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はじめに 

 

～本分科会の立ち上げの趣旨と活動の経緯～ 

  長島 基、陣野 壮太郎 
（分科会リーダー、サブ・リーダー） 

 

１．本分科会における役割と活動実績 
〔1〕役割 

・ リーダー    ：長島 基 
・ サブ・リーダー ：陣野 壮太郎 
・ ファシリテーター：森岡 謙仁 
・ 特別協力    ：藤島 秀記（淑徳大学大学院客員教授） 
・ 参加メンバー  ：石川 正宏、市川 和臣、伊藤 年一、上野 周雄、浦﨑 道教、 
           北村 和敏、丸山有彦 

 
〔2〕開催日時・場所・活動概要 

・ 第 1 回 2009 年 8 月 28 日（金）、18：30～20：00、アーステミア（有）虎ノ門オフ

ィス、メンバー顔合わせと本分科会運営方法について 
・ 第 2 回 2009 年 10 月 29 日（木）、18：30～20：50、渋谷区勤労福祉会館、藤島先生

による「MSC」に関する講義 
・ 第 3 回 2010 年 01 月 06 日（水）、18：30～19：50、アーステミア（有）虎ノ門オフ

ィス、第 2 回分科会の講義内容に関する意見交換 
・ 第 4 回 2010 年 02 月 18 日（木）、18：30～19：50、アーステミア（有）虎ノ門オフ

ィス、本分科会の成果物に関する協議・検討 
・ 第 5 回 2010 年 04 月 20 日（火）、18：30～19：50、アーステミア（有）虎ノ門オフ

ィス、各メンバーの成果物（初稿）の発表 
・ 第 6 回 2010 年 06 月 23 日（水）、18：30～20：00、アーステミア（有）虎ノ門オフ

ィス、本分科会の成果物に係る調整 
 

２．本分科会立ち上げの趣旨および活動経緯 
本分科会は、ドラッカー「マネジメント」研究会（森岡 謙仁ファシリテーター主宰）の

分科会であり、第 2 期の分科会のうちの 1 つの分科会である。（もうひとつの分科会は「ア

ントレプレナーシップ」分科会。） 
第 1 期分科会である「目標と成果」分科会（2008‐2009 年度）が、とても楽しくかつア

カデミックな活動だったため（詳細は、当学会 HP に成果物が掲載されているので参照さ

れたい。）、ぜひ、第 2 期目の活動をやろうという話になった。それでは、どんなテーマが
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いいか分科会メンバーで議論をするなかで、「マネジメント・スコアカード」の研究をする

のがいいのではないかという意見が出て、分科会テーマの候補に上げようということにな

った。 
その際、リーダーは長島にという意見が出て私がリーダーとなり、陣野さんにサブ・リー

ダーになってもらい、本分科会の運営企画案を作成して、2009 年 7 月 22 日に開催された

「マネジメント」研究会で参加メンバーを募集して本分科会は発足した。 
本分科会発足後われわれ参加メンバーは、ドラッカーがコンサルティングツールとして使

っていた「マネジメント・スコアカード」とはどういったものか、有名な「バランスト・

スコアカード」との違いは何か、「マネジメント・スコアカード」の策定はどのように行え

ばよいか、またその活用方法は？といったことを解明すべく活動を開始した。その後、本

分科会は、藤島先生のレクチャーやご協力をいただきながら、2009 年 8 月～2010 年 6 月

までの間に計 6 回の会合を持ち、本成果報告書を成果物として作成し、活動を終了した。 
 

以 上 
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ファシリテーターのメッセージ  

 

～「マネジメント・スコアカード」分科会の底流～ 

  森岡 謙仁 
（研究会ファシリテーター） 

１．「マネジメント・スコアカード」との出会い 
・2006.10.12 「ドラッカー入門」出版記念講演会（丸の内オアゾ）に参加。上田代表

の講演と同書籍の記述の中に以下の内容を発見した。（※） 
「トム・ピータースによると、あらゆる経営手法がドラッカーに行き着くという。そ

のとおりである。経営戦略、分権制、目標管理、情報型組織、コアコンピタンス、サ

プライチェーン、ＡＢＣ会計、バランスﾄ･スコアカード、ナレッジ・マネジメントな

ど、すべてドラッカーから出ている。」（同書、p103） 
これ以前に「バランススコアカードで会社を強くする手順」（中経出版、2004.5）

を著していた私は、バランススコアカード（「バランスト・スコアカード」の表記差）

の源流が、「現代の経営」にあることを直感した。その後、事業目標の８領域を中心

にした独自の「マネジメント・スコアカード」の研究に着手し、研究成果は、日経ビ

ジネススクール、日経ＢＰ社、マーケティング研究協会、新技術開発センターなどの

公開セミナー等で発表しており現在に至る。 
・2007.9.18 ＣＩＯ養成講座（日経ビジネススクール）終了後の懇親会の席上で、上

田代表に「マネジメント・スコアカードを広めたいが」と相談をしたところ、「森岡

さん、やってよ」のお言葉を賜った。これがきっかけとなりその場で、ドラッカー「マ

ネジメント」研究会の立上げまで一気に話が進んだ。後日、設立趣意書の作成、伊藤

年一氏、谷島宣之氏などに発起人を依頼、上野理事の支援（運営方法などを相談、指

導を得る。この過程で藤島理事が「マネジメント・スコアカード」を研究しているこ

とを知る）を受け、理事会の承認を得るに至る。 
・2007.11.25 第２回ドラッカー学会大会にて、ドラッカー「マネジメント」研究会の

参加者の募集を開始。大会後の懇親会では、藤島理事に「マネジメント・スコアカー

ド」の研究について指導および協力を要請する。 
・2008.1.23 第１回ドラッカー「マネジメント」研究会を開催する（フォーラム８）。 
  当日のプログラム資料には、研究対象のキーコンテンツとして「マネジメント・ス

コアカード」を記述した。 
２．「マネジメント・スコアカード」分科会の立上げ 
・2008.10.11～2009.3.14 藤島理事の淑徳大学公開講座「ドラッカーと現代社会・現

代の経営」を受講。講義後の懇親会の席上で「マネジメント・スコアカード」の研究

について指導および協力を再度要請したところ了解を得る。これを受けて、ドラッカ

ー「マネジメント」研究会の第２期分科会として「マネジメント・スコアカード」分
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科会の構想に着手する。 
・2009.4.～6 「マネジメント・スコアカード」分科会の立上げを、研究会メンバーに

相談開始する。リーダーとサブリーダー等、メンバーの構想をまとめる。 
・2009.5.19 第９回ドラッカー「マネジメント」研究会にて第２期分科会テーマ募集

のアンケートを実施する。その結果「アントレプレナーシップ」と「マネジメント・

スコアカード」が、分科会テーマとして有力となる（研究会臨時スタッフ会議）。 
・2009.7 「マネジメント・スコアカード」分科会の運営企画案の作成を長島基氏に 
 依頼するとともに、運営企画案を協議の上完成させる。 
・2009.7.22 第１０回ドラッカー「マネジメント」研究会にて、「アントレプレナーシ

ップ」「マネジメント・スコアカード」両分科会が発足、参加メンバーを募集。 
※「『ドラッカー入門』出版記念講演会に参加して」（当学会ＨＰ・REPORT）に掲載。 
 

以 上 
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マネジメント研究会 MSC 分科会「活動成果報告」を読んで 

 
藤島 秀記 

（2010.7.6） 
 この MSC のテーマに遭遇して、はや１０年の歳月が流れようとしています。当時、時代はミレニア

ムの端境期にありました。ドラッカー教授のお宅でインタビューした回答の中に、この Management 

Scorecard（MSC）なる言葉が数回含まれていたことが、ことの始まりです。もう１０年も経っており、ド

ラッカー教授も許していただけると思うので、MSC にまつわる当時のお話しを、まず最初にしておき

ましょう。 

 この問題の背景には、ちょうどそのころ「バランス・スコアカード」（BSC）論で有名を馳せはじめて

いたカプラン氏とノートン氏の論文が「ハーバード・ビジネス・レビュー」誌に掲載された後でした。

当然日本でも「アメリカ産業再生の切り札」として、BSC はブームになりはじめていました。名前とコ

ンセプトの似通ったこの２つのスコアカードに対して、私は当初混乱し、単刀直入にその原因を教

授に質問してみました。教授の回答は明快で「彼らが私のマネジメントのコンセプトを勝手に拡大

解釈して使っているのだ。この問題に対しては HBR の編集長を通して本人たちに抗議し釈明を求

めている」という強い非難の言葉でした。 

 私はこの問題をことさら日本で流布させる気はなかったので、以上の事実を人に話すことはありま

せんでした（また教授もそのことを望まれたのです）。しかし私は当時、ダイヤモンド社国際経営研

究所（名誉研究所長はドラッカー教授）でこの MSC について、当時の会員会社のトップ・エグゼク

ティブにそのコンセプトを伝え、繰り返し啓蒙活動を行ってまいりました。その過程で、当然 BSC に

群がる指導者といわれる人から、何らかの反応があるものと期待もしていました。しかし結局、いま

に至るまで何もなく、その内に例の2005年の秋を迎え、教授も他界され、またBSCも次第に色あせ

て今日に至っています。 

 

 この一文は何も当時の思い出話をすることが目的ではないので、この辺で終わりにしますが、１０

年という歳月の流れに思いをいたし、MSCを研究されている皆さんにはじめて裏話を吐露する気に

なったのです。 

 

 まず MSC 分科会のみなさんに敬意を表したいと思います。MSC に取組むということは、ドラッカ

ー・マネジメントを実践することと等しいからです。長島さん、陣野さん、森岡さんの報告書はケース

として取り上げられています。それぞれの動機、ねらいは違いますが目指すところは同じであること

が判ります。それはドラッカーのマネジメント・コンセプトを実際の経営の現場に持ち込み、必死に

経営改革のロードマップを構築されようとしています。 

 

 ドラッカー・マネジメントの本質（原理、原則）は、いずれの国、いずれの地域でも変わることはあり

ません。しかしその国、集団の文化や制度、国民性などによって、マネジメントは顔かたちを変えて
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いきます。このことは、これまでにもドラッカーは表現を変えて語ってきたことです。以上をヒントに、

皆さんの成果報告書にある２つの問題を考えてみようと思います。 

 １つは「マネジメント・スコアカード」なるものは幻ではないか？ つまり「マネジメントのスコアカー

ド」なのではないか？ という疑問です。 

 ２つは、マネジメント・スコアカードにハウツー的フレームワークを求めること自体が無理なのでは

ないか、という指摘です。 

 上記の疑問に対して確実にいえることは、MSC はまぎれもなくドラッカー教授のコンサルティング

のツールとして存在していた事実です。当然その源泉は、ドラッカー教授本人もいっているように

『現代の経営』に行きつくでしょう。この観点からいえば、それが「マネジメントのスコアカード」と解釈

されても一向にかまわないと思っています。それ自体が些末な問題だと考えるからです。 

 しかしドラッカー教授はアメリカでのコンサルタント活動だけでなく、日本においても、これまでに

多くの大企業のコンサルやアドバイスをされてきています。とくにドラッカー教授と立石一真さん（当

時の立石電機会長）との親密な関係は有名で、後日、立石会長は「当社がいまあるのはドラッカー

教授の指導の賜物」と話されています。つまり立石さんはドラッカー・マネジメントの原則を守りなが

ら、その上に当時の立石電機の風土、置かれた環境にフィットした最適な経営を展開されたという

ことになるのでしょう。またドラッカー教授もそのように指導されたのだと思います。 

 また２つ目の問題は―ハウツー的であるかどうかは別にしてーマネジメントとは、現実に置かれた

状況の中で成果を上げなければ価値がないのです。このこともドラッカー教授は繰り返し強調して

きました。しかしドラッカー・マネジメントの神髄が“How to”ではなく“What to” であることを考えれ

ば、所詮、ハウツー的回答を求めても無意味でしょう。 

 家を建てることを考えてみましょう。建築物はしっかりした基礎構造の上に建てなければなりませ

ん。部屋の間取りや外観は、その人の自由度によって選択することができるでしょう。しかし基礎構

造は理屈抜きに堅固のものでなければならないのです。MSC はまさにこれです。 

私たちはドラッカー・マネジメントの原理・原則をしっかり踏まえた上で、さまざまな状況に適応した

マネジメントの実践が求められているのです。 

 私がいま課題として取組んでいるテーマは、グローバリゼーションという新しい大波の中で翻弄し

ている日本型経営システムについて、微力ながら方向性と光を充てることができればと考えていま

す。それもドラッカー・マネジメントの思想と基礎の上に日本人の価値観を投影した、新しい日本型

経営システムを模索することです。この目標に向かって、MSC の再構築を考えようとしています。結

果として、先の２番目の疑問について回答をだすことにもなるでしょう。すなわち、ある前提条件の

もとにフレームワーク化は可能だと考えています。それは確固とした基礎構造ができていれば、望

ましき家屋を築くための設計図と工程表を描くことはできると確信しているからです。しかし家を建

てるための資材や部品が、すべてあのドラッカー書籍の山の中に埋まっているとは限らないでしょう。

建てる家によって、オリジナルに創らねばならない資材や部品もたくさんあることも事実です。 

 

 最後に、北村氏が指摘されていた MSC と BSC の違いの説明は明解です。いい勉強になりました。
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ドラッカー教授も「BSC は短期と長期、財務と非財務のバランスを掲げてはいるが、現実は売上高と

利益に収斂すれるように仕組まれたシステム」と語っていました。 

 ドラッカーのマネジメントが単に利益のみを目的としていないことは、ドラッカリアンにとって当然の

理でありましょう。MSC の理念もしたがって、社会に有用でかつ永続性を目指し事業展開を行なう

革新的企業、ということになるのでしょう。 

 

 今後とも皆さんとともに、同じ灯火に向かってすすんでいきたいと思います。 

 ありがとうございました。  
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分科会各参加者の成果報告 

 

自らの職場におけるＭＳＣの策定および活用方法について 

長島 基 
（分科会リーダー） 

 
１．本分科会で設定するテーマおよび選定理由 

私が、本分科会で研究するテーマは、“自らの職場（内部監査部門）における「マネジ

メント・スコアカード」の策定および活用方法について”である。 
本テーマを設定したのは、次のような理由による。 
私は民間企業の管理職なので、企業や組織全体で使用する「マネジメント・スコアカ

ード」について研究して報告しても、自ら使用することはできないし、その有効性を検証

することもできない。 
そこで、ドラッカーの「マネジメント・スコアカード」の考え方に則り、それぞれの

部署で実際に使うことができる「マネジメント・スコアカード」の策定方法を考えて報告

したい。そして、できれば自分の職場向けに策定した「マネジメント・スコアカード」を

実際に活用し、成果をあげるようにもっていきたいと考える。 
本テーマについて、検討するにあたり、ドラッカーが 1954 年に著わした『THE 

PRACTICE OF MANAGEMENT』邦訳『現代の経営』（①）に「マネジメント・スコア

カード」に関するエッセンスが書かれているので、本著の記述に沿って検討を進めていく

こととする。 
 

２．内部監査部門の事業とは何か 
『エッセンシャル版 マネジメント』（②）の第2章に公的機関の成果という章があり、

そこで、公的機関ならびに企業内サービス部門が行うべきマネジメントについて書かれて

いる。そこでは、「企業内サービス部門にもマネジメントがある。それらもまた、成果を

あげるべくマネジメントしなければならない。」とあり、企業内サービス部門とは、企業

内間接費によってまかなわれている部門であるとしている。（②ｐ42） 
そして、ドラッカーは、「あらゆる公的機関が、次の 6 つの規律を自らに課す必要があ

る。」といい、1 つ目の規律として「①「事業は何か、何であるべきか」を定義する。目

的に関わる定義を公にし、それらを徹底的に検討しなければならない。異なる定義、しか

も一見矛盾する定義を採用し、そのバランスを図る必要さえある。」としている。 
そこで、私は、「内部監査部門の事業とは、サービスである。」と定義することとした。 

 

３．顧客はだれか、顧客は何を買うか 
ドラッカーは、「「われわれの事業は何か」を知るための第一歩は、「顧客はだれか」
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という問いを発すること」だといい（①ｐ71）、「次の問いは、「顧客は何を買うか」であ

