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ＭＳＣ実践研究部会 第一期 成果報告書 

                                      2017.9.19. 

ドラッカー「マネジメント」研究会・ＭＳＣ実践研究部会ファシリテーター 森岡謙仁 

 

＜まえがき＞ 

 

 ＭＳＣ実践研究部会は、ドラッカー（が説いた）「マネジメント」の活用を助ける「マネジメント・

スコアカード」（ドラッカーが説いたマネジメントのフレームワーク）の実践と研究の機関である。 

  

本部会を 2016 年 6 月に生み出したドラッカー「マネジメント」研究会は、過去にも次の共同研究

を継続してきた。 

 

◇第１期分科会（2008～2009） 

  ①「目標と成果」分科会(リーダー：宗初末、サブリーダー：丸山有彦） 

  ②「IT 企業とマネジメント」分科会(リーダー：伊藤年一、サブリーダー：片貝孝夫） 

  ➣成果：分科会報告書の学会 HP 掲載、2009 年 5 月、ドラッカー学会大会発表 

◇第２期分科会（2009～2010） 

  ③「マネジメント・スコアカード」分科会(リーダー：長島基、サブリーダー：陣野壮太郎） 

  ④「アントレプレナーシップ」分科会(リーダー：根本雅章、サブリーダー：丸山有彦） 

  ➣成果：分科会報告書の学会 HP 掲載、2010 年 5 月、ドラッカー学会大会発表 

      ドラ窓研究会とのＭＳＣ共催研究会（2013/12.2014/3） 

◇第３期分科会(2012～2013） 

  ⑤「組織の社会的責任」分科会(リーダー：北村和敏、サブリーダー奈良間英樹） 

  ➣成果：分科会報告書の学会 HP 掲載、2013 年 5 月、ドラッカー学会大会発表 

     淑徳大学公開講座「ISO26000 とドラッカーに学ぶ社会責任経営の実践｣（2014～2016） 

◇第４期分科会（2014～2015） 

  ⑥「少子高齢社会」分科会 

（リーダー：奈良間英樹、サブリーダー：山田博彰、川澄佳美、岡崎宏昭） 

  ⑦「商品開発とベンチャービジネス」分科会 

（リーダー：和田憲一郎、サブリーダー：高部茂、渡邊明男） 

  ➣成果：分科会報告書の学会 HP 掲載、2016 年 5 月、ドラッカー学会大会発表 

 

 しかしながら 8 回目となる今回の共同研究は、これまでとは以下の点で異なっている。 

 

それは私の知る限り、本成果物は、ＭＳＣを正面から取り扱った世界最初の共同研究の成果であり

印刷物であることだ。 

 

 ※謝辞 

  15 名の共同執筆者と最後まできめ細かく本成果物の編集に尽力をいただいた、若林良樹様・ 

佐藤幸夫様・吉岡諭様の 3 名の編集委員に心より感謝申し上げます。 
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＜活動の概要＞     

     

 

１）活動の基本的な考え方 

 「ＭＳＣ実践研究部会」（以下「部会」）は、ドラッカー「マネジメント」研究会（以下「『マネジ

メント』研究会」）の下部組織である。部会は 2016 年 6 月 14 日に発足し、森岡ファシリテーター

およびメンバー3 名でスタートした。今回は 15 名の共同研究の成果を報告する。 

私たちは、「マネジメントの実践、特にＭＳＣの活用を通じて、自らと自らの属する組織を、より

良くしていく日々の活動を大事にする（基本に従う）ことにより、より良い社会（ネクスト・ソサ

エティ）が造られて行く」（※）と考えている。  

 私たちのＭＳＣの実践・研究の成果が、皆様に少しでもお役に立てば幸いである。 

※相互レビューの前に実施した論文の質問に対する森岡ファシリテーターの回答を引用 

 

 

２）活動期間 

・2016 年 6 月 14 日～2017 年 10 月 19 日の 1 年 4 カ月 

 

 

３）活動メンバー（執筆者） 

・ファシリテーター：森岡謙仁 

・編集委員：若林良樹、佐藤幸夫、吉岡諭 

・研究員 ：市川充、森川すいめい、岡崎宏昭、中島信、中野羊彦、山田博彰、行本憲治、 

坂田真吾、髙橋 磨、円口健、伊藤年一  

（計 15 名） 

 

 

４）開催場所 

 ・渋谷区立勤労福祉会館、およびアーステミア有限会社の虎ノ門オフィス他 

 

 

５）運営体制 

・部会活動の運営体制を以下に示す。 

ＭＳＣ実践研究部会（活動方針の検討・進捗確認等、開催は年 3 回：6・10・2 月） 

－運営会議（成果物イメージ・基本日程の検討等） 

－編集会議（日程計画・原稿の収集・相互レビュー運営、原稿チェック等） 

 

 

６）活動経緯       

(1) 2016 年 6 月 14 日  ：部会設立の趣旨説明・今後の進め方検討、森岡ファシリテーターおよび

メンバー3 名でスタート 

(2) 2016 年 8 月 2 日   ：キックオフ・ミーティング（各自のテーマ構想説明等） 

(3) 2016 年 9 月 5 日   ：中間報告・レビュー1 

(4) 2016 年 10 月 3 日  ：中間報告・レビュー2 

(5) 2016 年 10 月 20 日 ：中間報告・レビュー3 
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(6) 2016 年 12 月 12 日 ：中間報告・レビュー4 

(7) 2017 年 1 月 17 日  ：中間報告・レビュー5 

(8) 2017 年 2 月 16 日  ：中間報告・レビュー6 

(9) 2017 年 3 月 2 日   ：中間報告・レビュー7 

(10) 2017 年 3 月 23 日 ：中間報告・レビュー8、運営会議（成果物イメージ･今後の日程の検討） 

(11) 2017 年 3 月 31 日 ：ドラッカー学会の紹介事例の検討１ 

(12) 2017 年 4 月 25 日 ：ドラッカー学会の紹介事例の検討２ 

(13) 2017 年 5 月 13 日 ：学会総会で事例紹介(内部監査のための MSC 活用、MSC アプリ開発) 

(14) 2017 年 5 月 16 日 ：中間報告・レビュー9 

(15) 2017 年 6 月 1 日  ：中間報告・レビュー10 

(16) 2017 年 6 月 6 日  ：中間報告・レビュー11、運営会議（成果物イメージ･今後の日程の検討） 

(17) 2017 年 7 月 12 日 ：中間報告・レビュー12 

(18) 2017 年 8 月 3 日  ：編集会議１（相互レビュー進め方等） 

(19) 2017 年 8 月 18、19 日：論文（案）の“相互レビュー” 

(20) 2017 年 8 月 19 日 ：編集会議２（成果物の仕様検討等） 

(21) 2017 年 9 月 22 日 ：編集会議３（成果物の記載要領確認作業等）  

(22) 2017 年 9 月 30 日 ：編集会議４（成果物の進捗確認等）  

(23) 2017 年 10 月 10 日：編集会議５（成果物の最終確認、印刷手配等）  

(24) 2017 年 10 月 19 日：成果物披露（成果報告 15 名） 
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１．成果報告 

 

≪ＭＳＣ【基礎編】（ＭＳＣの基本を解り易く解説する）≫   
 

 

１）企業の社会責任を実現するＭＳＣ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 

                               森岡 謙仁 
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企業の社会責任を実現するＭＳＣ 

                                  2017.9.19.  森岡謙仁 

 

＜はじめに＞ 

 

 1990 年代から欧米で起こったコーポレートガバナンス（企業統治）への関心は、企業の社会的責任

を要求する機関投資家の投資態度も例外としなかった。21 世紀に入り組織の社会責任（著者は社会的

責任に替えて社会責任とする）は新しい次元に入った。2010 年の英国スチュワードシップ・コードの

公表、ISO26000 の発行はその象徴である。 

 ドラッカーは、1976 年『見えざる革命』においてすでに「生産手段の所有権としての私有財産は、

被用者の労働の果実として、被用者が所有する年金受給権と化しつつある。それは、剰余価値や搾取

や貸与の結果ではなく、労働に対する対価である。」（p180、年金受給権という財産）と述べており、

企業統治と機関投資家の態度について新しい視点を提起していた。 

 

