
デル自体の意味を理解できていない人が多いことに気づきました。こ
の本を手にした読者の方も「なんとなくイメージはあるけど、うまく
説明できない」というのが本当のところではないでしょうか。

そういった新規事業担当者の現状に希望の灯をともしてくれたのが
本書で紹介する「ビジネスモデル・キャンバス」です。

2010年にオスターワルダーとピニュール（Osterwalder & Pigneur） 
が、ビジネスモデルを「どのように価値を創造し、顧客に届けるかを
論理的に記述したもの」と定義しました。そして、視覚的にビジネス
モデルを設計するためにビジネスの構造を一枚の紙にまとめるフレー
ムワーク「ビジネスモデル・キャンバス」を提唱したのです（次ペー
ジ図表）。

ビジネスモデル・キャンバスは、ビジネスモデルの設計はもちろ
ん、組織内でビジネスモデルを共有できること、個々のビジネス要素
のつながりを検証・評価できることから、多くの企業で導入されてい
きました。しかし、「ビジネスモデル・キャンバスさえ導入すれば容
易にビジネスモデルが設計でき、新規事業を創造できると考えてい
た」という新規事業担当者たちも多く、実際は期待通りの成果が得ら
れていない例が少なくありません。
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【図表】ビジネスモデル・キャンバス

本書は、ビジネスモデル・キャンバスを活用して新規事業を成功さ
せたいと考える人に向けて書きました。

ビジネスモデル・キャンバスは、実践的で使いやすい優秀なフレー
ムワークです。使い方さえマスターすれば、必ず成果を生み出すこと
ができるものだと私は確信しています。

しかし残念なことに、ビジネスモデル・キャンバスの書き方を詳し
く解説した本は存在していません。私はコンサルティングや研修など
を通じて、今まで数百枚以上のビジネスモデル・キャンバスを見てき
ましたが、有効に活用できていない例を目の当たりにしてきました。
オスターワルダーとピニュールが著した『ビジネスモデル・ジェネ
レーション』（翔泳社）では、ビジネスモデル・キャンバス上にどんな
要素を書けばいいのかを詳しく説明してありますが、どのような「考
え方」で書けばいいのかまで掘り下げられていません。例えば、新規
事業を創造するためには市場がどんな状況かを理解していなければな
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りません。つまり、マーケティングの知識が必要となります。市場を
理解しないままビジネスモデル・キャンバスを書くと、単に要素（ブ
ロック）を埋めただけになってしまい、その先にある事業計画書に落
とし込んだとしても机上の空論に終わってしまうのです。重要なの
は、埋めて形を整えることではなく、どのような「考え方」にもとづ
いて埋めたのかです。

本書は、今まで私が従事していた新規事業創造におけるコンサル
ティング支援や研修などで培った知見や経験のすべてを公開し、新規
事業構想から、ビジネスモデル・キャンバスの書き方、仮説検証、事
業計画書の書き方、投資を得るためのプレゼンテーションのポイント
までを解説します。新規事業担当者が本書を読んで腹落ちをしてもら
えるようできるだけ多くの事例も盛り込みました。本書を読めば、ビ
ジネスモデル・キャンバスを活用してビジネスモデルを設計でき、新
規事業を加速させ、予算獲得を達成できるようになります。

本書が、ビジネスモデル・キャンバスを活用して新規事業を立ち上
げる新規事業担当者の一助となり、新規事業の創出に少しでも貢献で
きれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西田泰典
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