る。」という。（①ｐ73） 
そこで、私は、“内部監査部門の顧客は、（1）被監査部門、（2）経営者、（3）保険契約

者”だと定め、“彼らが価値ありと考えるものは、監査部がそれぞれの顧客に対し、専門

性に裏打ちされた（※）以下のサービスを提供すること”だと考えた。 
 

〔1〕 被監査部門向けのサービス 
① 業務の統制レベルについて、本来あるべき水準からの乖離（ギャップ）の程度を把

握・分析・評価して指摘すること。 
② 上記ギャップを埋めるための有効な改善提案を行うこと。 
③ 他部署または他社での好取り組み事例を紹介すること。 

 
〔2〕 経営者向けのサービス 

① 経営上重要な問題点について、適切な指摘を行うこと。 
② 重要な指摘事項について、フォローアップを行い、指摘事項が確実に改善されたこ

とを確認すること。 
③ 監査業務のために投資した費用を上回る満足のいくサービスを提供すること。 
④ 経営者が関心のあるテーマをタイムリーに取り上げて監査を実施すること。 
⑤ タイムリーで分かりやすく内容のある報告をすること。 
⑥ 遵守性の指摘ばかりでなく、被監査部門の効率性または経済性を向上させるような

指摘を行うこと。 
⑦ お客さま情報をはじめとした情報資産を適切に管理しているか監査すること。 

 
〔3〕 保険契約者向けのサービス 

① 個人情報を適切に管理しているか監査すること。 
② 被監査部門の効率性または経済性を向上させるような監査を実施するこを通じて会

社の収益力を向上させ、契約者配当の増加を通じて実質保険料の低減を図ること。 
 
※ 監査部に必要な専門性 

① 内部監査の専門性。 
② 被監査部門の業務の専門性。（システム、資産運用等） 
③ ビジネス（事務処理）一般の専門性。（ビジネス（事務処理）とは、本来こういうも

のだ。） 
 

４．事業の目標として設定すべき 8 つの領域 

ドラッカーは、「事業のマネジメントとは、事業上の多様なニーズと目標をバランスさ



ドラッカー「マネジメント」研究会 「マネジメント・スコアカード」分科会 

   

 

©2010 Drucker "Management" Study Group 
10 

せることである。」といい、複数の目標が必要だという。（①pp88‐89） 
そして、目標を設定すべき領域は 8 つあるといい、それは、①マーケティング、②イ

ノベーション、③生産性、④資源と資金、⑤利益、⑥経営管理者の仕事ぶりとその育成、

⑦一般従業員の仕事ぶりと行動、⑧社会的責任だという。（①ｐ90） 
 

５．各領域ごとに設定した内部監査部門の目標 
ここから、ドラッカーがいう 8 つの領域のそれぞれについて、内部監査部門としてど

のような目標を設定すべきなのか考えていきたい。ただし、内部監査部門は企業の中の 1
サービス部門に過ぎないので、ここで書かれている各領域において、目標を設定するの

がふさわしくないものもあると考え、その場合は、その領域における目標の設定は行わ

ないこととする。 

〔1〕 マーケティングにかかわる目標 
監査部が行っている業務は社外に販売されていないので、基本的にはマーケティン

グにかかわる目標は、対象外であると判断した。一方、監査部の事業はサービスであ

ると定義し、3 人の顧客がいるとした。そこで、マーケティングの目標として、顧客が

価値ありとみなすサービスレベルの向上を設定することとする。そして、監査部が提

供しているサービスレベルの評価にあたっては、ドラッカーがいうように直接顧客（被

監査部門および経営者）に聞くこと（顧客からのアンケートまたはインタビュー）に

よって、評価を行うこととする。（①ｐ98）現在、監査部で実施しているアンケート項

目の見直しが必要ではないか、経営者へのインタビューをどのように実施するか、ア

ンケートおよびインタビュー内容をどのように評価するかについては、もう少し検討

が必要である。 
 
〔2〕 イノベーションにかかわる目標 

マーケティングの目標と同様に監査部が行っている業務は社外に販売されていない

ので、基本的にはイノベーションにかかわる目標は、対象外であると判断した。しか

しながら、「事業にかかわるすべての機能別活動における、知識や技能の進歩に合わせ

たイノベーションと改善」（①ｐ98）を目標として設定することとする。 
内部監査におけるガイドライン、内部監査の先進的企業や同業他社の取り組み例な

どを参考にして、日頃からイノベーションの種を集めておき、年度末（毎年 1 月～3
月）に新年度の運営で実施すべきイノベーションを集中的に検討し、実施することと

する。 
 

〔3〕 生産性と付加価値にかかわる目標 
内部監査業務においても、生産性の向上が重要である。しかしながら、内部監査業

務の生産性とはなにか、どのような尺度で評価するかを決めるのは、大変難しい。そ
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こで、ここでは目標を設定せず、経営管理者の仕事ぶりと育成および一般従業員の仕

事ぶりと行動の目標に生産性の意味も含めて目標を設定することとする。 
 

〔4〕 資源と資金にかかわる目標 
内部監査業務においても、PC やプリンター、事務用品やシステムなどの資源、人件

費や出張旅費、教育育成のための費用などの資金を必要とする。しかしながら、人的

資源以外の資源については多くを必要とせず、資金についても自ら調達する権限も持

ち合わせていないので、この領域の目標は設定しないこととする。 
 

〔5〕 利益にかかわる目標 
ここでも、内部監査部門は企業内間接費によってまかなわれている部門なので、直

接的に利益を生む部門ではない。そのため、この領域の目標は設定しないこととする。 
 
〔6〕 経営管理者の仕事ぶりとその育成にかかわる目標 

われわれ内部監査部門で働く経営管理者の仕事ぶりの目標は、“３．顧客はだれか、

顧客は何を買うか”で述べた 3 種類の内部監査部門の顧客に対して、専門性に裏打ち

された各種サービスを提供することとする。現在、当社監査部で働く内部監査人は、

内部監査の経験、社会人としてのキャリア、内部監査および各種業務の専門性におい

て、個々人のレベルはさまざまだが、現時点で発揮することができる能力を発揮して、

顧客である彼らを満足させるサービスを提供するよう努力することを目標とする。 
決して、『内部監査結果報告書』や『平成○○年度 内部監査報告書』を書き上げる

こと自体を目標としてはならない。われわれが顧客である彼らに対してサービスを提

供し、そのサービスに対して彼らが受け取る効用の総量（数×大きさ）の極大化を目

標とする。これを、短期的な目標とする。 
一方、中長期的な目標は、内部監査人個々人の専門性を強化することとする。そし

て、ドラッカーが「つまるところ、経営管理者の育成とは自己開発である。（中略）経

営管理者は、部下の自己開発の努力を生産的にするために、彼らの焦点を正しく合わ

せさせ、正しくさせ、それを正しく実行させることを助ける責任をもつ。」（①pp287
‐288）というように、彼らを助けるために教育訓練のためのプログラムを用意し、時

間を割き、研修費を確保し、自己開発の必要性を理解させるよう努力することとする。 
 

〔7〕 一般従業員の仕事ぶりと行動にかかわる目標 
当社監査部で働く者は、全員総合職であり、経験やスキルやキャリアに違いがあっ

ても全員が同じ内部監査業務を担当することから、いわゆる一般従業員という者は存

在しないので、この目標は設定しないこととする。 
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〔8〕 社会的責任にかかわる目標 
ドラッカーは、企業のマネジメントが果たすべき社会的責任について、いくつかの

ことを述べているが、当社監査部において実行可能で果たすべき責任としての目標は、

次の 2 つとする。1 つ目は、“明日の経営管理者を準備すること”であり、2 つ目は、

“日本あるいは世界の内部監査の発展に寄与すること”とする。 
1 つ目の目標については、〔6〕経営管理者の仕事ぶりとその育成にかかわる目標で

述べた。2 つ目の目標については、積極的に日本内部監査協会などの研究会や勉強会に

参加し、自らが学ぶとともに自らが獲得した知識やノウハウを参加メンバーに開示・

提供することによって達成しよう。この目標については、私自身が参加するだけでな

く、当社監査部の他のメンバーにも積極的な参加を促し、この分野で専門性の高い人

たちと交流し、できれば共同で研究成果を発表するなどすることによって、自ら一流

の内部監査人に成長するとともに、内部監査の発展に寄与できるようにしよう。 
 

以 上 
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自ら利用し成果のあるＭＳＣの導入および活用 

陣野壮太郎 
（分科会サブ・リーダー） 

 
あなたの夢は何ですか？夢を叶えてくれる神様がいたら、魔法があったら、何をどう叶

えますか？－これは私がクライアントに必ず問いかける言葉です。 
その問いかけは、何のために生きているのだろう？自分は何のために仕事しているのだ

ろう？ドラッカーさんの言葉ですと「何によって憶えられたいか」ということを考えさせ

られるきっかけになると私は考えています。 
「マネジメント・スコアカード」（以下 MSC）にもこの「何によって憶えられたいか」

という哲学が根底に根付いていると強く感じます。 
「トップマネジメントは事業の隅々まで把握できるようになった。ところが、業績のほ

うは下り坂となった。現場が報告書の作成に時間をとられ、本来の仕事に時間を使えなく

なったためだった。仕事が行われなくなっただけでなく、組織の風土までおかしくなった。

やがて現場は、トップマネジメントとそのスタッフを、ごまかすべき相手、あるいは敬遠

すべき相手として見るようになった。」（注１） 
これは非ドラッカーのマネジメントが陥った例で MSC を実践する際に最も注意を払う

べき失敗のひとつです。まさか報告をさせるためにマネジメントがあるわけではなく、現

場も「報告書を書く人」として憶えられたい筈がありません。 
「まず（中略）MSC 実践の第一歩は、使命とビジョン（使命をより具体的にしたもの）

を描くことからスタートする。」（注２） 
「以下の２つの使命を有する。１つは（中略）社会の安定と存続に貢献する存在でなけ

ればならない。２つは、社会の主要な組織体としての企業は、自ら繁栄し永続することを

目的とする。」（注２） 
「MSC の 4 要素（「事業および使命の定義」「事業領域の策定」「複数の目標設定」「目標

間のバランス」）となって展開され、組織の成員すべてに共有化され、結果として目標の達

成に導かれる。」（注２） 
要するに、社会と市場に対し「何によって憶えられたいか」「そのためにどう繁栄し永続

するか」を企業で分かりやすく体系化し、意識共有できたそこの社員たちも「何によって

憶えられたいか」にどう貢献するか、目標設定し目標達成していくためのツールが MSC と

いうことだと理解します。 
それでは、MSC を検討し実践してみることで如何に社会に貢献し、如何に繁栄すること

ができるのでしょうか。実際の自らの事業で検証してみようと考えました。 
 

１．設定するテーマ 
自ら利用し成果のある「マネジメント・スコアカード」の導入および活用。 
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２．本テーマの骨子 

〔1〕 本テーマ選定の理由 
私は保険のエージェント及びファイナンシャルプランナー（以下 FP）として個人の

業績をもって実務しております。自らの実務に MSC を導入し実践する方法を考察し報

告します。できれば自分で実際に活用し、成果をあげるようにもっていきたいと考え

たことが本テーマの選定理由となりました。 
〔2〕 研究 

『マネジメント』『現代の経営』を読み直し、次のような作業を行いました。 
① 自分の事業の使命を定義する 

   自分の事業は 

・ 「お客様を豊かにする」 

・ 「お客様が豊かになる助言をし、その知恵を提供する」 

・ 「お客様が豊かになることで自分達も幸せになる」 

であると定義する。 

② 自分の事業の目的を定義する 

・ お客様に助け合いの精神・相互扶助の精神を改めて啓蒙する。「自分の人生への情

熱」「家族や人間関係での愛」「自らの慈愛」を再確認してもらう機会を作ることで、

「何によって憶えられたいか」真剣に考えてもらう。 
・ お客様に正しく金融知識と保険業界と保険商品を理解してもらい満足度の高い商

品提供をする。 
・ お客様が保険請求をされる際に高い満足と安心を提供する。そのために特に生命保

険については「医療情報の提供」から「ご遺志の伝達」まで付加価値の高いお手伝

いをさせてもらう。 
以上を生命保険及び顧客に関連する保険のコンサルティングと販売、その後の   

アフターフォローを通じて実践していく。 
③ 顧客の創造について考察する 

アフターフォローがしっかりしている生命保険契約は日本国内の市場を考慮した

場合１割もないのではないかと考察できる。（営業職員や外交員の離職率から考慮）

そういった理由もあり、現在、生命保険を中心に保険業界の顧客ニーズを分析した

場合以下の特徴が考えられる。 
・ 料金を安くしたい 
・ 損しないよう良く理解して自分の選択で保険に加入したい 
以上のことからセールスを受けるのではなく、インターネットや通信販売で安く

保険を買える、銀行や代理店の相談窓口に行くことで納得した選択ができると考え

る顧客が増える傾向にあるのではないか。 
ところが、通信販売が安いには安いなりの理由が商品内容にも表れており、相談
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窓口とは言え利益優先で顧客に接しているのが現状という暗部も見受けられる。 
人間の人間たるゆえんはひとつには道具が使えること（文明の利器）だが、もう

ひとつはお互いに助け合うこと守りあうという特徴のある種族であること。これを

考えるにつけ、ただ道具を使えば自分が守られる、自分が得をするというものでは

ないと感じる。美談や美徳が存在するのは人間が人間たるゆえんである。 
単に通販やインターネットで保険のシステムを利用するのではなく、また大きな

組織の窓口に通うのではなく、私のようなエージェントと現実に付き合っていくこ

とで人と人の繋がり、関わりを身をもって感じること、そこに満足感を感じること

ができると考える。 
自分の体が弱くなり、生命の存続に不安を感じるときに道具に対して希望を持つ

だろうか？そのときこそ頼れるエージェントの出番であり、保険請求も支払いも精

神的な支えも家族のごとくエージェントが活躍するべきである。 
人間関係も希薄になり文明の利器ばかりに気を取られがちな世の傾向もあるが、

そこに逆行して人と人が向き合う価値はより一層高まる兆しもある。 
同じくらいの値段で自動販売機と店員がサービスしてくれるカフェとどちらを選

ぶだろうか？同じくらいの値段だとしたらカプセルホテルと愛想の良いサービスマ

ンがいる一流ホテルとどちらを選ぶだろうか？ 
本当に信頼できる担当者が末永く担当してアフターサービスできるのなら顧客は

創造できる。 
④ 上記書籍で解説されている８つの目標領域を自分の事業にどう活かすか以下の優先

順位で考察した。 

-1）社会的責任：政府ではない民間による自主的な相互扶助制度の運営。 
-2）イノベーション：契約獲得ではなく契約のアフターサービスに価値を置く。 
-3）マーケティング：特に人生設計や資金計画に見直しを必要とする場面に注視。 
-4）生産性：活動量に注目。新たな見込み客何名に啓蒙できたかを目標とする。 
-5）人的資源：今回の場合、顧客が顧客を呼ぶ紹介の能力と考える。 
-6）必要条件としての利益：アフターサービスをできるだけの将来資金を確保。 
-7）マネジメント能力：目標管理を適切にできたか、を確認する。 
-8）資金と資源：（長くなるので残念ながら今回割愛。） 

⑤ 考察した結果、どのように目標設定できるか考え、目標設定してみた。 

-1）社会的責任：自らの身をもって他者を守る自己犠牲や貢献を実施する。 
-2）イノベーション：契約のアフターサービスに価値を見出してもらう営業活動。 
-3）マーケティング：出産・住宅購入・相続に関連する機会への需要創出。 
-4）生産性：活動量を分かりやすく目標化。 
-5）人的資源：今回の場合、顧客が顧客を呼ぶ紹介の能力と考える。 
-6）必要条件としての利益：業績目標を週間･月間･四半期･半期・年間で管理。 
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-7）マネジメント能力：目標管理を適切にできたか、を確認する。 
⑥ 設定した目標について、評価する尺度をどのように設定するかを検討。 