 その後 1993 年『ポスト資本主義社会』においては「こうしてわれわれは、私が事業監査と呼ぶも

のを一般化しなければならなくなる。事業監査は、企業とそのマネジメントの活動を戦略と目標に照

らして評価する。．．．さらに事業監査は、受託した資産、すなわち法的に代理所有している企業に目を

光らせることを資本の受託者たる機関投資家の義務とする。責任ある所有者としての行動をとること

を可能にする。その結果、年金基金の将来の受給者が、真の所有者として行動することを可能にする。」

（p103、マネジメントの責任）と述べ、自由で機能する社会づくりの具体的な方法を提案した。 

 

１章．マネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）の誕生 

 

１．ドラッカー思想の原点 

 

１）『経済人の終わり』 

 

当会学術顧問・初代代表の上田惇生氏は、その訳書『経済人の終わり』（ダイヤモンド社、以下全て）

の冒頭で「本書『経済人の終わり』は、一九三九年、ドラッカー二九歳のときの処女作である。『経済

人』とは経済至上主義のことであって、経済至上主義は社会を機能させ人を幸せにするかとの本書の

問題意識は、今日そのままわれわれのものである。ドラッカー思想の原点に位置づけられる名著であ

る。」と記している。 

 

２）『産業人の未来』 

 

 その後、ドラッカーは第二次世界大戦の最中（1942 年）において『産業人の未来』を執筆する。戦

後社会のあるべき姿を描くことに挑戦した本書の第９章［改革の原理］では、「戦後産業社会の構築は

産業を中心に行わなければならない。我々は、いまだかつて一度も手にしたことのないものを発展さ

せなければならない。すなわち、自由で機能する産業社会の実現である。そして、一人ひとりの人間

が、明確きわまりない社会的位置と重要な社会的役割をもつという総力戦における今日の現実を、こ

の機能する産業社会の形成に役立たせなければならない。」（p259） 

 

この著作の中では、ドラッカーは主に次のことを明らかにした。 
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一、「正当な権力とは社会的に機能する権力である。」（同書 p31）  

 

二、「個人にとって、社会的な位置と役割を持たなければ、社会は存在しないも同然である。社会は、

その目的、目標、理念、理想が、個人の目的、目標、理想、との関連において意味をもつとき、はじ

めて個人にとって意味のあるものとなる。個人生活と社会生活の間には、機能上明確な関係が存在し

なければならない。」（同書 p24） 

 

三、「人は、その個人的な行為についてと同様、自らが属している社会の行為についても、責任をもっ

て意思決定を行う権利と義務をもつ。人は、自由な人間として存在するために、自らが属している集

団に対する責任を拒否することができない。」（同書 p132） 

 

２．マネジメントの体系化   

 

１）マネジメントへの関心 

 

 自由で機能する産業社会を実現する考え方と方法を、『産業人の未来』を著すことで追及したドラッ

カーは、同著［9 章：改革の原理］の中で、「しかも、今日われわれが戦っている産業戦争ともなれば、

中央集権政府による統制の拡大などよりも、新しいマネジメント組織と方法への移行の方が、よほど

必要とされている。」（同書、p261）として、マネジメントに解答があることに気付いていた。 

 

 「パーナムは、経営陣の権力はそれ自体正当性をもつという。重要なことは、すでに経営陣の考え

になっていることを、彼が堂々と宣言したことである。そもそも彼は正統性の必要を認めない。経営

陣が力をもつにつれ、経営陣が支配するマネジメント万能の社会の到来が必然となるとする。彼にと

っては、ナチズム、共産主義、ニューディールの間には、マネジメント上の支配の現れ方の違いがあ

るだけである。」（同書 p107） 

 

 さらに、「自由で機能する社会を可能とするためには、企業をコミュニティへと発展させることが必

要である。」（同書 p262）これは、自治を復興する方法である。 

 

２）マネジメントの体系化 

 

 ドラッカーが「マネジメントを体系化」した経緯、それを生涯改善し続けた功績を、以下の彼の主

要著書から辿ることができる。 

（１）『企業とは何か』（1946 年） 

（２）『新しい社会と新しい経営』（1950 年） 

（３）『現代の経営』（1954 年） 

（４）『オートメーションと新しい社会』（1955 年） 

（５）『変貌する産業社会』（1957 年） 

（６）『明日のための思想』（1960 年） 

（７）『創造する経営者』（1964 年） 

（８）『経営者の条件』（1967 年） 

（９）『断絶の時代』（1968 年） 

（10）『マネジメント』（1973 年） 

（11）『マネジメント』以降の書籍 
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２章．ＭＳＣとは 

 

１．ＭＳＣの定義と体系図 

 

ＭＳＣの定義：ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援するとともに、その成果を評価 

する体系（システム）であり、組織の健康診断ツールとも云えるものである。 

    

 

         Integrity（誠実さ、真摯さ、完全性 ）、倫理 

（Management by Objectives and self-control;自己目標管理） 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『現代の経営』『マネジメント』『乱気流時代の経営』などを参考に森岡謙仁が作成した。2017.10.19.版。 

マネージャーの評価表 

 投資、人事、 

イノベーション、戦略 

５つの重要な質問 

1. 目的とミッションは何か？ 

2. 顧客は誰か？ 

3. 顧客にとっての価値は何か？ 

4. 我々の成果は何か？ 

5. 我々の計画は何か？ 

 

事業の定義 

８つの重要領域目標（測定と評価） 

1. 社会性（貢献責任） 

・顧客創造 

2. マーケティング 

3. イノベーション 

4. 人的資源     5.物的資源 

6. 資金  7.生産性  8.利益 

全社 

 

事業部 

 

部門 

 

チーム 

マネージャーズ・レター 

上司の 

自己管理 

部下の 

自己管理 

社会的存在としての組織、その機関としてのマネジメント 

社会貢献経営（Social contribution Management） 

社会責任経営（Social Responsibility Management） 

 

マネージャーの 5 つ

の仕事（ＯＯＭＭＤ） 

個人ＭＳＣ 

自 由 で 機 能 す る 社 会 
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２．ＭＳＣに対するドラッカーの言及 

 

ドラッカーのＭＳＣに対する言及は、彼の晩年、ダイヤモンド社とのインタヴューの中にある。「ア

メリカの株主利益至上主義はすで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、1954 年に私が開

発した『マネジメント・スコアカード』なのです。開発した当時は誰も使わなかったのですが、今で

はそれが大ブームになっています。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・バーションには７つのチェック項目がありました。収益性はその一つに過ぎません。」とい

う藤島秀記理事の論文「『マネジメント・スコアカード』体系化の試み」（『文明とマネジメント』ドラ

ッカー学会年報 Vol.2、2008）と「『P.F ドラッカーと考える２１世紀の経営』（2001.12.15 発行）p14、

株式会社ダイヤモンド社国際経営研究所）」に記述がある。 

 

３．ＭＳＣの思想 

 

 本項では、ＭＳＣの定義と体系図の主要なキーワードについて、解説する。 

 

１）ＭＳＣが目指すもの 

 

（１）自由で機能する社会の実現 

 

 「自由」についてドラッカーは、『産業人の未来』において「自由とは楽しいものではない。．．． 

自由の本質は別のところにある。自由とは責任を伴う選択である。」自由とは、権利というよりもむし

ろ義務である。」（p125）と述べている。 

 また、「機能する社会」については、「難破船のなかでパニック状態に陥っている人びとの集団を社

会とは呼ばない。人間の集団ではあっても、社会ではない。現に、パニックは社会の崩壊によっても

たらされる。それを克服するには、価値、規律、正当な権力、組織を備えた社会を回復させなければ

ならない。」（p19）と述べている。 

 

 これを実現する方法についてドラッカーは「フェルディナント・テニエス（1855-1936 ドイツの社

会学者）をあげ『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト（コミュニティと機能社会）』（1888）は、社会

理論と社会学における最も偉大な古典の一つである。テニエスは、存在すなわち人間の位置に焦点を

合わせたコミュニティと、行動すなわち人間の役割に焦点を合わせた社会を並置した。これに対して

私は、本書において、産業社会では、それぞれの組織は、一人ひとりの人間に役割を与える社会的機

関であるだけでなく、位置を与えるコミュニティでもなければならないとした。」（『産業人の未来』

1995 年版のまえがき）と説いたのである。 

 

（２）社会貢献・責任経営 

 

 ドラッカーは『マネジメント』において、マネジメントの役割について「マネジメント自体には機

能はない。」としながらも、「マネジメントには、自らの組織をして社会に貢献（contribution）させる

うえで三つの役割がある。それらの三つの役割は、異質ではあるが同じように重要である。」として、 

次の３つを挙げている。 

  1.自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。（企業だけでなく、病院、大学も） 

  2.仕事を生産的なものとし、働くひとたちに成果をあげさせる。 

  3.自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献（responsibilities）を行う。 
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 ドラッカーはマネジメントの役割を、組織が社会貢献を行うことを上位に、それを実現するには社会