実際の行動として、まずボランティア活動や奉仕活動をすることが社会的責任の

率先垂範であると考えられる。この行動を目標化し、一日一善及び月に一度のボラ

ンティア活動ができたかスコアリングする。 
次に、イノベーションとして保険契約のアフターフォローがいかに顧客にとって

大切で価値があるか啓蒙することが重要なので一日の行動や週間行動の中で新たに

対面し何名に啓蒙できたかを目標設定する。保険を認知させる営業活動、商品力の

みで競合していく時代は終わる。保険の大切さの本質を伝え、適切な商品を選択し

てもらえる情報を提供して商品を契約した後、実際にどういった付加価値が提供で

きるかを特徴とする。 
加えてマーケティングは出産・住宅購入・相続といった人生設計・資金計画を真

剣に見直す機会に需要創出できる仕組みを作り出すことで顧客の創造を容易にでき

るようになる。ただし仕組み作りに時間を要する負荷も想定されるため日々の行動

の中ではマーケティングの取り組みをできたかできなかったかの確認に留める。 
その他、シンプルに業務上優先的に必要な作業項目を活動量として生産性の目安

とし、分かりやすく数値化目標化する。 
さて実は最も重要な結果は、顧客が顧客を呼ぶ紹介の数、ということになるが、

今回はこれを人的資源の活用と考える。今回の MSC では結果としては紹介の数値

をスコアリングするに留まる。 
必要条件としての利益は決算を見なければならないが、業績目標を週間･月間･四

半期･半期・年間で管理していくという以外、長期短期の計画もあり今回のテーマか

らは大幅に割愛させてもらうこととする。 
最後に、きちんとできたかどうか、がマネジメント能力だと決めた。自己管理し

目標設定した MSC をきちんとフォローできたかどうかがマネジメント能力だとし

ておく。『現代の経営』では目標設定することがマネジメント能力だとし、ところが

定量的には測定しえない領域であるとされる。（注３）藤島先生の論文『マネジメン

ト・スコアカード体系化の試み』ではマネジメント能力ではなくマネジャーという

目標領域になっていることを付け加えておく。 
⑦ 目標に対しての評価尺度を設定しマネジメント・スコアカードを作成する。 

善 始 終アポ入れ 啓蒙数成約数 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ紹介数お礼状面談数

左から、成約件数・面談件数・それに対するお礼状・紹介数・アポイントを入れた

数・新規に啓蒙できた人数・新規マーケティングに取り組んだ活動数・ボランティ

ア活動および社会奉仕活動もしくは一日一善の実行・始業時理念確認とスコアリン

グ確認・就業時理念確認とスコアリング表記という活動内容のスコア（やったかや
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らなかったか、１マス１行動）を記録する。 
以上のイメージ表が日々の行動でのスコアリングで、縦軸に１５行作ることで両

面にて月間表としてスコアカードを作ることが出来る。 
右端（始）と（終）のマスであるが、始業前と終業後にそれぞれ毎回、理念を読

んだ上にスコアリングをやったかをチェックする。 
１５行（１５日分）のスコアリング表で例えば A４紙面を下半分にすることで上

半分には理念を表示する。最近クレドなる言葉で流行している類のものかもしれな

い。 
私の場合、自分の事業は 

・ 「お客様を豊かにする」 

・ 「お客様が豊かになる助言をし、その知恵を提供する」 

・ 「お客様が豊かになることで自分達も幸せになる」 

である。 

そのために、 
・ お客様に助け合いの精神・相互扶助の精神を改めて啓蒙する。 

・ 「自分の人生への情熱」「家族や人間関係での愛」「自らの慈愛」を再確認しても

らう機会を作ることで、「何によって憶えられたいか」真剣に考えてもらう。 
・ お客様に正しく金融知識と保険業界と保険商品を理解してもらい満足度の高い 

商品提供をする。 
・ お客様が保険請求をされる際に高い満足と安心を提供する。          

そのために特に生命保険については「医療情報の提供」から「ご遺志の伝達」まで

付加価値の高いお手伝いをさせてもらう。 
元気だったお客様の体が弱くなり、生命の存続に不安を感じるときにこそ頼れる

エージェントの出番であり、保険請求も支払いも精神的な支えも家族のごとくエー

ジェントが活躍するべきである。 
以上を理念の部分として上部半分に記入し、この理念を毎朝毎晩読み、行動を確

認しスコアリングすることで使命と目標の刷り込みそして目標設定と目標管理の弛

まぬ努力の実践を後押ししたいと考える。 
⑧ １．長期目標と短期目標とのバランス、２．財務的（利益、コスト）目標と非財

務的目標のバランス 

「この 2 つのバランスはドラッカー･マネジメントの中心的なコンセプトといっ

てもよいだろう。企業は明日の業績を無視して明日の業績は求められないだろう。

反対に明日を考えずに現在の利益にのみ傾倒すれば、企業は死の行進に向かうこと

になるだろう。」（注４） 
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善 始 終アポ入れ 啓蒙数成約数 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ紹介数お礼状面談数

短期目標・短期利益に繋がる行動          長期目標・長期利益に繋がる行動 
 

左の項目から右の項目へ行くに従って、短期目標・短期利益から長期目標･長期利

益に繋がる行動となっている。左偏重か右偏重か。全ての項目をバランス良く行動

できたか。これに尽きる。 
 

しかし、マネジメントが必要でさらに週間・月間単位で行動のスコアリングを検

証・分析・反省する必要があると考えられる。 
 

例えば毎週土曜日の９時から９０分必ずスコアリングを検証・分析し反省する。

かつ利益目標として週間の売り上げ・粗利益への実績進捗を確認する。バランス良

く全ての行動が埋められるよう創意工夫する。 
 

毎月１日の朝７時から９時まで月間の検証をする。この場合、週間の確認事項に

加え、スコアリングをポイント計算する。例えば上記表だと一日 25 ポイントと  

なり月間 20 日稼動であれば 500 ポイントを超えれば満点以上。それに成約件数を

10 倍した数、例えば 10 件成約ならば 100 ポイント+さらに粗利額の千円単位を  

ポイント化（100 万円なら 1000 ポイント）して合算し行動と業績を連動させて  

スコアリングする。 
 

例えば合算した 2000 ポイントをバランスの取れた月間目標とすることも長期 

短期のバランスを取るひとつの考え方になるだろう。 
 
マネジメントボーナスとして毎日・週間・月間のスコアリング活動を完璧に行え

た場合、（スコアが満点という意味ではない、スコアリングをしたかということ）実

践スコアの 1.2 倍する。イノベーションボーナスとしてはイノベーションとなるひ

とつの結果が出せた、実行できたなどでスコアの 1.2 倍する、というルールも有効

と考えられる。 
 
しかし、バランスを取る方法をどれだけ考えても地道にスコアリングしてやり方

を改善していって経営の結果を出せるのかどうかしか現実はない。MSC を導入して

実践するのであればとにかくスコアカードを良きツールと信じて改善して実行して

いく他ないと痛感する。 
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以上が本研究結果報告となります。 
実際には作成したマネジメント・スコアカードを活用し、その結果を報告するこ

とを目標としておりますが、後日改めて報告できることを楽しみにしております。 
 

以 上 

 
【脚注】 
注１．ドラッカー名著集②「現代の経営」（上）p184、大手保険会社の事例 
注２．ドラッカー学会年報 2008 文明とマネジメント pp39-41 
注３．ドラッカー名著集②「現代の経営」（上）p111 より抜粋 
注４．ドラッカー学会年報 2008 文明とマネジメント pp43 
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(1)ドラッカー名著集②「現代の経営」（上）2006 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
(2)ドラッカー名著集⑭「マネジメント」（上）： 2008 上田惇生訳 ダイヤモンド社   
(3)「マネジメント・スコアカード」体系化の試み：藤島秀記著 ドラッカー学会年報 
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マネジメント・スコアカードの可能性 

                                  森岡 謙仁 
（研究会ファシリテーター） 

１．概要 

 ドラッカーが説いた「マネジメント」から、マネジメント・ツールとしての「マネジメント・

スコアカード」（以下、ＭＳＣ）を提案するとともに、ユニクロの公開情報から同社の経営をＭ

ＳＣの視点から整理する。また、ＭＳＣが機能する条件を提示するとともに、今後の研究課題を

記す。 

２．「マネジメント・スコアカード」とは  
最初に筆者の提示するＭＳＣの定義を試みる。 
ＭＳＣとは事業定義の評価に加え経営能力の評価と組織活動の評価の３視点から組織体

のマネジメントの目標設定および経営活動の状況（パフォーマンス）をフィードバックす

るだけでなく、自ら（個人と組織）の目的とミッションを継続的に実現するためのひとつ

のマネジメント・ツールである。 
３．ＭＳＣのフレームワーク 
 ＭＳＣについては、当学会の藤島秀記理事の「『マネジメント・スコアカード』体系化の

試み」（注１）および、「『実践版経営モデルとしてのマネジメント・スコアカード』―２

つのスコアカード論への旅―」（注２）に詳しい。事実、本論はその示唆を多いに受けた 
 現在のところ考えられるＭＳＣのフレームワークは以下のとおり。 
〔１〕事業定義の社会性評価（注３）。 

    ①目的とミッションの社会性 
      ＞わが社の事業は何か。わが社の事業は何でなければならないか。 
    ②顧客創造（顧客定義、顧客価値の定義など） 
    ③成果（提供価値）の定義 
    ④事業計画 
 〔２〕経営能力の評価（注４） 
    ①投資の決定 
    ②人事の決定 
    ③イノベーションの成果 
    ④戦略の成果 
     ＞業績評価の５つの計器（注５） 
       1.市場地位   2.イベーション  3.生産性  4.キャッシュフロー 

        5.収益性（利益率×資金回転率） 
〔３〕組織活動の評価（注６） 

「事業は顧客を創造することができなければならない。」（注７） 
    ①マーケティング ②イノベーション   ③人的資源     ④資金   
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   ⑤物的資源   ⑥生産性   ⑦社会的責任   ⑧必要条件としての利益 
   ※「経営管理者の働きぶり」は、②人的資源、⑥生産性、⑦社会的責任 
    と関係すると考える。 
４．ユニクロをＭＳＣの視点で理解する 
  ドラッカーの支持者である柳井社長率いるユニクロのビジネスモデルをＭＳＣのフレ

ームワークで表現してみた。グループのステートメントは「服を変え、常識を変え、世

界を変えていく」として、顧客創造経営を推進しているという。（注８） 

（Ｃ）Ｋ．Ｍｏｒｉｏｋａ＠Ｅａｒｔｈｔｅｍｅｅｒ Ａｄｖａｎｃｅ Ａｄｖｉｓｏｒｙ 2010 1

◇ＭＳＣ視点によるユニクロのビジネスモデル

• ユニクロの

顧客創造経営

（１）マーケティングの目標
（２）イノベーションの目標
（３）人的資源
（４）資金
（５）物的資源
（６）生産性の目標
（７）社会的責任の目標
（８）条件および制約としての利益

一人当たり活動顧客数
店舗当たり収益性（新店舗、大型店、新業態）
投資利益率（店舗、イベント、宣伝広告）

人的生産性の向上
店舗効率の向上
資金生産性の向上

生産性

離職率
有利子負債額
当期利益額

人的資源の充実
資金調達と運用の効率化
未来費用としての利益確保

経営資源

全員情報発信の徹底率
グローバル人材教育の受講人数
全員ミーティングでの発言人数
ＩＴプロセスの成熟度

組織能力の向上
経営管理者の能力強化
一般従業員の能力強化
ＩＴ部門の能力向上

人的資源

新製品発売数、新製品成長率、新製品販売比率
新製品売上高（既存顧客、新規顧客）、
製品開発時間、新製品開発コスト、
既存製品新市場開拓額、新製品新市場開拓額、
立地分析（地域別世帯構成、購買力統計）
業態開発企画数、新業態開発数
海外取引比率（インドネシア、中国）
物流ルート分析（時間、配送コスト、物量）
業務改善提案数（社員、アルバイト）

製品開発力の強化
市場開拓力の強化
業態開発力の強化
生産拠点の開拓
物流ルートの効率化
業務プロセスの改善強化

イノベー
ション

ＷＥＢサイト登録者数、イベント参加者数
ユーザーブログリンク数、サイトアクセス分析
アンケート分析（顧客層、見込み客、ユーザー）
新聞に掲載された取材記事数
ＴＶ放映数（社長、会社、商品）
既存製品売上高（リピーター、新規顧客）
既存製品廃棄分析
チラシ・メルマガ配布効果分析（店舗、商品）、
ＴＶ-CF効果分析、

市場シェア分析（店舗、商品）

潜在顧客の掘起し強化
ＷＥＢマーケティングの強化
顧客の声の収集力の強化
マスメディアの活用

既存製品の市場位置の確保
的確な宣伝広告の維持
市場内シェアの向上

マーケティ
ング

難民支援額、障がい者比率、リサイクル件数
顧客分析（ロイヤルカスタマーの数含む）
来店客数（来店者数、購買者数）
顧客購買分析（維持率、離反率、客単価）
顧客リピート分析
アンケートによる顧客満足度分析
クレーム分析（クレーム数、対応満足度）

社会貢献の推進

顧客育成プロセスの監視・統制

リピート率の向上
顧客満足度の向上

社会的責任
と顧客創造

測定指標（ＫＧＩ,ＫＰＩ）※数値は略主な経営活動（ＣＳＦ）目標領域

企業・事業の目的は
顧客創造

自己目標管理
「現代の経営（上）」４章～７章、

「マネジメント（上）」４章～９章。

マネジメント・スコアカード

 
 
５．スコアカードが機能しない現実 
 経営品質賞、ＢＳＣ（バランススコアカード）の導入企業の中には、「期待した成果がで

ない」と言う企業があることも聞く。またこれらのスコアカードだけでなく、目標管理制

度の現実にしても、それを仕掛けた経営側と人事側の満足度に比べて、仕掛けられた従業

員の目標管理制度に対する満足度は低いという。何故、このようなことが起こるのかとい

う疑問は、ＭＳＣについても同様であると考えられる。 
 
６．ＭＳＣが機能する条件 
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〔１〕組織と個人の“心の絆”の維持 
 ドラッカーは「現代の経営」の中で、「目標によるマネジメントには、非常な努力と特別

の手法が必要である。企業においては、経営管理者は共通の目標に向けて自動的に方向付

けされるわけではない」（注９）として、マネージャーズ・レター（manager’s letter）（注

１０）の事例をあげている。 
さらに「マネジメント－課題･責任・実践」においては、「自己目標管理は、人間という

ものが責任、貢献、自己実現を欲する存在であると前提する。」（注１１）ものの、「組織が

必要としているものは、個の強みと責任を全開し、全員のビジョンと活動を共通の目的に

向けて方向づけ、チームワークを実現し、個の目標と共同の利益を調和させるためのマネ

ジメントの原則である。」（注１２）と述べている。 
 次の図は、マネージャーズ・レターに書式を与え、記述例を示したものである。 
 

（Ｃ）Ｋ．Ｍｏｒｉｏｋａ＠Ｅａｒｔｈｔｅｍｅｅｒ Ａｄｖａｎｃｅ Ａｄｖｉｓｏｒｙ 2010 2

◇ＭＳＣを機能させる手法のひとつ

• 部下の能力を自主的に引き出す方法

目標面接；組織と個人の目標を
達成するための関係性の維持

上司の仕事の目標 1.リピーターの増大
2.新規顧客の獲得（○○件）

1.年間売上目標の達成
自分の仕事の目標 2.戦略商品のリピーターの増大

3.新人の早期戦力化

自分の仕事に 1.四半期の個人売上目標の達成
要求されている水準 2.リピート売上の前年対比15％増

3.新人営業力を６ヶ月間で強化する

1.月次営業活動計画の改善
目標達成のために 2.有望得意先への優先営業の展開
行うべきこと 3.商品及び技術知識の修得

4.新人指導時間の確保

所属部門における障害 1.新人教育が上手く進まない
2.技術知識を学ぶ機会が少ない

上司や会社が行っている 1.オフサイトミーティング
ことで助けになっていること 2.喫煙ルームの確保

障害になっていること 1.夜８時前には事務所を出にくい
2.月例部長会議のための資料作成

1.月次営業活動計画の最適化
目標達成のために今後１年間で 2.週間営業活動計画の質的な向上
自分が行うべきこと 3.コーチングの実践力の向上

上司の名前 城田 誠 氏名 山岡 孝治

（１）マーケティングの目標
（２）イノベーションの目標
（３）人的資源
（４）資金
（５）物的資源
（６）生産性の目標
（７）社会的責任の目標
（８）条件および制約としての利益

企業・事業の目的は
顧客創造

（現代の経営、P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社刊、P194を基に森岡が作成）

自己目標管理

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
ズ
・
レ
タ
ー

方向と目標を
合致させる。

 
〔２〕「経営管理者の働きぶり」が鍵 
 ドラッカーは、「経営管理者の仕事ぶりと育成にかかわる目標をきめることは、かなり容

易である．」（注１３）としており、ＭＳＣの定性的な目標においても試行錯誤の努力を 
諦めさせない。実際、「現代の経営」第 27 章「経営管理者とその仕事」には、具体的な示
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唆がある。 
 

７．結論 
ＭＳＣは、十分に機能するマネジメント・ツールであると思われる。と同時に、ドラッ

カーが追い求めた「理想社会」を実現する方法の一つになるのではないか、その可能性は、

それは、次ぎの言葉でも明らかである。 
「目標と自己管理によるマネジメントこそ、まさにマネジメントの哲学と呼べるもので

ある。この原理は、マネジメントの概念そのものを基礎としている」「この原理は、企業の

規模を問わず、あらゆるレベルのあらゆる経営管理者に適用することができる。．．．それは、

真の自由、法のもとにおける自由を実現する」（注１４） 
 

８．今後の研究課題 
①仮説と検証のための事例収集（ユニクロ、グーグルのマネジメントなど） 
②ＭＳＣの運用手順の考察 
 
 
 
〔脚注〕 
（注１）「文明とマネジメント」ドラッカー学会年報（2008 年）pp35－49、 
（注２）「ドラッカーの窓から明日を考える研究会」レポート（200７年 11 月 17 日） 
（注３）①pp48－49、②pp259－268． 
（注４）④pp92－96． 
（注５）⑤pp323－329． 
（注６）③（上）p130． 
（注７）③（上）p129． 
（注８）「成功は１日で捨て去れ」柳井正著、新潮社。p221. 
（注９）①p181、③p70 にも「自己目標管理を制度化することが必要である」の同様の記

述がある。 
（注１０）⑥p129 
（注１１）③（中）p86 
（注１２）③（中）p87 
（注１３）①（上）p120 
（注１４）①p206． 
＜参考文献＞ 
①現代の経営 
②創造する経営者 
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③マネジメント 
④乱気流時代の経営 
⑤未来企業（1986－1992） 
⑥THE PRACTICE OF MANAGEMENT(PETER F.DRUCKER,Collins edition 2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営・情報システムアドバイザー アーステミア有限会社 代表取締役 森岡謙仁。 
［主な著書等］ 
「驚くほど利益を上げる業務改革の成功手順」「バランススコアカードで会社を強くする

手順」（中経出版）、「情報システム部ムダ取りマニアル」「ＭＯＴリーダーの仕事と責任

（TECHNOVISION 連載）」（新技術開発センター）。 
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ドラッカーのＭＳＣおよび利益観に関する一考察  

－時間、不確実性と利益－ 

 石川正宏 
 

１．マネジメント・スコアカード 

マネジメント・スコアカード（以下略称をＭＳＣとする）とは、P. F. ドラッカーが生前

に使用していた個人的なコンサルタント用のツールのことを指している。ドラッカー本人

から 2000 年の秋にインタビューを行ったドラッカー学会理事の藤島秀記教授によれば、そ

の時のドラッカーの発言に次のような一言が含まれていたという。 
 
「アメリカの株主利益市場主義は既にピークを過ぎました。まだ終わってはいませんが

急速に衰えています。アメリカでいま最も成功している新しいマネジメント・ツールは何

かというと、私が 1954 年に開発した『マネジメント・スコアカード』なのです。これは企

業の成功を数字に照らしてチェックするもので、私のオリジナルには 7 つのチェック項目

がありました。収益性はその中の一つにしか過ぎません。ただしきわめて重要なものです。

収益性の重要度を過小評価してはいけません。それは企業や経済が将来も確実に存続して

いくための唯一の手だてなのです。経済のリスク・プレミアムなのです（以下略）」 
 
後日、藤島教授がインタビューの整理と翻訳を行っていたときにこの発言に気が付き、

このＭＳＣのコンセプトについてドラッカー教授に問い合わせ、幾度か書簡のやり取りが

行われた。 
その中でのドラッカーの要旨は以下のようなものであった。 
① 1954 年に出版した『現代の経営』のなかの 7 章で、私は「事業経営の最重要事項」

を７つ指摘し詳述した。 
② 当時私は、教鞭を執る傍ら、多くの大企業のコンサルタントを引き受けていた。そこ

では、必ずトップマネジメントに「事業の定義」と「事業の目標」を具体的に明記指

させ、その目標を組織の成員全員が共有し実行するために 7 つの最重要課題に分類し、

それを成員一人一人がカードに書き込めるように工夫した。 
③ ＭＳＣでとくに重要なコンセプトは、次の二つのバランスを如何にとるかである。一

つは目標を設定するには「収益性」と「非収益性」とのバランス、二つは長期と短気

のバランスの問題が重要である。この点についても既に『現代の経営』で詳しく書い

たつもりである。 
  
 ドラッカーは、半世紀前に『現代の経営』の中で二つのコンセプトを紹介した。一つが

『事業の使命』である。すなわちこの会社は成果をどう考えているか。この会社の最重要

な事業領域は何であり、この会社のマーケットとテクノロジーについての基本的な仮説は
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どの様に創られているのか。そしてこの会社のコアコンピタンスとはとは何であるのか。

もう一つは、多元的な事業領域にわたり、単一ではなく複数の戦略目標を提示したことで

ある。そして、これらの主要な事業領域の戦略的目標をバランスさせて不断に挑戦してゆ

くこと、これを彼はコンサルタントとしての活動の中で『マネジメント・スコアカード』

と呼ぶようになった。 
 当時から彼が言っていたことは、単一の事業領域にのみ焦点を当てると、それが失敗へ

の旅立ちになってしまうということである。ここ数年間、アメリカの多くの企業は短期の

利益のみを指向してきた。唯一の目標、かつ短期の利益追求、この行為の結果が数年を経

ずして、昨日までの『繁栄した経済の軌跡』を瓦解させてしまったとドラッカーは言う。

この点については当時（1954 年）から、ことあるたびに注意を喚起してきたそうだが、“主

要な事業領域の目標をバランスさせる仕事ほど、有能なマネジメントと無能なそれをわけ

るものはない”と彼は論じる。 
 我々は今、激しい変化の時代に中にいる。その変化はマーケットをはじめ、テクノロジ

ー、流通経路、労働力にまで及んでいる。今は事業の使命を定義し、再定義する方法を改

めて考え抜かなければならない時期にきている。すなわち目標とする主要な事業領域は何

か。選択と集中に焦点を当てるためには、これらの目標をどうバランスさせたら良いのか。

さらに全組織が事業の方向と目標についての共通のビジョンで結ばれ、目標達成による成

果を通じて事業単位である各部門が有機的に結ばれ、各部門が全社の成功と繁栄に貢献で

きるように考え抜かねばならない（※１）。 
この藤島教授からの報告を受けて開かれたのか今回のマネジメント・スコアカード研究

分科会である。 
 
 

２．研究分科会での議論とドラッカーの利益観 
どの様な業績評価指標を導入するかによって、組織の成員の行動は左右される。 
まず藤島教授から報告によれば、ＭＳＣ自体はあくまでドラッカー教授の個人的なコン

サルタント用のツールであり、問い合わせた際には、『現代の経営』を読んでくれと言いＭ

ＳＣの詳細を自ら明らかにしようとはしなかったという。分科会における議論の中ではＭ

ＳＣの存在自体に懐疑的な意見も出ていた。ドラッカーの著作の翻訳を多く手がけたドラ

ッカー学会代表、上田惇生教授は「そんなのないよ、マネジメントのスコアカードという

意味でしょう。」と発言している。 
しかし、ドラッカーがツール・評価指標を用いずに，自身の膨大な著作に従ってコンサ

ルタントをしていたとは考えにくい。ＭＳＣの様な何かしらの道具を使用していたのは間

違いないだろう。無論、個人の道具は個人の知識に属すもの。我々が研究を行い、ドラッ

カーの道具を形式化したところで、使用には無理があることは認めなければならない。数

値目標の形骸化も懸念される。こうした点には注意を払うべきである。 
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藤島教授は、ドラッカーも歳をとり、身体も思うように動かなくなり、自分が訪日する

こともかなわなくなったために、自分の使っていた道具について、つい口に出してしまっ

たのではないだろうかという話をされていた。 
 
分科会の中で出た意見には「難点というか理解に苦しんでいることが『収益性・非収益

性，長期・短期のバランスが重要である』ことのカードへの反映である」というものもあ

った。また、このドラッカーのマネジメント理論が名前からしてロバート S. カプランとデ

イビッド P. ノートンが提唱したバランスド・スコアカード（ＢＳＣ）と類似点があること

は容易に想像がつくが、このバランスド・スコアカードを導入すると、評価指標がどうし

ても財務志向に陥りがちになるという話も出た。 
マイケル・ポーターは、バランスド・スコアカードの四つの視点、すなわち、顧客はど

う見ているか（顧客の視点）、どの分野で秀でるべきか（社内プロセスの視点）、改善ない

し価値創造の余地はあるか（イノベーションと学習の視点）、株主はどう見ているか（財務

の視点）の四つを階層問題として捉えるべきだと指摘し、最終目標は財務の視点であり、

ＲＯＩであるべき、としている（※2）。 
ＢＳＣは元々「戦略マップ」であり、株主に会社の戦略を説明するツールとしての役割

がある。ＢＳＣの目標領域はＭＳＣの枠組みを示している。だが、ドラッカーがマネジメ

ントに託したものはそれだけだったのだろうか。 
 

 そこで、研究成果作成にあたって、ドラッカーの利益・収益観について簡単な考察を試

みたい。ドラッカーは『現代の経営』の７章で以下の８つの事業目標（※3） 
 
①マーケティング、②イノベーション、③生産性、④資源と資金、⑤利益、⑥経営管理

者の仕事ぶりとその育成、⑦一般従業員の仕事ぶりとその育成、⑧社会的責任 
 
これらをバランスさせることを論じる前に、社会一般の通念や経済学の中で支配的な利

潤最大化の概念・利潤動機を批判している。もちろんこれは、利益・利益率(Profit,  
Profitability)が重要ではないと言っているわけではない。ドラッカーは、利益は企業や事業

の目的ではなく、条件だとしている。問題は利益を最大化することではなく、経済活動に

伴うリスクをカバーし、赤字を出さないために必要な利益をあげることだと論じる。ドラ

ッカーは「企業人の代わりに、利益に全く関心のない天使が役員の椅子に座っても、利益

に対しては関心を持つことになる。このことは、ソ連の企業体を運営する人民委員につい

ても言える。」とも言っている（※4）。これは彼の「未来費用」の考え方で、単なる利益へ

の反感ではなく、組織をマネジメントする際に利益に関心を持たざるを得なくなる様を積

極的に説明したものだと理解している。そういった理があった上で、利益という指標を他

の指標とのバランスをとらせようと考えたものと思われる。それなくして、単に利益否定
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に走る様なことがあれば、読み違いも起こり得るのではないだろうか。 
 
 ドラッカーは必要な利益率は簡単にわかるとしている（※5）。それは、必要となる各種

資金調達の、資本市場における金利に等しいという。自己金融の場合は、現在既に事業で

使用している資金について、資本市場の利子率に相当する利益を生み出すことに加えて、

資金を社内留保できるだけの利益が必要になる。要するに、固定費を含めて事業に投下し

た資金の資本調達コスト以上の収益率を目標として定める必要があるということになる。 
  

資本 Cost ≦ 目標 ROI or 利益(Profit, Profitability) 
 

ただし、ドラッカーは、投下資本利益率といった指標は厳密な数字であるかのごとき誤

解を与える恐れがある。そもそも過去に投下した資金を計算するにはあまりにも変数が多

すぎて適切な方法がない。そこで賢明な方法は、探求の努力をやめ、単純な方法を採用す

ることだとして、理論的には不備だが「当初の投資額、すなわち減価償却前の投資額に対

する税引き前利益の割合を尺度として採用すること」をあえて推奨している（※6）。 
さらに利益には時間的要素を入れる必要がある。時間の経過があれば、それに伴いリス

クや不確実性も増してくる。業績の良い年に目標を達成出来たとしても、次の年もそれが

続くとは限らない。利益率は業績の波をならした平均として捉える必要がある。また、時

間の経過と共に組織の再編や、重大な社会的責任に関する問題に処置を行う必要が出てく

るかもしれない。繰り返しになるが、利益は未来への存続のためのリスク・プレミアムと

して捉えられる。 
 

Cost + リスク・不確実性(Uncertainty) ≦ 利益(Profit, Profitability) 
 
ただし、この考えのみでは、未来が不確実なものであると考えるのであれば、必要とな

る利益目標は無限大に増加してしまう。それでは合理的な目標設定とは言えない。 
経済取引という視点から考えれば市場それ自体が利益の制約条件である。現状(current)

の市場需要以上の利益目標を立てることは合理的ではない。 
 

Profit ≦ Current Market Demand 
 
ここで時間の要素も加味して、マーケティングによる新たな需要開発やイノベーション

による取引形態そのものの革新があると考えれば、その不確実性により合理的に許容でき

る目標は大きくなることになる。 
 

Profit ≦ C M D + Marketing + Innovation 
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しかし、マーケティングやイノベーションの目標は現状とは必ずしも一致しない意識で

あるため、短期の目標とはそぐわないかもしれない。リスク・プレミアムとしての利益・

利益率を支えるためには、如何にマーケティングとイノベーションをバランス良く行える

かが重要ということになってくる。 
 ここでここまでの議論をまとめると、 
 

Cost + Uncertainty ≦ Profit ≦ C M D + Marketing + Innovation 
 
この不等式が成立出来るように事業のバランスを如何にして実現するかということにな

る。長期的にこれが維持できなければ、事業の繁栄はおぼつかなくなってくる。 
イノベーションやマーケティングの目標を実現するには、それを賄えるだけの利益を確

保する必要がある。この視座から見れば利益・収益性は未来への制約要因である。もちろ

ん事業規模を支える生産性の目標や、それを支えるマネジメント・従業員の育成目標もで

てくる。利益についても、ドラッカーが必要な利益率を説明したときに例にあげたような

税引き前の経常利益率を目標とすべきか、未来費用としての意味を強めて利益処分した後

の繰越金を目標とすべきか、それともそれぞれ逆算して売上高か粗利益を目標とすべきか、

こうしたことにも議論の余地があろう。 
  
 また、ドラッカーのＭＳＣに準拠するような評価基準が論じられている『乱気流時代の

経営』の冒頭ではインフレ修正について論じられている。マネーは価値の尺度であり、価

値そのものだとされているが、インフレ環境下ではその前提にも疑問符が付く。たとえ「史

上最高益」を更新したとしても、その数字は幻想かも知れない。経済の基底を見ること、

マネー、利益・収益性以外の指標とのバランスを計る必要性ここからも見いだせる。ドラ

ッカーの利益・マネー観を検討し、彼が底流分析(bedrock analysis)と呼んでいた手法（※7）
の一端として、このＭＳＣの研究をする道も開けてくると考えられる。それがあれば、あ

るいはバブル的好況に振り回されて過剰投資に走ってしまうリスクを低減できるかもしれ

ない。 
 
３．研究課題 
企業でＭＳＣを活用するにはどうすれば良いのか。 

 ここまで概観してきた様なＭＳＣの概念は抽象的であり、企業組織全体、あるいは社会

全体の見るためのツールであるため、これを研究したとしても実際の現場の部署で活用す

るのは困難であると思われる。また、ＭＳＣの具体的導入にあたっては、まずビジョン・

使命ありきと論じられるがその有効性を検証することも難しい。さらに繰り返しになるが、

数値目標を重視すれば、それの形骸化も懸念される。ドラッカーがＭＳＣの存在を長年あ
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まり公にしなかったのには、こういった背景もあるのではないだろうか。 
「主要な事業領域の目標をバランスさせる」ことの出来る業績評価指標の研究を目指す