的責任を果たすことが不可欠であることを述べている。 

 

（３）ネクスト・ソサエティへの指針 

 

ＭＳＣは営利組織だけではなく、非営利組織においても活用できる。 

 

ドラッカーは、『ネクスト・ソサエティ』（2002 年）において、マネジメントの必要性を説く中で、

「これからは、二つのセクターではなく三つのセクターが必要である。政府と企業に加えて市民セク

ター、あるいは第三セクターと呼ばれるもの、すなわちＮＰＯ（ＮＧＯ）が必要である。」（p208）と

述べている。 

また、「資本主義と社会主義を超えるものとしては、年金基金や投資信託を通じての所有者と、コミ

ュニティのニーズに応えられるものとしてのＮＰＯの活動を包含する何ものかということになろう。」

（p208）と述べている。 

  

２）ＭＳＣのキーワード 

 

（１）誠実さ・真摯さ・完全性 

 

 ドラッカーは、何よりも真摯さ（integrity）を重視する。『マネジメント（中）』の中で「スキルの

向上や仕事の理解では補う事のできない根本的な資質が必要である。すなわち真摯さ（integrity of 

character）である。」（同 p29）と述べている。別訳の「誠実さ」「完全性」も併記する。 

 

（２）倫理 

 

 もうひとつドラッカーが重視したのが『マネジメント（上）』28 章に書いてある「二五○○年前の

ギリシャの名医ヒポクラテスの誓い」の引用である。「いい換えるならば、プロたる者は、自立した存

在として政治やイデオロギーの支配に従わないという意味において、私的である。しかしその言動が、

依頼人の利害に拠って制限されているという意味において、公的である。したがって、『知りながら害

をなすな』こそ、プロとしての倫理の基本であり、社会的責任の基本である。」（p431） 

 企業文化や企業風土を形成する重要な要因は、「誠実さ・真摯さ」と「倫理」の「組織の体現度」 

であると考える。 

 

（３）自己目標管理 

    

  ドラッカーの説いたマネジメントの重要なキーワードの一つである自己目標管理について、『マ 

ネジメント（中）』において、「自己目標管理（MBO：Management by Objectives and Self-control） 

の最大の利点は、自らの仕事を自らマネジメントできるようになることにある。自己管理が強い動機 

づけをもたらす。」（p83）と述べている。 

 この「自己管理が強い動機づけをもたらすという自発的動機」が、「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。」（p87）として、自 

己目標管理を位置づける。 
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ドラッカーは「哲学」という言葉を『マネジメント』の中で１ケ所だけ使用している。それは、 

「哲学という言葉を安易に使いたくない。できれば、まったく使いたくない。大げさである。しかし、 

自己目標管理こそマネジメントの哲学（A Philosophy of management）たるべきものである。」（（中） 

p87）という言及である。 

  ドラッカーのマネジメントは、自発的動機から成立している。一人ひとりが「何によって憶えら

れたいか」（『非営利組織の経営』第Ⅴ部;自己開発、第２章）の問いを自らに問い、自らその問いに

答えることによって、自らの行動を呼び起こすことが、自発的な行動を可能にするのだ。 

 

（４）企業家精神の発揮 

 

 ドラッカーは、『マネジメント』の最終章である第 61 章において、「イノベーションのマネジメン

ト」を取り上げた。「あらゆる兆しから見て、来るべき時代はイノベーションの時代、すなわち技術、

社会、経済、制度が急激に変化する時代である。したがって、イノベーションを行う組織こそが、こ

れからの時代において主役となる。」（（下）p296）このように説いたのは、マネジメントを学んだ者

（読者）が「自由で機能する社会づくりに貢献する」行動を起こすことを促したと云えよう。 

 

 ドラッカーはその後もコンサルテーションと執筆、大学での教鞭をとりながら研究を続け、1985 年

に『イノベーションと企業家精神』を著した。こうして「イノベーションと企業家精神を生み出すた

めの原理と方法」を体系化することに成功した。 

 ＭＳＣは道具であり、それを学ぶ者は、自ら自発的な動機によって自らの行動を変え、所属するチ

ームや組織をより良くするという「企業家精神」を発揮することが望まれる。 

 

４．ＭＳＣの構成要素 

 

 ＭＳＣを構成する主要な要素は以下の通りである。 

 

（１）事業の定義／目的 

 

「企業とは何かを知るには、企業の目的から考えなければならない。企業の目的は、それぞれの企

業の外にある。企業は社会の機関であり、その目的は社会の外にある。企業の目的の定義は一つしか

ない。それは顧客の創造である。」（『マネジメント（上）』p73）これは、ＭＳＣの思想の中でも、事業

本体を支える柱である。 

 これを実現するために、敢えて事業を起こす（継続）のであれば、次の問いが有効である。すなわ

ち、「あらゆる組織に於いて、共通のものの見方、理解、努力を実現するには、『われわれの事業は 

何か。何であるべきか』を定義することが不可欠である。」（『マネジメント（上）』p94） 

 

（２）５つの重要な質問 

 

  ドラッカーが『マネジメント』の第Ⅰ部、第 4 章から第 7 章までに書いた次の質問のことである。 

  説明は省くが、読者諸氏は、各自で読書していただきたい。 

  ①われわれの目的・ミッションは何か？ 

  ②顧客は誰か？ 

  ③顧客にとっての価値は何か？ 

  ④われわれの成果は何か？ 

  ⑤われわれの活動は？ 
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（３）８つの重要領域目標 

 

  ＭＳＣの構成要素の中でも基幹を成す。説明の無い項目については、各自で読書して欲しい。 

 

   ①社会性（貢献責任）・顧客創造 

 

『マネジメント（上）』8 章にある 8 つの目標領域の説明（p130）は、（1）マーケティングであり、

（7）社会的責任となっているが、ドラッカーがこれを説いた 1973 年当時に比べて、企業が社会的責

任（特にみずからが社会に与えたマイナスのインパクトの処理）を全うしない不祥事が後を絶たない

今日においては、社会的責任を最上位の目標ととらえるべきである。また、マネジメントの役割の命

題である社会貢献（前述）も最上位の目標である。 

また、『断絶の時代』（1968 年）の「おわりに」で述べている「社会とは、人間の実存の表層であり、

外皮である」から、「顧客創造は社会創造と同義である」と考える。そのため、8 つの重要領域目標を

（1）「社会性（貢献責任）・顧客創造」とし、（2）マーケティングとして順次繰り下げた。 

 

   ②マーケティング 

 

 マーケティングについては、『マネジメント（上）』だけでも、ドラッカーの名言が多数ある。 

 「真のマーケティングは、顧客からスタートする。」（p78） 

「マーケティングの理想は販売を不要にすることである。」（p78）  

「企業の活動とは、マーケティングとイノベーションによる顧客の創造である。」（『マネジメント

（上）』p90） 

 

   ③イノベーション 

 

 イノベーションについても同様である。その代表的な言葉を次にあげる。 

 「マネジメントたる者は、社会のニーズをもって、利益をあげる事業機会としなければならない。

これこそイノベーションの定義である。」（『マネジメント（上）』p83） 

 

   ④人的資源 

   ⑤資金 

   ⑥物的資源 

   ⑦生産性 

   ⑧必要条件としての利益 

 

（４）マネージャーの評価表（上司の自己管理） 

 

ドラッカーは、1980 年に『乱気流時代の経営』を著し、「はじめに」において、「行動と戦略と機会

に焦点を合わせる。そして、経営管理者が行えることと、行わなければならないことについて述べる。」

として、「第Ⅱ部第 5 章マネジメントの評価」を明らかにした。それが次の 4 つの目標領域である。 

これは、部下をもった上司として、「明日をつくる責務」を果たすためのものである。 

   ①投資     

   ②人事 

   ③イノベーション 

   ④戦略 
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（５）マネージャーズ・レター（部下の自己管理） 

 

「目標は、自らの属する部門への貢献によって規定しなければならない。」（『マネジメント（中）』

p81）として、マネジメントの中心的な思想である自己目標管理のツールを紹介している。それが、マ

ネージャーズ・レター（上田惇生氏は後に「マネジメント・レター」と改訳、原著は“manager ’s letter”）

である。 

この方法は、年 2 回、上司または会社から「部下から上司宛に下記の項目を明らかにして、上司と

部下が面談しすり合わせを行い、目標を一緒に決めることを促す」ものである。 

「正しい方向付けを行うだけでなく、間違った方向づけを無くすための特別な努力」（p83）の一つ

であり、どちらかというとボトムアップを重視したコミュニケーションである。 

 