べきだと考えるが、今回の研究分科会においては、まずはそれぞれの部署で実際に使うこ

とができる「マネジメント・スコアカード」の策定方法が研究課題となる。 
 
 
【脚注】 
※ 1：藤島秀記「「マネジメント・スコアカード」体系化の試み」ドラッカー学会年報『文

明とマネジメント』Vol.2,2008,pp.35-49. また、藤島教授には研究会にて報告を頂いて

いる。 
※ 2：キャプラン、ノートン「バランス・スコアカード」、『ハーバード・ビジネス・レビ

ュー』ダイヤモンド社、Nov,2006, p.145. 
※ 3：後にドラッカーは７つの目標のうち従業員育成の項目を「一般従業員」と「経営管

理者」の二つに分けた 
※ 4：P.F. ドラッカー『ドラッカー選書[新訳]現代の経営（上）』p.46 を参照。 
※ 5：同上, p. 113 を参照。 
※ 6：同上, p. 119 を参照。 
※ 7：同上, p. 137 を参照。 
 
【参考文献】 
① ドラッカー選書 『新訳「現代の経営」（上）』1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
② ドラッカー選書 『新訳「乱気流時代の経営」』1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
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自らの事業におけるＭＳＣの作成 

市川 和臣 
 

１．本分科会において設定するテーマ 

有限会社 H 社のライフ・ロング・エデュケーション事業部（市川が行っている教育ビ

ジネス）における「マネジメント・スコアカードの作成」 
 

２．成果物の概観 

〔1〕 本テーマ選定の理由について 
今回までの分科会を振り返って、改めて「皆様の共通見解は何か」について自問自

答したところ、「実例が大事である」ということが共通していたように思う。そこで、

「実例」をメインテーマにしたレポートを書くことにした。 
コンプライアンスなどの問題があり、「実例の研究」で他社を調査することは容易

でないが、自分の事業なら可能と考え、自分の教育ビジネス（具体的には中高生の家

庭教師）についてのＭＳＣを改めて作成することにする。 
 
〔2〕 ＭＳＣの定義について 

レポートを作成するにあたり、まずＭＳＣに対しての自分なりの定義を明らかにし

ておく必要がある。以前、丸山さんの発表の中で、上田先生が「マネジメント・スコ

アカードというものはなく、マネジメントのスコアカードがあるだけだ」というよう

な意味のことをおっしゃっていたと記憶しているが、これを踏まえ「ＭＳＣとは、『マ

ネジメント』のスコアカードである」を私の定義としたい。これは、『マネジメント』

（上巻）に書いてあることを実務に落とし込む中で、具体的に設定された「成果指標」

（目標など）がＭＳＣであるという意味である。 
 

〔3〕 弊社事業部におけるＭＳＣ（上位概念） 
 私の事業部における（といっても個人事業主なので、事業部と書くと大仰である

が）具体的な成果指標を詳述するに当たり、もう一段階抽象度の高いプロセスを通過

しなければならない。それは、『経営者に贈る５つの質問』の質問に答えるというこ

とである。この中の４つめの質問「われわれの成果は何か？」が同様にＭＳＣともい

える。 
質問１：われわれの事業（ミッション）は何か：活躍の助走 
ミッションと事業では、若干抽象度が異なるので、それぞれについて答えを変えな

いといけないのではないかと考えるが「事業は？」と聞からたら、「活躍（のため）

の助走」と答えるようにしている。この活躍というのは、実社会（ビジネスあるいは

非営利組織）での活躍を意味しており、一般の塾や家庭教師との差別化要因となって
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いると考えている。というのは、一般の塾などは「受験の合格」を唯一の目標として

いるが、実社会で活躍するためのスキルを伝達することには主眼を置いていないよう

に見えるからである。理想を言えば、生徒が英語でドラッカーを読み、海外の学生や

社会人とＥメールでやり取りができるようにしたい。 
質問２：われわれの顧客は誰か： 

狭義＝英語が苦手な中学生、文系科目が苦手な高校生 
広義＝マネジメントと社会科学の知識で活躍をしたい人々 

自らの実績から推測したコアコンピタンスから、狭義の顧客を導き出した。ちなみ

に、高校受験に関しては、ほぼ１００％の確立で第一志望校に合格させることができ

ている。事業定義から推論すると、広義の定義となる。また、上記はファースト・カ

スタマー（生徒）についてのみ記述した。実際は、ご父兄などのセカンド・カスタマ

ーが存在するが、論述があまりにも長いものになってしまうので、今回は生徒だけに

絞って考えることにする。 
質問３：顧客にとっての価値は何か：志望校に合格できる、勉強（学問）の面白さ

が分かる、勉強が好きになる、自分自身を理解してくれる、性格（気質）

に合わせて説明してくれる、将来を見通した指導をしてくれる、教科書に

書いてあることの背景を、雑談を交えながらしてくれる 
『マネジメント』に「顧客にとっての価値は、顧客に聞かなければ分からない」と

ある。上記は、その一端である。そのため、まだヒアリングできていない価値がある

かもしれない。 
〔4〕 弊社事業部におけるＭＳＣ（成果指標） 

ここから、具体的なＭＳＣ作成のプロセスに移行する。繰り返しになるが、この作

業は「質問４：われわれの成果は何か」に答えることでもある。『マネジメント』に

は、下記８つの領域で目標を設定することを勧めている。弊社事業部の目標は、以下

の通りである。 
・マーケティング：高校生＝推薦で大学に行けるように成績を伸ばす 
中学生＝勉強に対する障壁を取り除き、学問の楽しさを分かってもらう 
マーケティングの定義に関しては、非常に多くの議論があるが、『非営利組織の経

営』に従い「ニーズを満たすこと」を定義として採用した。今回は紙面の都合により、

最も長期のものを書くにとどめたが、毎週のヒアリング（生徒とご父兄が対象）をも

とに、月単位での目標を設定している。『マネジメント』に忠実にこのプロセスを実

行するなら、「マーケットシェアの目標」と「市場におけるリーダーシップの目標」

が必要になるが、今のところ受験後の活躍を主眼においている競合が見当たらないこ

とから（この点は、本来であればもっと詳しく調査しなければならないとは感じてい

る）、マーケットシェアは１００％であり、市場におけるリーダーシップも確保でき

ていると考えている。 
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・イノベーション：新しい科目・スキルとして「高機能発達障害児への指導ノウハ 
ウ」「世界史」「数学Ⅱ」｢数学Ｂ｣を追加する 
これがイノベーションに分類されるものなのか、人的資源になるのかについては、

今後改めて考えていきたい。現在のところ、イノベーションの定義は、「何か新しい

価値を提供するためにサービスやプロセスを変えること」と考えている。 
・人的資源：「高機能発達障害児への指導」について、ノウハウを身につける。「世 
界史」「数学Ⅱ」｢数学Ｂ｣について、センター試験突破レベル（具体的には生徒の 
志望校による）の学力を身につける。 
・物的資源：特に新しいものを購入する必要を感じていないため、目標の設定が必 
要ないのではと考えている。 

ただし、ＩＴ機器の発達により、今まで予想も出来なかったことが可能になり、そ

れによって「生徒が自ら学ぶ」ことが可能になるため、ＩＴの新製品については、努

めて新しい情報を入手する必要がある（一例ではあるが、英単語については、試験で

間違えたものに限り、自宅で私が吹き込んだものを i-pod に入れて、自宅で聴いてもら

っている。） 
・資金：運営に特にコストがかかっていないため、今のところ目標の設定は必要な 
いのではないかと考えている。 
・生産性：各授業に必要な時間の短縮を目標にしていたが（毎月１割減程度）、今 
は体調の都合もあり、目標を設定していない。 
『現代の経営』に忠実に行えば、付加価値（売り上げ－原価）をもとに設定すべき 

であるが、この事業では原価がほとんどかかっていないため、付加価値で目標を 
設定することが妥当だとは考えにくい。 
・社会的責任：「知りながら害をなすな」を実践すること。 

現段階では、このような形で非常に定性的（非定量的）な目標設定しかできていな

い。より積極的な社会的責任の目標設定については、まだ言葉で表現することができ

ずにいる。というのは、「責任」という言葉そのものの定義をすることができていない

からである。責任は英訳すると responsibility であるが、これを直訳すると「反応（可

能）性」である。これを字義通りに解釈して、「責任とは、何かに対して要求される反

応を全うすることである」と理解することもできるが、どうやらこれは狭義に過ぎる

ように感じている。「要求されていなくても人間（あるいは組織の一員）として当然行

わなければならない事柄」が存在すると考えているからである。これについては、詳

細な倫理学・哲学上の議論が必要となるので、今回はここまで記述するに留めたい。 
・利益：今後、事業を継続するためにどれだけの利益が必要かということであるが、 
現状の「２時間５０００円」（ほとんど利益）で今後も事業の継続は可能であると

考えており、目標は「現状維持」となっている。  
※追記させていただくが、これらの目標は２０１１年３月までに達成するように計画して
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いる。 
 
３．今後の課題 

マーケティングの目標について、もう少し詳細な目標設定が必要かもしれない。常識

的に考えれば、自分の事業が「マーケットシェア１００％」というのは、おそらく間違

っている。また、セカンド・カスタマー（さらには学校の先生方などのステークホール

ダー）のニーズに応えることも視野に入れるべきである。現状すでに、生徒とご父兄と

祖母の方で「行かせたい・生きたい高校」について意見が食い違っているという問題が

発生している。 
 
【参考文献】 
①ドラッカー選書 新訳「現代の経営」（上）1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
②ドラッカー名著集③「非営利組織の経営」 2008 上田惇生訳 ダイヤモンド社   
②ドラッカー名著集⑭「マネジメント」（上）：課題、責任、実践 2009 上田惇生訳 ダ

イヤモンド社 
 

以 上 
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慶應義塾大学法学部政治学科卒。Web 系システム開発会社勤務。 
人事系経営コンサルティング会社、人材紹介会社を経て、現職。ドラッカー学会推進委員。
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「マネジメント・スコアカード」の開発試論 

伊藤 年一 
 

１．「マネジメント・スコアカード」（以下 MSC）とは 

MSC は使命・ビジョンから事業領域を定義し、それぞれの事業領域で複数の戦略目標

（＝8 つの目標）を設定し、バランスさせ、それらを組織のすべての人々が共有し、行動

することによって目標を達成し、組織体を繁栄永続させるドラッカー「マネジメント」

を理論から実践に導くコンサルティングツールである。 
このツールは適切な評価尺度による成果の評価とそれらのフィードバック機構を備え

たものでなければならない。 
  

２．MSC 開発の試論 

〔1〕 MSC 標準フレームワークの確立(※１) 
   ドラッカーの著作である「現代の経営」や「マネジメント」をベースに MSC の標

準的な「フレームワーク」を確立し、すべての組織に共通した MSC 策定と実行のリ

ファレンスとする。 
〔2〕 MSC 評価基準の確立 

[2‐1] 策定プロセスの評価基準 
プロセス毎の評価項目と評価基準を定義し、評価する。 
① ミッション・ビジョン：適切性など 
② 事業領域設定：妥当性など 
③ 戦略目標：バランス性（長期と短期、財務と非財務、目標間トレードオフ） 
④ 戦略計画：実現性など 
⑤ 部門・個人目標設定：戦略目標の浸透度など 
⑥ 活動評価：評価項目の粒度、フィードバック度など 

[2‐2]  活動成果の評価基準（※２） 
使命・ビジョンの浸透度と６つの目標（マーケティング、イノベーション、経営資源、

生産性、社会的責任、必要条件としての利益）の活動成果を評価する。 
①「経営資源」、「生産性」、「利益」は財務的目標であり、定量的評価尺度を評価基準

として評価する。 
  具体的には財務指標（収益性、安全性、成長性、生産性）、市場シェア、時価総

額、就職人気度、存続年数など。 
②「使命・ビジョンの浸透度」、「マーケティング」、「イノベーション」、「社会的責任」

は非財務的目標であるため、定性的評価尺度を評価基準として評価する。 
  分野別に具体的な評価項目を列挙して分野別のベストプラクテス組織を基準と

した相対的評価手法などを取り入れる。 
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〔3〕 今後の活動 
   MSC を IT 企業向けのコンサルティングツール（ワークブックや手引書を含む）

として確立し、活用する中でツールそのもののレベルアップも図りながら、ドラッカ

ー「マネジメント」を日本の IT 企業に浸透させ、魅力的な将来性のある業界への脱

皮のお手伝いしていきたい。 
 
 
【脚注】 
※1：については、2008 学会年報「文明とマネジメント」の「MSC 策定の流れ」（42 ペー

ジ）や「目標と成果」分科会 2008－2009 年度成果報告の「ドラッカー・マネジメント概

念図」（20 ページ）を参照されたい。 
※2：「IT 企業とマネジメント」分科会 2008―2009 年度成果報告書の事例研究と試論（15
ページ～１7 ページ）を参照されたい。 

 
【参考文献】 
①ドラッカー選書 新訳「現代の経営」（上）1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
②ドラッカー名著集⑭「マネジメント」（上）：課題、責任、実践 2008 上田惇生訳 ダ

イヤモンド社   
以 上 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【執筆者プロフィール】 
伊藤 年一（いとう・としかず） 
19４４年 3 月 7 日 栃木県生まれ。 
現職はシステムコンサルタント。証券会社及び外資系コンピュータ･メーカーのシステム部

門で基幹系システム開発に従事。その後、ソフト会社を経営。 
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小規模企業の経営指標としての「ＭＳＣ」の策定と運用 

                                   上野 周雄 
 

１．本テーマの選定理由 

私の非常に限られた範囲での調査ではあるが、キャプラン/ノートンの「バランス・ス

コアカード」の様に体系的にまとめられた、ドラッカーの「マネジメント・スコアカー

ド」は存在しない。 
1976 年の米・新聞紙上に掲載された記事*1 で“Scorecard”という言葉を使っている。

これが、別の形で著作『乱気流時代の経営』の原著*2 に“A Scorecard for Managers”
として掲載され、訳書*3 では「スコアカード（評価表、得点表）」と表現されている。「マ

ネジメント・スコアカード」としての記述は一切無く、また、詳細説明も当然ながら無

い。これは、ドラッカー自身が企業のコンサルティングのためのツールとして使ってい

た考え方であり、決まった形や方法があるわけではないと考えた。 
よって、大げさな捕らえ方はせずに、まずは自身の関係する小規模事業の経営のため

の「スコアカード」を作ることからはじめたい。 
 

２．今後の研究方法 

〔1〕 ドラッカーの記述に従い、事業の将来が主に左右される以下の４つの領域におけ

るマネジメントの仕事ぶりの成果の評価を行う。それを、容易に行うための

“Spread Sheet”（一覧表）あるいは“Scorecard”（得点表）を作成する。 
① 投資―意思決定の際に期待した利益に照らして結果はどうだったか。 

② 人事―マネジメントの仕事に就かせるとき何を期待したか。その結果はどうであ

ったか。 

③ イノベーション―期待していたものは何か。１、２、３、５年後の結果はどうだ

ったか。 

④ 戦略―期待したことは起こったか。その目標は正しかったか。 

〔2〕上記は、評価までに時間が掛かる項目であるが、上記をベースに短期間で回せる項

目も有るのでこれを設定し、同様の手法を用いて、結果を期待に照らして評価し

てみる。 

〔3〕短期間で自社にあったものが出来るとは思えないが、（２）の繰り返しで徐々に改

善していき、自分なりの「マネジメント・スコアカード」の手法（方式）を確立

したい。 

以 上 
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【脚注】 
*1: The Wall Street Journal, Friday, September 24, 1976  
*2: Managing in Turbulent Times, 1980 by William Heinemann Ltd. 
*3:ドラッカー選書⑤ 『〔新訳〕乱気流時代の経営』 （1996 年、ダイヤモンド社） 

 

【参考文献】 
① ドラッカー学会年報 Vol. 2 『文明とマネジメント』p.35 掲載 

研究論文「『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」藤島秀記 
② ドラッカー名著集『現代の経営〔上〕』（2006 年、ダイヤモンド社） 
③ Managing in Turbulent Times, 1980 by William Heinemann Ltd. 
④ ドラッカー選書⑤ 『〔新訳〕乱気流時代の経営』 （1996 年、ダイヤモンド社） 

 

【執筆者プロフィール】 

上野 周雄（うえの・ちかお） 1949 年 3 月 17 日山梨県生まれ。 

赤井電機(株)にて海外ビジネス・R&D・企画管理職（海外駐在・出張先 43 カ国）、 

自社設立し代表取締役を経て、現東証マザーズ上場会社の常勤監査役。 

ドラッカー学会理事。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「マネジメント・スコアカード」分科会 

   

 

©2010 Drucker "Management" Study Group 
39 

 
「マネジメント・スコアカード」と「経営品質」に関する一考察 

浦﨑 道教 

１．本分科会で設定するテーマ 

「マネジメント・スコアカード」と「経営品質」に関する一考察 

 

２．本テーマの骨子 

本分科会で知り得た、「マネジメント・スコアカードとは何か」を自分なりに解釈し

た上で、そのマネジメント・スコアカードが「経営品質」(第４項で詳細を述べる)の骨

格に大きな影響を与えたのではないか、と仮説をたてた。 

 

３．「マネジメント・スコアカード」とは 

〔1〕 ＭＳＣの存在 

本分科会発足の基となった、藤島秀記氏の論文(①p35)より、「マネジメント・ス

コアカード」(以下、ＭＳＣと略す)なるものを目にした。その論文にあるドラッカー

との書簡により、ＭＳＣはドラッカーがコンサルタントをするうえで実際に“私的な

ツール”として存在していたことは事実と思える。従って、コンサルタントとしての

実態は知り得ないが、以下で述べるドラッカーの著作物より、そのイメージ・概要は

推測できたと言える。 

〔2〕 本分科会で得たＭＳＣの新たな理解 

①バランスト・スコアカード（ＢＳＣ）はＭＳＣをヒントに提唱されたが、ドラッ

カーはＢＳ対して否定的であったこと(＊１) 

②「マネジメント・スコアカード」の原点が 1976 年のウォール・ストリート・ジャ

ーナル紙に発表された”A New Scorecard for Management”の記事であり、この記

事が 1980 年に出版された「乱気流時代の経営」に収録されたこと(＊２) 

③ＭＳＣに関連した記述はドラッカーの多くの著作物に散りばめられていると思う

が、特に、以下の項目はＭＳＣのエッセンスを含んでいると思われる。 

  ・「８つの目標領域」(②p84、③p130) ・「マネジメント評価」(④p90) 

〔3〕 私の解釈 

①「８つの目標領域」について 

「８つの目標領域」はどのように位置づけられ、どのような相互関係にあるか、

を考察した。大きく、組織の内側、外側に分け、内側は経営資源という生産手段

とその結果である利益に分けることができる。ここで、ドラッカーも指摘してい

るように「利益」は目標というよりも「条件」と考えたい。 

(丸数字○n は「マネジメント」(③p130)に記載されている番号にあわせた) 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「マネジメント・スコアカード」分科会 

   

 

©2010 Drucker "Management" Study Group 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「マネジメント評価」について 

ドラッカーは、「事業の将来は、主として、以下の４つの分野における今日のマ

ネジメントの仕事ぶりによって左右される」(④p92)と言っている。 

(1)投資  (2)人事  (3)イノベーション  (4)戦略 

しかも、その評価は、例えば上記(2)では。「必要なものといえば、結果を期待

に照らして判断するための「得点表」を用意するだけ」(④p95)であり、また、上

記(4)では「その期待に照らして実際に起こったことを体系的にフィードバックす

る必要がある」(④p96)と説いている。 

私はこの「４つのマネジメント評価」は次に述べる「経営品質」で言うところ

の「経営幹部のリーダーシップ」に対するアセスメント項目に反映されたと考察

する。 

 

４．「経営品質」とは 

〔1〕 「経営品質」という用語を、1987 年、米国で制定された米国マルコム・ボルドリ

ッジ国家品質賞（以下、「ＭＢ賞」と略す。⑤）および 1995 年に創設された「日

本経営品質賞」（以下、「ＪＱＡ」と略す。⑥、⑦）の共通の考え方を意味するも

のとして使用する。 

〔2〕 「経営品質」のコンセプト 

(経営品質協議会のホームページ(http://www.jqac.com)より抜粋) 

「ＭＢ賞の特徴は、第一に、どんな組織でもシステマティックに展開できる方法

論を確立したことです。それは、①どの業種・業態にも共通する枠組み（フレーム

ワーク）、②枠組みを用いた見直し（セルフ・アセスメント）方法、③見直し実施後

の評価ガイドライン、の３点です。(中略) 

日本経営品質賞を含めた経営品質向上プログラムも、こうした米国ＭＢ賞の特徴
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をふまえるとともに、わが国の競争力強化、とりわけ「イノベーション」に焦点を

当てて、プログラムの見直しを続けています。」 

「日本経営品質賞は、わが国企業が国際的に競争力のある経営構造へ

質的転換をはかるため、顧客視点から経営全体を運営し、自己革新を

通じて新しい価値を創出し続けることのできる「卓越した経営の仕組

み」を有する企業の表彰を目的としています。」 

〔3〕「経営品質」のフレームワーク 

フレームワークに関して、「ＭＢ賞」と「ＪＱＡ」とでは一部、異なるが、大きな

差でないので、以下では「ＪＱＡ」のフレームワークを用いる。 

このフレームワークでは「８つのカテゴリー」がある。 

 

 

５．ＭＳＣと経営品質との関係 

〔1〕 ドラッカーと米国マルコム・ボルドリッジ国家品質賞との接点？ 

・「マルコム・ボルドリッジ賞の衝撃」(⑨)より、「ＭＢ賞」が誕生するまで４年半、

1882 年まで遡るが、ＭＢ賞の推進責任者が当時、日本を訪問し、日本のデミング

賞受賞企業を訪問し、工場を見学している。そして「この品質管理による日本企

業の成功を米国の多くの経営者に教えるが、その保守的な反応に全国的な品質賞

の必要を考えるようになった。」と記されている。 

更に、推進責任者はスポンサー探しに動き回るが、商務省にアタックする際、あ

る著名な博士の助言を得ている。この博士の名前は明記されていないが、「デミン

グ博士の崇拝者でもある」と記されているので、この博士はドラッカーでないか、

と推察する。 
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〔2〕 顧客指向の共通性 

①ドラッカーの言う事業の原点は顧客の理解にある。

ドラッカーはコンサルティングをする際に、最初に

以下の「４つの問いかけ」をしたのであろう。 

 ①「顧客とは誰か」 

  ②「顧客にとっての価値は何か」 

  ③「われわれの事業は何になるか」 

  ④「われわれの事業は何であるべきか」 

②経営品質では「理想的な姿」を描き、顧客・ 競争・

経営資源を認識したうえで、革新課題を設定すると

いう「組織プロフィール」を作成しているが、その

内容はドラッカーの「４つの問いかけ」に答える図

式である。 

特に、「経営品質」の顧客重視の考え方は当時の ISO9000、バランスト・スコア

カードに比べて特徴的だったと言える。 

〔3〕 「８つの目標領域」と「８つのカテゴリー」の類似性  

ドラッカーの「８つの目標領域」(図１)と「ＪＱＡのフレームワーク」(図２)にあ

る「８つのカテゴリー」を比べて分かる通り、内容的に非常に似ている。 

更に、ドラッカーは目標間、目標の長期・短期、収益性と非収益性などのバランス

を重要視しているが、ＪＱＡでもその点を考慮している。 

〔4〕 マネジメントの統合性・一貫性についての相違性 

①ドラッカーは「４つの問いかけ」で事業を定義し、「８つの目標領域」で目標を設

定して、「４つのマネジメント評価」で経営を評価する、という流れでマネジメン

トの統合性・一貫性を持たせている。しかし、これだけでは不十分である。更に、

現場へのフィードバックが大切であり、それは「マネジメント・レター」であるこ

とを森岡謙仁氏が指摘していた。（＊３） 

更に、森岡氏は「これがマネジャーの役割であり、人間性重視の仕事の進め方で

ある」ことを喝破した。 

②「経営品質」では基本的にはアセスメントで、評価(スコアリング)と提言(フィー

ドバック)はするが、どのように実行するか、その方法論は決められていない。具

体的には、ＭＢ賞では、他の経営手法(ISO9000、リーン経営、BSC、6σなど)との

調整で目標を実現させる。ＪＱＡでは、学習、特にＪＱＡでは、ＰＤＣＡ＋学習（Ｐ

ＤＣＬ）、すなわち、ダブルループによる仕組みを重視している。 

元々、「経営品質」は、マネジメントの方法論まで含んでいないと意味で、マネジ

メントの統合性・一貫性が失われているといえる。 
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６．まとめ・所感 

〔1〕 ドラッカーの顧客重視の考えは「経営品質」のコンセプトに大きな影響を与えた

と推察したが、仮説である。 

〔2〕 特に、ＭＳＣの「８つの目標領域」は「経営品質」のフレームワークにおける「８

つのカテゴリー」と内容的にも類似性がみられた。 

〔3〕 しかし、マネジメントの統合性・一貫性については相違性があり、人間性重視の

仕事の進め方が決定的な違いである。 

〔4〕  本考察により、今後、自分のコンサルティング・研修活動に活かしていきたい。 

 

以 上 

【脚注】 

(＊１) 本分科会第２回会合において、藤島秀記氏の講演より。 

(＊２) 本分科会第４回会合において、上野周雄氏の報告資料より。 

(＊３) 2010 年 2 月 24 日、「経営にＩＴで貢献する人材育成セミナー」日経ＢＰ社主催 

 

【参考文献】 

①ドラッカー学会年報 vol.2 「文明とマネジメント」の研究論文「マネジメント・スコ

アカード」体系化の試み」(藤島秀記著) 

②ドラッカー名著集②「現代の経営［上］」   「第７章 事業の目標」 

③ドラッカー名著集⑬「マネジメント［上］」 「第７章 目標」、「第８章 目標の設定と

その実行」 

④ドラッカー選書⑤「乱気流時代の経営」 「第５章 マネジメントの評価」 

⑤ドラッカー名著集②「現代の経営」 「第１１章 自己管理による目標管理」 

⑥「マルコム・ボルドリッジ国家品質賞 2005 年 審査基準書【対訳版】」日本経営品質賞

委員会 

⑦「日本経営品質賞 アセスメント基準書【2009 版】」日本経営品質賞委員会 

⑧「日本経営品質賞 アセスメントガイドブック【2009 版】」日本経営品質賞委員会 

⑨「マルコム・ボルドリッジ賞の衝撃」味方守信著 日刊工業新聞社 

 

 

 

 

 

 

 

 

【執筆者プロフィール】 
浦﨑 道教（うらさき・みちのり） 
大学院修士課程（情報工学専攻）終了後、ＩＴ系メーカーに入社。商品企画・開発、社内教

育に従事。人材育成関連の会社を経て、退職後、「えぐぜくパートナーズ」を設立。現在、

経営教育に関するコンサルタント・研修関連の事業を展開。 
（ドラッカー学会会員）  
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マネジメントスコアカード（ＭＳＣ）の真実（私見） 
北村 和敏 

１．本分科会で設定するテーマ 
マネジメントスコアカード（ＭＳＣ）の八つの指標（「マーケティング」「イノベーション」

「生産性」「資金と物的資源」「利益」「マネジメント能力」「人的資源」「社会的責任」）の

中の定量化し難い、抽象的な尺度である「マネジメント能力（管理職の仕事ぶりとその育

成）」「人的資源（一般従業員の仕事ぶりと行動）」「社会的責任」を如何にして組織内に浸

透させるか。 
 
２．テーマ設定の理由 
ほとんどの企業に置いて中期経営計画策定とその進捗分析は当たり前のようになされて

います。また中期経営計画はバランススコアカード（ＢＳＣ）に則した内容で多くが策定

されているようです。なぜならＢＳＣの４つの指標である「財務」「業務プロセス」「顧客」

「イノベーション・成長」の視点は戦略マップ化して社員並びにステークホルダーに説明

し易いからの理由だと思われます。しかし、長期（10 年単位・20 年単位）においての企業

存続と繁栄のためのマネジメント方法についての分析は不十分、もしくはほとんどなされ

ていないのが現状ではないでしょうか。なされていない理由は今回テーマとして取り上げ

る三つの尺度である「マネジメント能力」「人的資源」「社会的責任」のように抽象的で目

標が立て難く、定量化に向いていないため、説明が難しい点にあると思われる。しかし本

来、中期経営計画は企業の理念、経営ビジョン、倫理行動基準、さらには企業行動憲章、

コンプライアンス・プログラムをベースに構築されているべき代物です。このベースこそ

が企業存続のための絶対条件だと言えるのではないでしょうか。なぜなら、この部分には

企業倫理（コンプライアンス）と社会的責任（ＣＳＲ）を実践している組織と社員が存在

し、社会（企業の外）はこれらの実践行動（プロセス）を通して企業を見ているからです。

いくら素晴らしい業績を上げていても、社会から信用、信頼されないような企業は社会の

中での存続は不可能です。よって今回は敢えて、抽象的な尺度を如何に組織内に浸透させ

るかを研究テーマに取り上げたいと考えています。このテーマを追求することがドラッカ

ー・マネジメントの本質に迫れるのではないかとの期待感も持っております。 
 

３．ＭＳＣ分科会を通しての気付き 
マネジメントスコアカード（ＭＳＣ）とバランススコアカード（ＢＳＣ）の違いを説明

すると次のような言い方が出来るのではないでしょうか。ＭＳＣは企業存続と繁栄のため

の絶対条件としての企業倫理（コンプライアンス）と社会的責任（ＣＳＲ）に目を配る必

要があると言うコンセプトに立っている、だから抽象的な尺度である「マネジメント能力」

「人的資源」「社会的責任」は欠かせないものである。つまりＭＳＣは広義のスコアカード

と言える。なぜならＭＳＣは企業の存在意義からスタートしています。社会に必要とされ
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ることが企業の存在意義であることを指標として要求しているのです。企業の使命を見失

わないようにしている点が広義たる所以である。それと比較してＢＳＣは「財務（利益）」

に向かう為の指標を「業務プロセス」「顧客」「イノベーション・成長」の視点から規定し

た点では、狭義のスコアカードと言えるのではないでしょうか。ＢＳＣには企業倫理（コ

ンプライアンス）や社会的責任（ＣＳＲ）の尺度は入っていない。ＢＳＣは短期的な企業

診断を目的に組まれたスコアカードと言えるのではないでしょうか。社員の成長（人材育

成）の視点が入っているので中長期の目線があると思われがちですが、ここで言う成長の

視点は財務の視点（利益）に繋がる業務に対するスキルの教育を指しています。管理職や

従業員の企業倫理の教育までは要求していないのです。つまり、ＢＳＣはＭＳＣの部分集

合であり、企業が存続するための必要条件と言えるのではないでしょうか。 
多少入り組んだ話になりましたので、もう一度分かりやすくＭＳＣとＢＳＣを整理する

と以下のようなことが言えると思います。ＭＳＣは企業存続のための絶対条件であり、Ｂ

ＳＣは必要条件と言えます。人体に例えると、ＢＳＣは体格であり、ＭＳＣは体格プラス

人格ということも出来るのではないでしょうか。どんなに素晴らしい体格をしていても、

人格に問題があれば社会からは信頼されません。逆にどんなに素晴らしい人格者でも、ひ

弱な体格では理念もビジョンも机上の空論に終わります。つまり図１に示すように企業が

永続的に存在し続けるための企業価値は体格と人格の双方で決まると言えるのではないで

しょか。 
 

 
（図１） 
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４．ＭＳＣに関する２つの仮説と分析理由 
マイケル・ポーターが提唱するＢＳＣをはじめとして、たくさんの書籍が世の中に出て