明らかにすべき項目は次のとおり。 

    ①上司が目標とすべきもの 

   ②自らが目標とすべきもの 

   ③期待されている水準 

   ④目標達成するために行うべきこと 

   ⑤所属部門における障害になっていること 

   ⑥上司や組織が行っていることで助けになっていること 

   ⑦上司や組織が行っていることで妨げになっていること 

   ⑧自らの目標達成のために次の 1 年間に行うべきこと 

 

（６）マネージャーの５つの基本的な仕事 

 

上司、具体的な仕事を行うに当たって、部下を含むチームメンバーと一緒に仕事を行い、組織と

しての成果をあげる。チームメンバーは、社内に限らない。チーム、職場、部署の仕事の成果をあげ

るには、「マネジメントの仕事には、基本的なものが 5 つある。」（『マネジメント（中）』p26）それを

実行することが不可欠である。その 5 つとは以下の通りである。 

    

   ①目標を設定する（Objectives） 

   ②組織化する（Organize） 

   ③モチベーションを引き出し、コミュニケーションを行う（Motivates and Communicates ） 

   ④測定評価する（Measurement） 

   ⑤人材を開発する（上司と部下は互いに成長する）（Develop） 

 

これらの頭文字をとって「ＯＯＭＭＤ」と呼ぶ。 

 

（７）個人のＭＳＣ 

 

 ドラッカーは、組織が機能するには、「全員の目標が、組織全体の目標への貢献という形で明らかに

される必要がある。」（『マネジメント（中）』p78）と云い、組織の全員が、自分自身のＭＳＣをもちそ

れに沿って仕事をすることになる。ただ、注意しなければならないことは、「仕事には、具体的かつ明

快にして測定可能な成果、期限、担当が必要である。しかし、目標を拘束衣にしてはならない。目標

は期待にすぎず、期待は推測にすぎない。」（p132）からである。 
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３章．ＭＳＣの現代的意義 

 

１．企業統治と機関投資家の態度に変革を迫るＭＳＣ 

 

 ドラッカーは、『ネクスト・ソサエティ』（2002 年）の中において、明日のトップが果たすべき五つ

の課題をあげている。「第一に、十五年後には、コーポレート・ガバナンス（企業統治）が今日とは大

きく違うものになる。私がそのように断じるのは、企業の所有構造に根本的な変化が起こっているか

らである。その変化が統治構造の変化を必然とするからである。」（p139）と予言めいた表現をしてい

るが、今日、まさに下記の社会的テーマに現実化していると著者は見る。 

 

課題山積の現代社会において、ＭＳＣは如何なる貢献が可能かを簡潔に述べる。 

1.スチュワードシップ・コード．．．投資行動に貢献する      

2.コーポレートガバナンス・コード．．．企業統治に貢献する 

3.ＥＳＧ投資．．．投資先の評価に貢献する 

4.会社法．．．企業運営・統治の法整備に貢献する 

5.ISO26000．．．組織の社会責任の実現に貢献する 

6.ＳＤＧｓ．．．国際課題の解決に貢献する 

   7.統合報告書．．．社会責任を満たす非財務情報に貢献する 

 

 さらにドラッカーは、コーポレート・ガバナンスやＣＥＯに対して「新しい所有者、つまり機関投

資家の運用担当者を教育するという気の遠くなるような仕事がある」（p139）と、説いているが、ＭＳ

Ｃはこの教育に貢献する可能性も秘めていると思われる。 

 

 上記 1 から 6 が共通目的とする「より良い社会」を実現するためには、組織のトップや外部専門家、

組織の成員一人ひとりが企業家精神を発揮するとともにそれらの有機的連携を促進することが不可欠

である。各企業や組織のトップとそのマネジメントチームはもちろんのこと、部下を持つマネジメン

トの一人ひとりには、部下と共にＭＳＣを活用し互いの強みを生かすことで、より良い組織づくりと、

組織本来の目的の実現とより良い社会づくりに貢献することが求められているのである。 

  

このように複雑かつ建設的な結合を実現するフレームワークとしての役割を、ＭＳＣが担える可能

性があるところに現代的な意義があると著者は考える。 

 

    

２．より良い組織づくり、社会づくりのための指針と私達 

   

ドラッカー最晩年の著、『ネクスト・ソサエティ』（2002 年）において私たちに説いた「二〇〇一年

九月のテロ攻撃は本書の意味を倍加させたとも云える。アメリカへのテロとそれに対するアメリカの

対応は、世界の政治を根本から変えた。今日、中東だけでなく世界中のあらゆる国が混乱のさなかに

ある。しかし、急激な変化と乱気流の時代にあっては、たんなる対応のうまさでは成功は望めない。

企業、ＮＰＯ、政府機関のいずれであれ、その大小を問わず、大きな流れを知り、基本に従わなけれ

ばならない。個々の変化に振り回されてはならない。大きな流れそのものを機会としなければならな

い。その大きな流れが、ネクスト・ソサエティの到来である。」は、ドラッカー「マネジメント」研究

会、ＭＳＣ実践研究部会の「ビジョン」であり「ブレない軸」としたい。    

以上。 
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ドラッカー学会理事、ドラッカー「マネジメント」研究会・ＭＳＣ実践研究部会主催・ファシ

リテーター。1994年アーステミア有限会社を設立し代表取締役。大手中堅企業の経営、新商品開

発、新事業開発、ＩＴ投資の助言指導や人材育成の分野で多くの実績を有する。ＣＩＯ（最高情

報責任者）養成講座（日経ＢＰ社）講師、日経記事で学ぶドラッカー「マネジメント」実践活用

法（日経ビジネススクール）講師。主な著書に『図解ドラッカー入門』（KADOKAWA、中国、

韓国、台湾で翻訳される）、『教えてドラッカー、働く私はＩＴでどこまで伸びるの？』（日経

ＢＰ社）など多数。 
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MSC の淵源「自己目標管理」の本質を探る旅 

～グーグルの OKR に至る軌跡を辿って～ 

                                       伊藤年一 

 

はじめに 

ドラッカーをして「マネジメントの哲学」と言わしめ、MSC の運用基盤として必須でもある「自己

目標管理」がどのようにして生まれ、組織に導入され、発展してきたかをアメリカと日本の経緯を辿

ってその本質を探究する。 

そして今、「自己目標管理」が時代の最先端を行くグーグルをはじめとした多くのシリコンバレーの

企業で採用されている OKR（Objectives and Key-Results）に至り、それがどのように運用され、マ

ネジメントに活かされているかグーグルを事例にして検証する。 

この研究成果が MSC フレームワークの運用、評価、フィードバック分野においてドラッカーの唱

える本来の「自己目標管理」に基づいた、かつ時代に即した実践的なものにするための参考になれば

幸いである。 

 

１）「現代の経営」（1954）に提示された「自己目標管理」の本質 

 