いますが、ＭＳＣに関する書籍は皆無です。その理由はドラッカー自身が詳しくノウハウ

を残さなかった点にあります。なぜ詳しく残さなかったのか。非常に興味深い点だと思い

ます。ここでは２つの仮説を立てて分析してみたいと思います。 
まず一つ目の仮説はドラッガー自身が「故意に残さなかった」という仮説です。もしＭ

ＳＣの８つの尺度をノウハウ本で出していたら、8 つの尺度だけが独り歩きをして人間の

行動を管理してしまい、業績評価がシステム化されてしまうことを恐れたからではないで

しょうか。人間の行動を管理してしまうような尺度には魂が吹き込まれない。さらに自律

性やモチベーションの低下が起きる。目標、指標、尺度は与えられるものではなく内側か

ら湧き出てくるものでなければ意味がないと言いたいのでしょう。現にハウツウ本として

のＢＳＣが今一つ評価が低いのはマネジメントの本質からずれたところにある証拠かもし

れません。つまり仏像を彫って魂入れずのハウツウ本になり下がっているのかもしれませ

ん。ドラッカー・マネジメントのベースには「人間の能力の最大化」があります。それを

成し遂げるための鍵については、常にドラッガーは文章で伝えています。しかし決してノ

ウハウは教えない。ノウハウを教えた時点で「人間の能力の最大化」は自己否定を起こす

ことになる。自分たちで試行錯誤しながら勝ち取らない限り役に立たないことをドラッガ

ーは我々に伝えたかったのではないでしょうか。これが一つ目の仮説である「故意に残さ

なかった」ことに対しての分析理由です。 
二つ目の仮説は、ドラッカー自身も「残そうとしたが残せなかった」という仮説です。

なんとかハウツウ本として世に出そうとしたが、尺度の評価として定量化しづらい「マネ

ジメント能力」「人的資源」「社会的責任」は経営トップの企業理念、企業倫理（コンプラ

イアンス）、社会的責任（ＣＳＲ）に対する考え方と歴史的に培われてきた企業風土に大き

く左右されるだけにスタンダード的なノウハウを伝えられないと判断したのではないでし

ょうか。事業計画は、つまるところ企業理念、経営ビジョン、企業倫理行動基準、コンプ

ライアンス・プログラムが根底に敷かれていないと３つの尺度は評価が難しいと思われま

す。３つの尺度・指標のベースには経営トップの思想と企業風土があるだけにノウハウは

一般化できないと判断したのではないでしょうか。これが二つ目の仮説である「残そうと

したが残せなかった」ことに対する分析理由です。 
 

５．３つの尺度に対するドラッカーの思い 
ドラッカーはこれら３つの尺度をなおざりにしてはいけない理由として次のように表現

しています。「マネジメントたる者は、自らの行動によってそれら（３つの尺度）を具体的

なものにすることが必要となる。これらの領域をなおざりにするならば、企業そのものの

能力を低下させるばかりでなく、労使間の問題が生じ、あるいは少なくとも従業員の生産

性を低下させ、あるいは従業員の無責任な行為のために社会的な制裁を受けることになる。
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あるいは、活力のない凡庸なサラリーマン根性のマネジメント、企業全体の利益ではなく

自らの利益の為に動くマネジメント、そして挑戦の意思、リーダーシップ、ビジョンを欠

く偏狭で真摯さに欠けたマネジメントを抱えるリスクを冒すことになる。」（注１）と警告

しています。つまり、これら３つの尺度をなおざりにすれば、社会（企業の外の世界）か

ら必要性を認めてもらえなくなり、社会からの退場を命じられます。それだけに、この領

域にていては経営トップから従業員すべてにおいて共通の認識が必要なのです。特に企業

倫理（コンプライアンス）に関しては経営トップのぶれない姿勢が極めて重要であります。

なぜなら組織の気風を決定し、従業員の意識に影響を与えることになる、経営トップが作

り出す統制環境こそが企業内のすべての行動要素に影響を与えるからです。つまり経営ト

ップに対する信頼感が企業成長には不可欠な要因なのです。ドラッカーが「現代の経営」

（上）（下）において伝えたかったことは、「組織内に信頼がない限りＭＳＣの浸透は不可

能である」ということです。さらに信頼は沢山の物を創りだします。従業員の誇りと責任、

そして自律性とモチベーションの向上に繋がります。信頼を勝ち得るためには経営トップ、

経営管理者たちが公平、誠実、透明さを示し、人材育成への惜しまぬ姿勢を真摯な態度で

伝え続けることがＭＳＣを尺度して用いる場合の絶対条件なのです。ドラッカーが示した

ＭＳＣは組織で働く一人ひとりが自主的に考えていく、極めて人間系をベースに置いた、

奥が深く味わいのある「生もの」と言えるでしょう。 
 
６．今後の研究方法 

１） 初めに組織内（各部門内）で「人的資源」、「マネジメント能力」、「社会

的責任」という抽象的な三つの尺度が具体的な目標（戦略・アクションプラン）

となっているかを調査する。 
２） 次に調査結果を分析して出来ている部門と出来ていない部門の差異を分

析する。 
３） 分析内容を各部門が共有し、温度差をなくすための啓発活動の計画を作

成する。 
４） 計画に則り、差異分析資料をもとに各部門への啓発活動を推進する。 
５） 啓発推進活動結果を分析して、ＰＤＣＡサイクルを回していく。 

【参考文献】 
①ドラッカー選書 新訳「現代の経営」（上）1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 

（脚注１：第７章 ８５ページ） 
②ドラッカー選書 新訳「現代の経営」（下）1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
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ＭＳＣの概念を推定する 

                                                      丸山 有彦 
１．はじめに 
 ドラッカーの「マネジメント・スコアカード」についての直接的な文献は，藤島論文（文 
pp..36～39）の中にあるドラッカーの３つの手紙に尽きていると解される。 
 著作物に，「マネジメント・スコアカード」という用語は見つからず，手紙以外に「マネ

ジメント・スコアカード」（以下，ＭＳＣと記述）を明確に論じた文献は，存在しないと考

えられる。 
 したがって，３つの手紙を基礎にして，著作物から推定するしかない。 
 
 一般公開された文献においてＭＳＣという用語の存在が確認できない以上，ＭＳＣは存

在しないという言い方も可能であろう。 
 以下，スコアカードを使ったマネジメントのツールがあったとの前提に基づいて，これ

をＭＳＣと呼び，その概念を推定してみた。 
 
２．第１書簡と第２書簡 
 第１書簡(2000 年)でのドラッカーの発言の要旨は次のようになる。 
(1) ＭＳＣは，1954 年に開発された。 
(2) 企業の成功を数字に照らしてチェックするものである。 
(3) オリジナル・バージョンには７つのチェック項目があった。 
 
 第２書簡(2000 年)では、第１書簡をさらに具体化している。 
(1) 『現代の経営』(1954 年出版)の第７章で「事業経営の最重要事項」を７つ指摘した。 
(2) トップマネジメントに「事業の定義」と「事業の目標」を具体的に明記させ、 
  それを７つの最重要課題に分類し、カードに書き込めるよう指導した。 
(3) ＭＳＣの重要なコンセプトは、「収益性」と「非収益性」とのバランス、 
  及び、長期と短期のバランスの問題である。 
 
 この二つの書簡に従うと、企業の成功を数字に照らして、７項目にわたってチェックす

るツールがＭＳＣということになる。 
 そして、これらの項目は、『現代の経営』の７章にある８つの目標（従業員の育成の項目

を２つに分けたため８つになった）をいうことになりそうだ。 
 しかし、これでは困ったことになる。すなわち、「経営管理者の仕事ぶりと育成、働く人

たちの仕事ぶりと行動、社会的責任という」「領域の活動は、定量的には測定し得ないこと

を明らかにしておく必要がある。それらの三領域は人を扱う。そして、人は、全て一人一

人が固有の存在であって、足したり引いたり出来ない」（現 pp..119～120）のであるから、
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この３領域は少なくとも、数字に照らしてチェックできない。 
 藤島教授が言うように、この２つの書簡は第１幕のものであって、言葉そのものを厳格

に受け留めすぎることは意味がない。これら２つの書簡は、ＭＳＣを一筆書きにしたもの

であるから、これらからＭＳＣの大枠をつかむべきである。 
 この２つの書簡から言えることは、マネジメントの「特別な手法」がＭＳＣであるとい

うことであろう。 
 「特別な手法」とは何か。ドラッカーは、「目標によるマネジメントには、非常な努力と

特別な手法が必要である」（現 p.181）と書いている。 
 評価測定による自己管理が必要であるということである。 
 つまり、「目標管理の最大の利点は、経営管理者が、自らの仕事ぶりを自ら管理すること

が可能になることにある」（現 p.196）。そして、「経営管理者が自らの仕事を管理するため

には、自らの目標を知っているだけでは十分ではない。自らの仕事ぶりとその成果を、目

標に照らして評価測定できることが必要である。／したがって、経営管理者に対し、事業

のあらゆる領域について、明確かつ共通の評価基準を与えることが必要である」（現 
p.197）。 
 ２つの書簡から、自己目標管理を実行するためのツールが、ＭＳＣであると解したい。 
 
３．第３書簡 
 第３書簡(2002 年)で注目すべき点を３つ挙げてみる。 
 
(1) 「目標に向かって献身的な行動で統一性を達成できるのは、その使命、基本目標を組織

の全ての人々が共有し、十分に理解してもらうほかに方法はないのである」と、ＭＳＣが

自己目標管理に資する点を示唆している点が注目される。 
 第１と第２の書簡から導き出した「自己目標管理を実行するためのツール」であること

を補強するものである。 
 
(2) 『現代の経営』で提示したのは、ＭＳＣのコンセプトであり、「コンサルタントとして

の活動のなかで『マネジメント・スコアカード』と呼ぶようになった」「何度も繰り返し書

き、また話しても来た。事実これらのことは、私の国際的なコンサルタント活動の核心と

さえなってきた」とあり、ＭＳＣが長い時間をかけて発展し形成されてきたものであるこ

とが伺われ、注目される。 
 
(3) 「主要な事業領域で目標を設定することとその目標をバランスさせることが、とりわけ

大企業において統一性と多様性を確保する最善の方法だと指摘してきた」と、主に大企業

向けに使われ発展してきたツールであることが伺える。 
 これらについて書かれたものとして『創造する経営者』と『マネジメント』が挙げられ
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ている点も注目される。 
 
 以上の(2)および(3)からすれば、ＭＳＣにある種の「ゆれ」が生じたとしても、当然のこ

とと考えるべきであろう。長い時間をかけて形成されており、また大企業中心のものであ

ったことも、その後にゆれを生じさせる原因になったはずだ。 
 知られるように、『現代の経営』と『マネジメント』における８つの目標には違いがある。

前者では、「マーケティング、イノベーション、生産性、資源と資金、利益、経営管理者の

仕事ぶりとその育成、一般従業員の仕事ぶりと行動、社会的責任」である（現 p.90）。後者

では、「マーケティング、イノベーション、人的資源、資金、物的資源、生産性、社会的責

任、必要条件としての利益」となる（マ p.130）。 
 『創造する経営者』においては、別の観点から４つの分析が提示されている。「業績をも

たらす領域、利益、資源についての分析」「コストセンターとコスト構造についての分析」

「マーケティング分析」「知識分析」である（創 pp..172～173）。 
 さらに『乱気流時代の経営』によれば、経営管理者の採点表として、４つの領域の業績

が問われる。すなわち、①資本投資における業績、②人事における業績、③革新の業績、

④戦略対業績、である（乱 pp..82～86）。 
 これらは、主に大企業のコンサルタントとしての活動の経験から生まれたものであろう。

しかし、その後、ドラッカーは非営利組織の経営にかかわるようになっている。非営利組

織の経営に、ＭＳＣが無用だとは考えなかったはずだ。 
 ドラッカーは、「企業と非営利組織の違いは、大銀行と玩具メーカーの違い程度である。

組織それぞれの使命、文化、歴史、論理の違いによる部分は、マネジメント全体のほぼ一

割にすぎない」「マネジメントとは、あらゆる組織のための体系であり、機関である」と論

じている（明 pp..8～9）。 
 
 したがって、第３の書簡で明示された｢ＭＳＣの４要素」を持つ形式であるならば、ＭＳ

Ｃの一つのサンプルとして認められるのではないかと思われる。 
 ４要素とは、①事業の使命の定義、②事業の繁栄に結びつく主要事業領域の定義、③各

領域の目標設定、④主要な目標のバランス、である（文 p.39）。 
 
４．ＭＳＣの要素 
(1) 第１の要素 
 第１の要素が、事業の使命の定義である。使命が基礎になっている。「使命とともに全て

を始めなければならない」「使命があるからこそ、明確な目標に向かって進むことができ

る」からである。したがって、「組織として、また個人として、どのようなことで人々に記

憶されたいのか」を明確にすることから始めることになる（非 p.177）。 
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(2) 第２の要素 
 第２の要素が、「事業の繁栄に結びつく主要」事業領域の定義である。 
 事業の定義とは、「われわれの事業は何か。われわれの事業は何でなければならないか。

われわれの事業は何にならなければならないか」を問うものであり、つまりは、「目的を確

立し、目標と方向を設定するものである。それは、いかなる成果に意味があり、いかなる

評価基準が真に適切かを定めるものである」（創 p.282）。 
 さらに、「事業の繁栄に結びつく主要」なものである必要がある。そのためには、まず卓

越性は何かを問うことが必要である。そして、優先順位を決定すること、同時に劣後順位

を決定することが要請される（創 pp..283～286）。 
 
(3) 第３の要素 
 第３の要素は、目標設定である。「目標を設定することによって始めて、事業は晴雨、風

向き、自己に翻弄されることなく、達すべきところに達することができる」のである(現 
p.87) 。 
 そのためには、「自らの仕事ぶりとその成果を、目標に照らして評価測定できることが必

要である」(現 p.197)。 
 当初、ドラッカーは、「事業のあらゆる領域について、明確かつ共通の評価基準を与える

ことが必要」(現 p.197)としていたが、その後、「測定の尺度はいまだ不十分」(マ p.131）
としつつ、「状況を把握するための知識はすでに得ている。目標を検討できるだけの知識は

手にしている」(マ p.132)とする。 
 ここでは、予測にかかわる三つの手法に対しての言明が妥当しそうだ。「限界を認識した

上で正しく使うならば、マネジメントの意思決定を、単なる勘から理性的な推測へと脱皮

させるうえで大きな役割を果たす」(現 p.139) 。 
 
(4) 第４の要素 

 第４の要素は、主要な目標のバランスである。第２書簡で述べられているように、「収益

性」と「非収益性」とのバランス、及び、長期と短期のバランスが必要である。 
 「目標間のバランスほど、優秀な企業とそうでない企業を分けるものはない。公式はない。

それぞれの事業が、それぞれのバランスを必要とする。同じ企業でも経済の状態によって

異なってくる。バランスは機械的に測れるものではない。それ自体リスクを伴う重大な決

定である」ということになる（マ p.150） 
 したがって、「目標はつねに点検する必要」があり、こうすることで「事業上の多様なニ

ーズと目標をバランスさせること」が可能となる（現 pp..87～88）。 
 
 
 



ドラッカー「マネジメント」研究会 「マネジメント・スコアカード」分科会 

   

 

©2010 Drucker "Management" Study Group 
52 

５．おわりに 
 以上見たように、ＭＳＣは、バランススコアカードのような固定化した形式のスコアカ

ードではなく、各々の組織毎に、案出するスコアカードであると推定した。 
 また、自己目標管理を実践するためのツールであると解した。 
 したがって、「目標管理の最大の利点は、経営管理者が、自らの仕事ぶりを自ら管理する

ことが可能になることにある。自己管理によって、適当に流すのではなく、最善を尽くし

たいという強い動機がもたらされる。より高い目標とより広い視野がもたらされる」（現 
p.196）、この点にＭＳＣの目的があると考える。 
 
 
【参考文献】 
 文：「文明とマネジメント」ドラッカー学会年報 Vol.2 2008 ドラッカー学会 
 現：ドラッカー選書 新訳『現代の経営』(上) 1996 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
 マ：エターナル版 『マネジメント』(上) 2008 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
 創：ドラッカー選書 新訳『創造する経営者』1995 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
 乱：『乱気流時代の経営』1980 堤清二監訳 ダイヤモンド社 
 明：『明日を支配するもの』1999 上田惇生訳 ダイヤモンド社 
 非：『非営利組織の経営』1991 上田惇生＋田代正美訳 ダイヤモンド社 
 
 
【執筆者プロフィール】 
 丸山 有彦（まるやま・なおひこ）  
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参加者からのコメント 

 
石川 正宏 

この度の分科会のリーダー長島様と副リーダーの陣野様に感謝を申し上げます。 
今回からはわりと素の自分の姿で参加させて頂きました。なんで自分の様な者が参加し

ているのか結局よくわかりませんでしたが、最後まで面倒を見て頂きありがとうございま

した。無茶な話もあったものかと存じます。 
研究の内容についてはドラッカー本人が「雑だが、複雑すぎるよりはましだ」とした方

法論についてどう扱うかについては思案のしどころでした。 
成果物の全体的な形としては、ドラッカーが「イノベーションとマーケティング」とい

う言葉を、わりと始めの方で言い切るような形で立論するのに対して、逆に自分流になぜ

そういう概念にいたるのかという流れで文章を書きました。あくまで試論ですので、細か

いところは間違いがあると思います。ご批判頂ければ幸いです。 
ドラッカーが時間と利益について検討するときに参考にしていたジョエル・ディーン

Joel Dean (1906-1979)の『経営者のための経済学』（間書院、1951）は、私自身、通読し

たことがないので、此度を機会に国会図書館にでもあたってみたいと考えております。 
最後に改めましてリーダー長島様と副リーダーの陣野様に御礼を申し上げます。特に陣

野様におかれましては、いつも議事と成果提出期限のリマインダーを流して頂きありがと

うございました。 
 
市川 和臣 

 今回、マネジメント・スコアカードにつきまして、バランスド・スコアカードについて

執筆されている森岡先生をはじめ、多くの卓越した知見をお持ちの皆様とご一緒すること

ができたことは、本当に嬉しいことだったと感じております。マネジメントの勉強を始め

て８年になりますが、コンサルタント会社に勤務していた頃から、「経営の全体像」あるい

は「体系」というものが見えず、悪戦苦闘しておりました。営業という仕事柄、お客様に

提案書を出さなければならなかったのですが、全体像が見えない中で提案書を作ることは、

たとえそれがお客様の声をストレートに反映したものでも、経営コンサルティングの提案

としては説得力に欠けるものになってしまい、ひどくフラストレーションを抱えていた時

期があったことを思い出します。そして、今回の分科会に参加して、「５つの質問」と『マ

ネジメント・スコアカード』は、その「全体像」を私達に与えてくれるものだと、再認識

することができました。もちろんバランスド・スコアカードなど既存のツールにも体系性

はありますが、社会的責任が抜け落ちたりしていて、充分に包括的なものとなってはいな

かったのではないかと考えることが出来ます。マネジメント・スコアカードは、まだまだ

研究の余地がある深い題材です。今後、さらに研究と続けていくとともに、実践による知

見を得て行きたいと思います。 
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伊藤 年一 

私はドラッカー「マネジメント」を学べば学ぶほど『もし、私がドラッカー「マネジメ

ント」を会社設立の前に学び、実践していたら失敗は避けられたかもしれない』という感

想を抱き、これをもっと世の中に広め、成功例を増やしたいという願望を強くした。 
そこに丁度、藤島先生の『「マネジメント・スコアカード」体系化の試み』からドラッカ

ーが自らのコンサルティングツールとして MSC なるもの使っていたようだということ知

った。そして、私は MSC があらゆる組織に共通するドラッカー「マネジメント」の方法と

作法を世の中に広めるツールになるのではないかという期待を持ちながら当分科会に参加

した。当分科会ではドラッカー「マネジメント」が現実(現場)の様々なケースから抽象化、

体系化された非 MBA 的なものであるから、教えるための知識や技能が体系化されていない

のは当然で、無理に MSC なるものを定義し、標準化する必要はない。という見方のあるこ

とも学んだ。しかし、本当にそうだろうか。私はＭＳＣの共通フレームワークを提供する

ことはドラッカー「マネジメント」を実践する人々にとっての近道となり、より早く成果

を上げる手助けになると考える。さらに MSC のマネジメント評価基準をサンプルとして提

供することは実際上、組織ごとに評価基準を設定することになるとしてもゼロから考える

よりははるかに評価実践の近道となるはずである。一方で、ドラッカー「マネジメント」

の真髄である現実からの体系化は実践の中から生じる様々な事例（ケース）を収集し、MSC
に取り込むことでより、MSC が成長していくと思われる。 

MSC をドラッカー「マネジメント」実践のための手引書として多くに組織に提供してい

くことは決してドラッカーの意に反することではないと思う。 
 
上野 周雄 
 まずは、長島さん、陣野さん、そして森岡さん長い間お疲れ様でした。また一つ素晴ら

しい成果が生まれました。この分科会で議論してきたことで新たに得られた知識や情報が、

出来上がった成果物以上に有益なものになったと思います。 
ドラッカーのマネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）については、何か分らず手を付け

てしまったが、未だにドラッカーが使っていたＭＳＣがどんなものか分らないままで現在

に至っている。おそらく、ドラッカー自身は、コンサルタントとしてクライアント企業の

経営指標を手軽に見るためのツールとして使ったと考え、私はシンプルなものに拘りまし

た。よって、ＭＳＣを作るための作業が、バランスト・スコアカード（ＢＳＣ）の作業手

順のような大袈裟なものであっては意味がありません。ＭＳＣの制作に時間を掛け、それ

が仕事となっては本末転倒です。そういった意味で、ＭＳＣのために余計なリソースやパ

ワーを要しないが、それでいてパワフルなツールはと、私は考えて見ました。とは言え、

私はマチャレロ教授から、ＢＳＣは、明らかにＭＳＣの考えを元に作られたものだと聞き

ました。 
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ドラッカーのＭＳＣの実際はどんなものなのかは分からないが、それぞれのＭＳＣであ

れば、それはそれで、自身の関わる企業体の経営のツールとして活かされれば素晴らしい

とおもいます。数年後に、それぞれのＭＳＣ導入の効果・成果を発表する機会を作り、発

表し合うことも有意義な会に成るのではないでしょうか。 
 いずれにしても、ＭＳＣは何かと考え、それを自分なりに解釈し作ったわけであるが、

それを使用するにあたり、ドラッカーの次の言葉を考える必要があると思います。「企業の

生産性の向上をはかる場合に、まず問うべきは『何が課題か。何を達成しようとしている

か。なぜそれをするのか』でなければならない」*1、そうでなければ、「全く行うべきでな

いことをより効果的に行おうとすることほど、非効率的なことはない」*2 ということにな

り兼ねません。 
 
 *1: 『未来企業―生き残る組織の条件』（1992 年、ダイヤモンド社），p.117 13 章 生産

性の新たな課題 
 *2:  同上，p.240 27 章 恒久的コスト削減 
 
浦﨑 道教 

献身的なリーダーの長島さん、サブの陣野さん、貴重なアドバイスをいただいた、ファ

シリテーターの森岡さん、活発な意見交換ができた、分科会の皆さん、ありがとうござい

ました。そして、なによりもこの分科会で一番嬉しいことは、さぼり癖のある私がすべて

の会合に、出席できたことです。その訳は本でしか会えないドラッカーにこの分科会で会

えるのではないかという気がしたからだと思います。 
さて、本分科会の会合から得られた、私にとって大切なことの１つは、今回の私のテー

マであった、「経営品質」だけでなく、「バランスト・スコアカード」、「ＰＤＣＡ」などの

フレームワークの意味を改めて考え直すことができたことである。 
もう１つ大切なことは、会合後の懇親会を含め、多様な視点で意見交換ができたことで

ある。「対話」により、お互いが刺激を受け、高め合うことがでたと思う。最後に分科会の

皆さまに感謝を申し上げたい。 
 
北村 和敏 

 今回、ドラッガー自身が明確に語らなかったマネジメントスコアカード（以後 MSC）と

いうものの分科会のメンバーとして、皆様と一緒に研究させて頂いたことは私にとって大

きな財産になりました。仕事柄、中期経営計画の策定に携わっていたことから、今回の MSC
は大変興味のある課題でした。中期経営計画を社内に浸透させるための啓発活動の中で、

頭の中でクラウドな状態だったものが体系化できたことは大きな驚きです。たぶん、自分

ひとりの研究では到底まとまらなかっただろうと実感しています。MSC に対してメンバー

のいろんな角度からの斬新な意見を聴かせてもらううちに自分自身が当初思っていたこと、
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あまりよく見えなかったことが一つ一つ明らかになっていく過程はまるで宝物を見つけた

ような心境でした。わからないことでも三人集まれば文殊の知恵と言いますがまさにその

通りですね。また、自分自身の思考経路の強みと弱みを客観的に知ることが出来たことは

少しだけアドバンスな思考の世界を身につけられたような感覚を持つことが出来ました。

会員の能力向上に分科会は必要不可欠だと実感しております。これからも分科会を大切に

していきたいと思います。 
最後に、今回の分科会のリーダーをされた長島さん、サブリーダーの陣野さんには大変

お世話になりました。今回提出した成果物はお二人の献身的な努力があったからだと思い

ます。名リーダー、名サブリーダーに感謝・感謝です。 
 

丸山 有彦 
 何とか文字を埋めました。最後まで、存在しないものを推定している感覚が抜けません

でした。しかし、楽しみました。分科会の会合には何度か欠席し、宿題も遅刻しながらの

参加でした。おかげさまで最後までおつきあいさせていただきました。それにしてもむず

かしいテーマを考えたものだと思います。藤島先生宛てのドラッカー書簡がなかったら、

手も足も出ないものでありました。さらに言えば、企業の経営に関するコンサルタント経

験があるならいざ知らず、その経験がない者が、コンサルをする際に使うツールを推定す

るというのですから、無謀極まりない試みです。そんなこともあって、上田先生にお会い

したときに、２度ほどＭＳＣについてお聞きしました。ＭＳＣという名の固定的に決まっ

たツールがあるのではなく、マーケティングとイノベーションを中心に、複数の尺度でモ

ノを見るようにと言うのがその趣旨だとのことでした。お話をお聞きして安心しました。 
分科会無事終了おめでとうございます。長島リーダー、陣野サブリーダー、ご苦労様で

した。森岡先生、場所の提供からはじまって様々なご負担、恐縮に存じます。皆様、あり

がとうございました。 
 
森岡 謙仁（研究会ファシリテーター） 
実のところ（「indeed」一度だけ使ってみたかった）、分科会活動はマネジメントの実践

の場でもある。企業家が事業を立ちあげ運営するのを１００分の１のリスクで疑似体験で

きる。分科会という非営利組織を、マネジメントするか、ドラッカー「マネジメント」（「」

付きなのは、ドラッカーが体系化したという意味を強調しており、一般のマネジメントと

は区別したいという私のこだわり）で行うかは、参加メンバーの自発的な意思であった。 
 われわれは幸いなことに「イエズス会の司祭やカルヴァン派の牧師は、何か重要なこと

を行うとき、たとえば何か意思決定するときには、その期待する結果を書きとめておかな

ければならないことになっていました。そして一定期間の後、たとえば九ヶ月後には、実

際の結果と、期待を見比べなければならないことになっていました。」（※）を知っている。 
 しかも（「And」これもドラッカーがよく使う）、当分科会のテーマは、マネジメント・ス
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コアカード（以下、ＭＳＣ）である。そこで私は実践した。ファシリテーター兼研究会責

任者の役割と責任を自覚するためにＭＳＣを作成した。これは私の自己目標管理のためで

あり、有能なリーダーやサブリーダー、全メンバーの成果目標には一切関係しない。 
目的と８つの目標領域     分科会開始時の期待 結果 
社会的責任 
顧客創造 

・成果物で社会に貢献する 
・当学会員だけでなく多数の人に成果物を喜んでい

ただく。 
・リーダー、サブリーダーがやりがいをもって活動

できる 
・メンバーが楽しく参加し、ドラッカー「マネジメ

ント」の学びの生産性をあげ、自己実現のイノベ

ーションを体験できる 

 

マーケティング ・研究会、懇親会の場で皆の声をよく聞く。 
・リーダー、サブリーダーの自由意思、活動を妨げ

ず裏方となり支援のための活動を行う。 
・藤島先生レクチャーとコラボを実現する 

 

イノベーシヨン ・メールを使い情報共有と資料を配布する。 
・成果物開発力の強化施策を行う 
（藤島先生レクチャー受講、日経ＢＰ社、マーケ

ティング研究協会でのセミナー受講を勧める） 

 

人的資源 ・分科会の組織力の向上（盛り立て役） 
・メンバー参加率の維持 

 

経営資源／物的資源・

資金・利益 
・虎ノ門オフィスを利用する。 
・本業で頑張る。 

 

生産性 ・研究会運営時間対成果（特に質的）を向上する。 
（短い時間で最高の付加価値を生みだすためリーダ

ー、サブリーダーと連携し事前準備を入念に行う） 

 

 結果は、皆様の成果に表れるはずであるから、それを拝見して自己評価をさせていただ

く予定です。リーダーの長島様、サブリーダーの陣野様、メンバーの皆様は、最初から最

後まで情熱を維持し分科会を支えていただきました、心より感謝いたします。 
※（「P･F･ドラッカー、中内功往復書簡・創生の時」p44、上田惇生訳、ダイヤモンド社） 
 
陣野 壮太郎（分科会サブ・リーダー） 

ドラッカーとの出会いは長島リーダーとの出会いという幸運をもたらしてくれました。

一体どんな人物かも分からない私へ長島リーダーは分科会に参加してみないか、ついては

サブ・リーダーをやってみないかとお誘いくださったのです。いかにも長島リーダーは人

格者でありドラッカーの勉強を実務に活かそうとする良きお手本だと分かりました。その

長島リーダーとの出会いを作ったきっかけは元はといえば森岡ファシリテーターであり、

森岡さんがいらっしゃらなければマネジメント研究会も分科会も活動が発足していなかっ

たでしょう。その森岡ファシリテーターを慕った９名のメンバーが集まり分科会は熱い議

論の時間を凡そ２０時間ほどは過ごしました。私自身ドラッカーの何も分からないような
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分際で今回少しは体系立てて考えられるに至りました。ご講義に報告会にお越しいただき

ました藤島先生とご協力くださいました分科会の皆様に心から感謝申し上げます。結果を

残すという意味では、本来の成果物は私の業績ということになります。それは短期の利益

のみならず、目標としたイノベーションがどこまで達成できたか、マーケティングをどこ

まで実践できたか、何よりも事業の定義や目的といった使命をどれだけ強く情熱を持って

仕事に取り組み、どれだけの方々に理解してもらえたか、という結果です。ここまでやり

遂げねば学問の意味はなく趣味で終わってしまいます。ドラッカーさんに対して失礼のな

いよう結果を残して行きます。 
 
長島 基（分科会リーダー） 

本分科会は、リーダーとしての参加だった。本分科会を進めるにあたり、私自身として

は、つたないリーダーシップであったが、サブリーダーの陣野さんの献身的な庶務事項へ

の対応とファシリテータの森岡さんの巧みなリードによって、なんとか成果物を取りまと

めることができた。 
本分科会のテーマが、マネジメント・スコアカードというドラッカーが著作物に明確に

著していないものを対象としたものだったので、研究することが難しかった。それから、

私の研究成果を発表するにあたり、『現代の経営』で述べられている、目標を設定すべき 8
つの領域について、当社監査部における目標を設定したのだが、目標の達成度合いを測る

尺度と設定した目標間のバランスをどう取るかといったことについては、確定することが

できなかった。 
マネジメント・スコアカードあるいは、バランスト・スコアカードを導入している企業

においても目標の達成度合いを測る尺度をどう設定するかが難しいのではないだろうか。

特に、定量的に測定することが難しい領域である経営管理者の仕事ぶりとその育成といっ

た領域の目標達成度を測る尺度の設定が難しい。例えば、被監査部門に対する有効な改善

提案数を尺度として設定した場合、改善提案を行うことにばかり目がいってしまって、不

適切な事務処理に対する真の原因究明といった重要な監査手続きがおろそかになってしま

うかもしれない。このように適切な尺度の設定は、とても難しい。 
今回の私の研究は、目標を設定したにとどまり、評価尺度を設定できなかったことから、

目標の達成度合いを測ることはできない。しかし、目標を設定したことによって、当社監

査部が目標に向かって努力しているかどうかは、判断が可能になったと思う。個別の監査

人の行動や成果物についても、目標に沿っているかどうかは判断できる。したがって、目

標の達成度合いは評価できないが、設定したそれぞれの目標に向かって努力しているかを

判断するためのチェックリストとして活用することはできるのではないかと考える。 
ともあれ、本分科会の他のメンバーと議論したり協力したりして、成果物を取りまとめ

たことは、私自身にとって大いに刺激を受け、勉強させていただく機会となった。本分科

会メンバーをはじめ森岡ファシリテータ、陣野サブリーダー、それからお忙しい中マネジ
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メント・スコアカードのレクチャーをしていただいた藤島先生に大変感謝しています。あ

りがとうございました。 
以 上 
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