ドラッカーは「現代の経営」（以下、経営）でマネジメントの機能として次の 3 つがあると言う。 

第一の機能は「事業をマネジメントすること」である。 

「マネジメントは経済環境の主人公として意識的かつ目的的な行動によってその環境を変える

限りにおいて、真のマネジメントをしていると言える。したがって、事業のマネジメントとは目

標によるマネジメントである。これが本書のテーマである。」（経営‐上ｐ14）と言及している。 

そして事業目標設定に至るプロセスはまず、企業の目的が「顧客の創造」であることを確認し、

次いで「われわれの事業は何か」の問いかけで事業を定義し、事業目標の設定へと進めていく。

事業目標の設定では 8 つの重要な領域、すなわち、①マーケティング、②イノベーション、③生

産性、④資金と資源、⑤利益、⑥マネジメント能力、⑦人的資源、⑧社会的責任のそれぞれの領

域に目標を設定する。 

その目標設定において特に考慮すべきことして短期・長期のバランス、目標間のバランスなど

バランスの重要性を強調している。 

第二の機能は「経営管理者をマネジメントすること」である。 

「人的資源を使って生産的な企業を作ることである。具体的には経営管理者をマネジメントす

ることである」(経営‐上ｐ15)と言及し、続いて「成長可能な資源は人的資源だけであることは

明らかである」と断言している。そして「経営管理者は、企業にとって最も基礎的かつ最も希少

な資源である」（経営‐上ｐ152）と言っている。その上で「経営管理者のマネジメントにおいて

第一に必要とされるものは目標と自己管理によるマネジメントである」（経営‐上ｐ163）とし、

「自己目標管理」を「マネジメントの哲学」とまで言わしめている。 

第三の機能は「人と仕事をマネジメントすること」である。 

「仕事はあらゆる種類の人たちによって行われる。そこで人に最も適するように仕事を組織し、

最も生産的かつ効果的に仕事ができるように人を組織し、人を資源と見ることが必要である」（経

営‐上ｐ18）。その実現のためには「経営管理者が行う仕事として基本的な活動が 5 つある。そ

れら 5 つが企業を生成発展する有機体へと統合する」（経営‐下ｐ213）。それは①目標を設定す

る。②組織する。③動機付けを行い、コミュニケーションを行う。④評価測定する。⑤部下を育

成する。であり、経営管理者がこれらの活動を実践してのみ意味があるという。 

以上、マネジメントとは上記 3 つの機能が同時に行われ、事業、経営管理者、人と仕事のそれぞれ



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 24 - 

をマネジメントする多目的な機関と位置付けている。（経営‐上ｐ22） 

3 つの機能に共通している中核の概念は「目標」という言葉であるがドラッカーの場合、単に「目

標よるマネジメント」＝「目標管理」ではなく、「目標と自己管理によるマネジメント」＝「自己目

標管理」としたところに深い意味がある。以下の言及がその特徴を表している。 

 

・「事業の成果を上げるには、一つひとつの仕事を事業全体の目標に向けなければならない。仕事

は全体の成功に焦点を合わせなければならない。期待すべき成果は事業の目標に基づいて決め

られる。それは組織の成功に対する貢献によって評価される。」（経営‐上ｐ166） 

・「目標管理の利点は自らの仕事を自ら管理することにある。その結果、最善を尽くすための動機

がもたらされる。高い視点と広い視野がもたらされる。」（経営－上ｐ179） 

・「一人ひとりの目標と全体の利益を調和させるための原理である。」（経営‐上ｐ187） 

 

ドラッカー自身は「自己目標管理」によるマネジメントは特別な手法と非常な努力が必要(経営‐

上ｐ167)とその実現が簡単ではないことを示唆しているが特別な手法やツールについての具体的

な例示は比較的少ない。 

そこで、「自己目標管理」の考え方や手法に通じる言及を「現代の経営」第 11 章を中心にピック

アップしてみると以下のようになる。 

 

（目標の設定） 

・経営管理者は企業全体に対してなすべき貢献ついて責任を持つ（経営‐上ｐ176） 

・経営管理者全員（社長から現場管理者や事務主任至る）が自らの明確な目標を持つ（経営

‐上ｐ173） 

・自らの部門が生み出すべき成果の明確化（経営‐上ｐ173） 

・自らが率いる部門の目標は自ら設定しなければならない（経営‐上ｐ176） 

・組織の客観的ニーズによって設定する（経営‐上ｐ177） 

・他部門の目標達成を助けるための自らの部門の貢献の明確化（経営‐上ｐ173） 

・自らの目標達成のための他部門からの貢献の明確化（経営‐上ｐ173） 

・目標はその属する上位部門の成功に対してなすべき貢献によって規定される（経営‐上ｐ

176） 

  ・全体目標から導かれた部門、チームの目標設定（経営‐上ｐ173） 

・目標間のバランス、長期と短期のバランス、企業全体の目標とのバランス（経営‐上ｐ119） 

・定量化できる目標のみならず、定量化できない目標も含む（経営‐上ｐ174） 

・高い仕事の基準設定（経営‐上ｐ182） 

 

（動機付けとコミュニケーション） 

・自分の属する上位部門の目標設定に責任をもって積極的に参画する（経営‐上ｐ177） 

・相互理解は下から上へのコミュニケーションで得られる（経営‐上ｐ179） 

・年 2 回、マネージャーズ・レターを上司に提出し、目標に対しての合意とお墨付きを得る。

（経営‐上ｐ177） 

・誰かの意志によってではなく、自由な人間として行動させる（経営‐上ｐ187） 

・支配によるマネジメントを自己管理によるマネジメントに代える（経営‐上ｐ180） 

・第三の石工たれ（経営‐上ｐ167） 

・組織に働く者の意識をそれぞれの上司ではなく仕事が要求するものに向けさせる（経営‐

上ｐ170） 

・あらゆる経営管理者のものの見方と仕事の仕方を共通の目標に向けさせる。 
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 （経営‐上ｐ172） 

・経営管理者一人ひとりに期待される成果が何かを理解させる。（経営‐上ｐ172） 

・上司に部下の経営管理者に期待すべきものを理解させる（経営‐上ｐ172） 

・報告と手続きは誤った使い方をされるとき、道具ではなく支配者になる（経営‐上ｐ183） 

 

（成果の測定） 

・自らの仕事ぶりとその成果を、目標に照らして測定することが必要（経営‐上ｐ180） 

・事業のあらゆる領域について明確な共通の評価基準が与えられることが必要（経営‐上ｐ

180） 

・評価基準は定量的でなくともよい。緻密でなくともよい。しかし、単純で明確、かつ合理

的であることが不可欠（経営‐上ｐ180） 

・自らの仕事ぶりを測定のための「情報」の入手が必要（情報は上からの管理のためではな

く自己管理の道具）（経営‐上ｐ180） 

・ある者とその部門が事業の繁栄と存続に関わるあらゆる領域のいずれか一つについていか

なる貢献も期待されていないなら、それを明確化しておく（経営‐上ｐ174） 

 

以上を意識して活動することが特別な手法や非常な努力につながり、以下の 4 つの機能が有効に働

いて「自己目標管理」の目的が達成できるものと考える。 

 

1. 目標の設定とその定期的モニタリング。 

2. 特定の目標と組織の個々のメンバーの合意と適応。 

3. 結果の頻繁なフィードバックによるすべての関連付け。 

4. ビジネスのすべての機能と活動が、全体として統合される。 

 

２）「マネジメント」（1973）に提示された「自己目標管理」の変化は？ 

「現代の経営」出版の約 20 年後に集大成された「マネジメント」の中でも「自己目標管理」が

一章（マネジメント中 34 章）を割いて記述されているが内容にほとんど変化は見られない。とい

うことは「自己目標管理」が如何にマネジメントの根幹をなす不動の理論であるかの裏付けとも

言える。 

敢えて挙げれば、「マネジメント」（以下、マネ）の明らかな追加部分として以下の二つの言及が

ある。 

一つは組織を間違った方向へもって行く大きな要因として「現代の経営」では「仕事の専門化」、

「階層」、「上司」の 3 つであったが「マネジメント」では「報酬」が加わり 4 つに増えている。 

 

『報酬は仕事に対する評価と並んで人の価値に対する評価を伴うため、真に合理的で簡潔

な報酬システムはありえない。』（マネ、中ｐ74） 

 

として、暗に目標達成と報酬の関係に十分な配慮を要求している。 

もう一つは「自己目標管理」が本来の理念を忘れて採用されていることを懸念した記述である。 

 

『私が初めて自己目標管理を提唱して以来、それはスローガンとさえなった。今日では文

献も多い。講座、セミナー、映画さえある。自己目標管理を採用している組織は多い。しか

し、真の自己管理を伴う自己目標管理を実現しているところは少ない。自己目標管理はスロ

ーガン、手法、方針に終わってはならない。原則としなければならない。』（マネ‐中ｐ86） 
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これは「現代の経営」出版から 20 年を経ても「自己目標管理」を真に実現している組織が少な

いことを物語っている。また、さらに 40 年以上を経た現在で実態はあまり変わらない。そこに

「自己目標管理」の理論を理解し、実践に結びつけることの難しさが存在する。 

 

３）アメリカにおける「自己目標管理」の変遷 

３－１）「自己目標管理」の理論から実践へ 

アメリカではドラッカーが「現代の経営」（1954）で「自己目標管理」を著わす以前から、

目標管理の考え方の一部がデュポン、GM、GE などで実践されていたがあまり意識されてい

なかった。「自己目標管理」は GM や GE の実践例などを参考にドラッカーが始めて体系化し

たものである。それは主に理論であり、主に考え方を提唱したものであった。 

 

それに続いて、その理論的背景をベースに 1960 年代前半にシュレー（Edward C. Schleh）

が「結果による管理」で当時、人間関係論の影響を受けた個人の素質等に重きを置く人事評価

システムからの脱却を図るため、仕事の結果を基準に評価するための手法として「自己目標管

理」を普及させた。 

 

並行して 1960 年代前半マクレガー（Douglas M. McGregor）が「企業の人間的側面」で Y

理論に基づく統合と自己統制による管理（目標管理）を主張し、部下が企業の目標に向かって

努力することで自分自身も最大に自己目標を達成できる環境を作り出せるとの主張を強調し、

普及を図った。 

 

1960 年代後半からはドラッカーの教え子であり、考えを継承したオディオーン（George S. 

Odiorne）が 1967 年に著した「目標管理システム」の中で「目標管理サイクル」として「組織

目標設定―組織再編―部下の目標に対する上司の同意―中間達成度評価―部下の目標達成度

最終評価―組織目標達成度評価」を提示し、また、昇給・昇進と業績評価の面談の分離などを

提唱したことにより、理論であった「自己目標管理」が「管理システム」として誰でも使える

ものとなり、普及に拍車がかかった。 

 

アメリカでは 1974 年までに、Fortune 500 組織の半数以上が「自己目標管理」を導入し、 

1990年代半ばまでに導入率はほぼ 100％近くに達した。しかし、デミング（W. Edwards Deming）

などの一般的な(ドラッカーの提唱する本来の自己目標管理ではない)目標管理による部門間相

互依存性の無理解や数値目標によるプロセス軽視への問題提起（「The New Economics for 

Industry, Government」k287~295/1837）などもあり、それ以降、「自己目標管理」に代わって

「バランスト・スコアカード（BSC）」に注目が集まるようになった。 

 

３－２）「バランスト・スコアカード（BSC）」の誕生と普及 

80 年代のアメリカで「業績測定」、「内部評価」といえば、殆どが、財務尺度（ROI など）

によるものだった。非財務指標として TQM の KPI スコアカードが存在したが会社レベルの

「真の価値」は測るには不十分であった。そこで、財務尺度以外の尺度も採用し、それらを

バランスすれば、会社の「真の価値」が測定できるようになるとの理論を 1992 年にキャプ

ランとノートン（Kaplan and Norton）が「ハーバード・ビジネス・レビュー」に掲載した。

それが「バランスト・スコアカード」（以下、BSC）の始まりである。 

財務的指標中心である業績管理手法の欠点を補う画期的な業績評価システムとして日本

を含む、世界中が BSC に飛びついた。 
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BSC は財務、顧客、業務プロセス、学習と成長の 4 つの視点に立って目的達成までの道筋

を明らかにし、組織全体の戦略と部署の業務遂行を紐付けて現場の従業員全てが「実行状況」

を把握し、何か異常が起これば自ら経営者に向けて警報を発する（現場にいながら経営者同

様に意思決定を下す）ことができるという「自己目標管理」に通ずる概念が含まれていた。 

事実、ドラッカー自身も「BSC」の論文を見て直ぐさま編集長を通じてキャプランとノート

ンに対して釈明を求めるよう要求したが回答はなかった。（ドラッカー学会藤島理事の秘話）。 

     近年、BSC は財務の視点に偏りやすい点や現場への落とし込み方法に誤りが起きやすい点 

などが表面化し、往時の勢いを失っている。 

 

３－３）「自己目標管理」実践企業の成功の実態 

■ゼネラル・エレクトリック（GE） 

ドラッカーは 1950 年、請われて GE の経営コンサルタントに就任し、新社長ラルフ・Ｊ・

コーディナー（Ralph J. Cordiner）が主導する GE の組織改革に大きな貢献を果たした。こ

の時期、ドラッカーは副社長ハロルド・Ｆ・スミディ（Harold F. Smiddy）との共同作業の

なかで、マネジメントの基幹コンセプトである自己統制による「目標管理」という考えに到

達し、「自己目標管理」コンセプトの発明者といわれるようになった。 

 

そこにはスミディが以前、勤めていたハミルトン社で学び、GE に移ってすぐの 1948 年か

ら GE の 2 部門に導入している「マネージャーズ・レタ―」が存在した。1952 年、ドラッカ

ーはスミディとともに「マネージャーズ・レタ―」が部下と上司のコミュニケーションのツ

ールとして「自己目標管理」に極めて有効であることを認識した。（「現代経営の精髄」ｐ220

～224）。 

 

そして、ドラッカーの GE におけるコンサルタントとしての経験は 1954 年の「現代の経

営」執筆に決定的な大きな意味をもったと思われる。GE はそういう意味で「自己目標管理」

のインキュベータであり、その後の継続的実践者でもある。 

時代を経て 1981 年から GE の CEO を努めたジャックウェルチ（Jack Welch）が CEO に

就任するに当たってドラッカーにコンサルタントを再度、依頼する際、ドラッカーがあの有

名な「1，2 位戦略」を提案し、事業の集中化とリストラを図り、GE を蘇生させた。 

ジャックウェルチが「ドラッカー・マネジメント」の信奉者となったことは有名である。 

 

■ヒューレット・パッカード（HP） 

1957 年、ヒューレット・パッカード社が株式上場時に発表し、その後、広く認められた 

経営スタイルである「The HP Way」にとって「自己目標管理」は不可欠な部分であった。 

ヒューレット・パッカード社の各レベルは、マネージャーが目標を策定し、他のマネージャ

ーや会社全体の目標と統合する必要があった。 それらは目標に到達するために人々が達成す

る必要がある計画書を作成することによって行われた。 その計画は、その後、企業の他の人

と共有され、調整された。 

 

経営者のデイブ・パッカード（David Packard）は後に『全員が会社の目標について合意

し、何をしようとしているのかが理解することができれば、管理を厳しくしなくとも、共通

の方向に進むことになると考えた』（HP の歩み―1957 年）と語っている。 

会社の目標は利益(profit)、顧客(customers)、事業(fields of interest)、成長(growth)、従業

員(our people)、経営(management)、良き市民（citizenship）の 7 の領域からなっていた。 

     因みに 1980 年代半ばから 1990 年代にヒューレット・パッカードの日本子会社が TQC や 
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TQC と「自己目標管理」から生まれたと言われる「方針管理」を HP 本体に移転した事例が 

イギリスの研究論文（「Hoshin Kanri at Hewlett-Packard」ｐ70－85）に載っているがこれ 

も「自己目標管理」の手法が日本で熟成され、お里帰りをした事例と言えよう。 

     

■インテル 

インテルの創始者で CEO だったアンディグローブ（Andrew Stephen Grove）は「自己目

標管理」を適用し、ビジネスを成功に導いた。その成果は 1983 年に経営書「インテル経営の

秘密（High Output Management）」（以下、インテル）の中で紹介された。グローブは「自

己目標管理」の考え方を忠実に実践したが、実践方法として「目標（Objectives）」に「重要

な結果（Key Results）」を付加し、「重要な結果」を「自己目標管理」のプロセスの不可欠な

部分に位置付けた。それはついて以下の 2 つの質問に答える形式で説明している。（インテル

ｐ177） 

 

・私はどこに行きたいか？（その答えが”目標“になる） 

・そこへ到達するためには自分のペースをどう決めるか？（その答えがマイルストーン、

すなわち”重要な結果“になる） 

 

     他に「自己目標管理」の運用においてコミュニケーションと透明性を保つために「ワン・ 

オン・ワン・ミーティング（1 対 1 ミーティング）の重要性、短期サイクル（四半期 or 一ヶ

月）での運用、目標は達成可能性が五分五分の高いレベルで設定などが示されている。 

「自己目標管理」についてのまとめとして、アンディグローブは以下のように述べている。 

 

『目標管理システムはコンピュータによって機械的に運用されるものではない。目標管

理システムは、目標とそれを支えるための一連の上下関係を持つ目標と重要な結果を組み

合わせる判断力と常識が必要である。目標管理を使用してあなたの仕事であなたを今日か

ら明日に導くときにも、判断力と常識は、目標管理を使って日々の仕事をするときのガイ

ドとなるものである。』（インテルｐ182） 

 

インテルの「自己目標管理」（インテルでは OKR と言わず、MBO が使われた）」 

すなわち、OKR のインテルでの成功を経験し、後に投資顧問会社のパートナーとなったジョ

ン・ドーア（John Doerr)が投資先のマネジメント手法として OKR が最適と考え、グーグル

を始めとしたシリコンバレーの著名企業に紹介し、採用されていることは興味深い。         

グーグルの OKR を含むマネジメントについては５－６）項にて詳述する。 

因みにアンディグローブとドラッカーは旧知の中であり、ドラッカーの自伝である日経新

聞の「私の履歴書」でドラッカーは「グローブが米国へ脱出する際もハイテク企業へ就職す

る際にも力を貸した。グローブは私から学ぶことが多いと公言している。だが、一つ指摘し

ておきたい。彼にはコンサルタントは必要ないということだ。」（知の巨人 ドラッカー自伝

ｐ169）とお互いを認め合っていることが「自己目標管理」と OKR の関係性からも窺える。 

 

 

４）日本における「自己目標管理」関連の導入の歴史 

日本では戦後の特殊な事情もあって目標管理より先に品質管理（TQC）が製造業に導入され、

次いで目標管理が導入されたが、「自己目標管理」は本来の理念が理解されず、主に人事管理の

ツールとして普及した経緯が今も色濃く残っている。 
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■TQC/TQM と方針管理 

日本では復興のための米国政府の政策の一環として、第二次世界大戦後、マッカーサー（東

南アジア最高司令官）は、品質管理の統計アナリストであるウィリアム・エドワーズ・デミ

ング（W. Edwards Deming）を招き、日本の個々の企業の回復を支援するために彼は 1947

年に日本を訪問した。 

 

1954年には、第 2のマネジメント・アドバイザーであるジョゼフ・モーゼス・ユラン（Joseph 

Moses Juran）も、品質管理に関する彼の考えを広めるために招待された。 

その点で日本では製造業を中心にした TQC（Total Quality Control：全社的品質管理）の導

入が自己目標管理に先行し、活発に行われ見事に定着した。 

 

しかし、TQC は、問題解決や品質改善には、すばらしい手法であるが組織のマネジメント

改善にはあまり役立たなかった。そこで 1960 年代半ばに TQC の改良のために「自己目標管

理」取り込んで日本で開発された「方針管理」が TQC に追加された。 

「方針管理」誕生の経緯については「TQM 時代の戦略的方針管理」（ｐ3～4）に以下のよ

うな詳しい記述がある。 

 

『目標管理がアメリカから紹介され始めたころ、日本の品質管理は SQC（統計的品質

管理）から TQC（総合的品質管理）への転換時期にあった。 

このとき、会社方針や品質管理方針などの“方針”の重要性が強調されていた。 

1960 年に来日したジュランは、マネジメントの本質、方針作成、目標の設定など管理の

本質を示唆する講義を行い、それが TQC への端緒となった。 

 

また、ジュランは管理項目の概念を紹介し、これを受けて帝人は 1961 年に管理項目

一覧表を提案した。さらに、日本化薬による管理項目、点検項目や小松製作所が開発し

た旗方式は、目標設定の方法として斬新なものであった。このような管理体系の構築が

進むなかで、ブリヂストンタイヤでは、目標管理の導入を検討したが、目標管理が結果

重視であるのに対し、プロセス、すなわち QC 手法により目標を達成するプロセスを重

視する TQC を選択し、目標管理における優れた点を TQC の一環として実施し、総合管

理体系を確立しようとした。 

 

その結果、「ポリシー管理」というコンセプトが 1964 年に生まれ、翌年、「方針管理」

と正式に名称決定した。その後、同社では「方針管理要領」が制定された。(中略) この

ように、方針管理は、目標管理がもつ 2 つのコンセプトである「目標設定への参画」と

「目標の自己統制」をベースにし、目標を QC 手法、つまり、QC 的問題解決法により

達成するという目標管理に欠けていたプロセス（How to do）を付与した管理手法とい

える。』 

 

その後、1980 年代になると不況にあえいでいたアメリカでは日本で独特の進化をし、日本

再興の原動力となった TQC に注目し、研究を重ねた結果、TQC にトップダウン型の意思決

定プロセスを盛り込んだ TQM（Total Quality Management：総合的品質管理）が誕生した。

TQM は、多くの企業に導入され、アメリカ復活の原動力の一つになった 

 

一方、日本では 1990 年代初めにバブル崩壊し、グローバル化の波が押し寄せて、不況が 

続いた。それらは従来の TQC では克服できないため、TQC に代わり、再度、アメリカ生ま
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れのマネジメント手法である TQM が業種を問わず導入、採用された。 

今や「自己目標管理」の血を引き継いだ「方針管理」は「JIS Q 9023」規格となり、TQM 

の中核の管理技術として採用されており、日本の多くの企業に導入され、海外企業にも普及

が進んでいる。 

 

■自己目標管理 

日本のマネジメントに於けるドラッカーの影響は 1959 年のドラッカーの訪日が最初と記

録されている。それから、3 回のブームを経て「目標管理」は 2013 年の労務行政研究所の調

査によると, 導入率は 88.5％に達している｡ 

 

第１次目標管理ブームは 1960 年代中ごろといわれている。当時は戦後最大の不況とも言わ

れた時期で不況克服策として「自己目標管理」が導入された。そのため、トップダウン的

性格を強く持ち、上司の目標をそのまま個人の目標として押し付ける所謂、「ノルマ管理」

の道具となっていた。 

 

第２次ブームは 1970 年代半ばで高度成長を果たした結果、労働意識や価値観の変化から組

織への帰属意識が薄れ、組織への参加による動機づけが強調された。また同時期に年功給

から職能給への転換もあって「自己目標管理」は人事部が主導して主に能力開発、動機付

けを目的として導入が進んだ。 

 

第３次ブームはバブル経済崩壊後の 1990 年代中頃から，年俸制運用のために個別の業績基

準が必要となり、成果主義人事管理を目的とした導入が進んだ。 

    

以上のように日本では「自己目標管理」は本来の理念が忘れられ、「目標管理」として、実

際には業績評価システムとして運用されていることが多く、ほとんどの会社で昇給・賞与・

昇格などに連動している。一般に目標管理の問題点として「目標の押し付け」「目標の硬直化」

「自己統制の喪失」「目標の管理」など形骸化しやすい点が挙げられ、日本でも多くの発生を

見ている。 

それらを反省して最近では間違った「目標管理」を本来の「自己目標管理」の理念を踏襲 

してさらに組織実態に合わせた工夫を加えた導入が行われている。また、「自己目標管理」の

改訂版とも言える「方針管理」を TQM の一環として導入するケースも増えている。 

日本においては TQC の流れを汲む「方針管理」の人気が高く、「自己目標管理」と「方針

管理」との導入企業数の差は小さくなっている。 

 

 

５）グーグルにおける「OKR」をベースにしたマネジメントシステムの実際 

 

  ３－２）アメリカの「自己目標管理」実践企業の成功の実態の中で「インテル」の現代版の「自

己目標管理」とも言える「OKR」がジョン・ドーアによってグーグルに紹介されたと述べた。この

章では 75,000 人（2017 年 6 月末現在）を擁する巨大 IT 企業グーグルにおいてそれがどのように

運用されているかの調査内容を紹介する。 

その前に「OKR」運用の背景にあるグーグルのマネジメントの基本がもともとドラッカーの「知

識労働者のマネジメント」の教えを学び、少なからず取り入れていることを例示したい。 

まず、その証左として 2000 年代の 10 年間、グーグルの会長兼 CEO を努めたエリック・シュミ

ット（Eric Shumidt）が「ニューズウィーク 2005 年 12 月 2 日号」でグーグルの人材育成術と言
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われる「10 の黄金律」を紹介しながら、以下のように述べている。 

『マネジメントの父ピーター・F・ドラッカーほど、知識労働者に詳しい者はいない。なんとい

っても 1959 年、知識労働者という言葉を作ったのがドラッカーだった。 

ドラッカーは知識労働者が知識労働において成果をあげることを当然とするという。出勤状況

などで判断されたくはない。しかもドラッカーは、知識労働者が知識労働の仕事をするうえで邪

魔になるものはすべて除去せよという。 

加えて企業が成功するには、最大の競争力要因たる彼ら知識労働者をひきつけることができな

ければならないという。実は Google が考えていることが、これらのことである』 

  

グーグルは「スマートクリエイティブ」と呼ぶ「知識労働者」中心の会社であり、組織全体が「イ

ノベーション」を追求する典型的な 21 世紀型の新しい知識産業であるが、そこで 60 年も前からド

ラッカーが提唱し続けた「マネジメント」がどのように実践されているかを明らかにする。 

マネジメント実態を明らかにするためにミッション、経営理念や行動指針を MSC フレームワー

クの「5 つの重要な質問」、「8 つの重点領域目標」とマネージャーの５つの仕事である「OOMMD」

で診断してみる。 

そのうえで「OKR」がどの様に運用され、成果を上げているかを捉える。 

グーグルのマネジメントの仕組みの概要は以下の図の通りである。 

 

 
「How Google Works」と森岡氏の「MSC の体系」より、伊藤が作成 
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５－１）５つの重要な質問（事業の定義と事業戦略骨子の策定） 

  

質問 答え 著者の所見 

１） われわれの目的とミッシ

ョンは何か？ 

・世界中の情報を整理して万人が使えるようにす

る 

・世界をより良い場所にする 

[「創業者からの手紙」より] 

創業時からの変わらない目的と存

在理由として組織に浸透している 

２）我々の顧客は誰か？ ・エンドユーザー（最終顧客）に焦点を絞り、パー

トナーとしての顧客（メーカーや広告代理店な

ど）に優先する 

[How Google Works より] 

『経営者に贈る 5 つの質問』（ｐ27）

に「組織の成果をあげるにはその焦

点はあくまでもプライマリー・カス

タマーに焦点絞らなければならな

い」とある 

３）顧客にとっての価値は何

か？ 

・エンドユーザーの暮らしを大きく改善する 

[「創業者からの手紙」より] 

 

顧客しかわからない価値は顧客に

直接、試作品を使ってもらうことで

明らかにする方法を採っている 

４）我々の成果は何か？ ・エンドユーザーからの信頼 

[How Google Works より] 

・長期的収益の最大化 

[「創業者からの手紙」より] 

・エンドユーザーの暮らしを改善する商品やサー

ビスの提供 

『経営者に贈る 5 つの質問』（ｐ57）

には成果をはかる２つの評価尺度

として「定性的な尺度」と「定量的

な尺度」があるという 

５）我々の計画は何か？ ・長期的目標(3 年～5 年先)に集中する 

・ＯＫＲ（Objectives and Key Results）の運用 

・MBA 的事業計画の否定…事業計画の基礎を明文

化すればよい 

[How Google Works より] 

 

『経営者に贈る 5 つの質問』（ｐ70）

では「ミッションを実現するための

計画とは、行くべき場所と行き方に

ついての目論見を規定するだけで

ある」と述べている 

 

５－２）８つの重点領域目標（事業戦略目標の見える化） 

 

目標領域 具体例 著者の所見 

① 社 会 性 ( 貢 献 責

任)・顧客 創造 

・邪悪になるな（行動規範） 

・検索エンジンで圧倒的な世界シェア約 9 割(2017/6) 

・スマートフォン OS のシェア 7 割（2017/6） 

・世界最大の再生可能エネルギー購入企業 

・災害状況下で必要な情報提供と復旧、復興支援活動

（東日本大震災など） 

・世界中の難民危機への取り組み 

 

行動規範の徹底と検索エンジン／スマー

トフォン OS による顧客の創造そして積

極的な社会貢献活動への参画が評価でき

る 

② マーケティング ・市場調査ではなく、技術的アイディアに賭ける 

・新商品はユーザーの試用評価を得ながら改良して製

品化する 

・急速な成長と多くの競合がひしめく市場を狙う 

 

技術的アイディアから生まれたプロダク

トをエンドユーザーに出荷し、反応を見

て手直しする手法は最高のマーケティン

グであるという信念。ドラッカーの言う

「市場志向であるには実験が必要であ

る」(イノベーションと起業家精神ｐ227)

の実践といえる。 
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目標領域 具体例 著者の所見 

③ イノベーション ・CEO が自らイノベーション責任者である 

・エンドユーザーに焦点を絞る 

・発想は普通の 10 倍大きく、ほゞ、実現不可能な目

標を設定する 

・技術者は 80％の時間を既存のプロジェクト に

20%は自由な研究に費やす（20％ルール） 

・「失敗は迅速に，そうすれば，また挑戦できる」と

いう良い失敗をも奨励する風土 

・ＯＫＲ（Objectives and Key Results））の徹底した

運用 

 

イノベーションは市場と顧客のニーズか

ら生まれるか大学や研究所の知識の探求

やスキルの発展から生まれる『マネジメ

ント_上ｐ149』。グーグルのイノベーショ

ンは企業でありながら後者に近い。 

イノベーションが企業の継続的発展の原

動力であり、そこに重点を置いた工夫を

していることがうかがえる 

④ 人的資源 ・企業文化に合った飛び切り優秀な技術者（スマートクリエ

イティブ）を「採用のおきて」に照らして採用する 

・社内技術者に対して継続的な学習の場を提供し、キャリ

アの選択を奨励する 

・20％ルールを使い、自分の意志で自己研鑽を図る 

・人的資源配分の 70-20-10 ルール（70：コアビジネ

ス，20：成長プロジェクト，10：新規プロジェク

ト）が存在する 

・人材採用はトップマネジメントの最も重要な仕事で

ある 

・仕事に専念させるための福利厚生が充実している 

・「グーグルガイスト」と呼ぶキャリアの開発目標や諸

手当、福利厚生、企業文化に関する社員フィードバ

ック調査が年次で行われ、社員の意見が吸い上げら

れている 

 

人材の獲得に関してはマーケティング的

な目標をもつ必要がある。「必要な人材を

引き付けとどまってもらうには、彼らの

仕事をどのようなものにする必要がある

か、仕事の市場にはどのような人たちが

いるか、彼らの関心を惹くにはどうした

らよいか」を考えなければならない。『マ

ネジメント_上ｐ144』。スマートクリエイ

ティブ確保にマーケティングが活かされ

ている。 

⑤ 物的資源 ・自前サーバーやデータセンターには積極的投資 

・ハードウェアプロダクトは基本、外部に任せる 

 

事業の根幹をなす物的資源、すなわち、IT

資産と土地・建物への投資は年率約 30%

伸びている。一方で自前のプダクトや生

産設備は持たない方針を貫いている 

 

⑥ 資金 ・投資の意思決定は過去の投資額で判断せず市場での

勝者を基準にする 

・潤沢な資金を背景にした柔軟な経営はよりリスクを

はらむ事業への挑戦ができる 

2017 年 6 月末約 1,000 億ドル（11 兆円）

のフリーキャシュフローを背景にある程

度リスクを伴う長期経営展開が可能なっ

ている 

 

⑦ 生産性 ・少人数のチームが設計，開発，サービス投入までを

一貫して担当し、もの凄いスピードで完結させる

（小規模自己管理型） 

・仕事に専念させるための福利厚生の充実 

 

スマートクリエイティブに自由と明確な

目標を与えることによって生産性を最大

化している 
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５－３）OOMMD（マネージャーの基本的な仕事） 

   

仕事 具体例 著者の所見 

Objectives(目標を設定する) ・トップから一般社員までが OKR（Objectives 

Key Results＝達成すべき戦略目標とその目標の

達成度を示す客観的評価）を 4 半期ごとに更新

作成し、さらに公開して、会社全体の方向性と一

致させる 

 

OKR はトップや部門責任者が全員ミ

ーティング (毎週金曜日 )で発表議論

し、社員は会社全体の優先課題を理解

した上で自分の OKR を作成する。自

己目標設定プロセスのグーグル版と

言える 

Organize（組織する） ・徹底的にフラット（3~4 階層）で大胆に分権化さ

れた組織 

・初めは少人数のこの指止まれ的チーム編成 

・組織再編は 1 日で済ませる 

・一番影響力の大きな人を中心に会社を作る 

・独立採算にしない 

仕事をやり遂げるには意思決定者（ト

ップ）と直接折衝ができる組織が求め

られる。不完全な組織再編デザインか

ら完全な組織作りに参画することが

組織再編成功の原動力になる。スマー

トクリエイティブ集団ならではの組

織作りである。 

 

Motivate（動機づけする ・全員参加ミーティング（TGIF）を毎金曜日に開

催し重要開発案件，戦略の方向性を経営陣が披

瀝し、社員との直接質疑応答などを行う 

・重要な意思決定はすべての利害関係者が参加

し，意見の相違を奨励しながらの協議によって

行われる 

・負の競争が行われないよう取締役会に出した資

料からソースコードまでを支障のない限り全社

員が共有し，透明性を維持する 

・社員の週次業務報告書(スニペット)はトップや部

門責任者はじめ全社員に公表される 

・マネージャーと部下の 1 対 1 の面談はそれぞれ

が話題にしたいトップ 5 項目書き出して照らし

合わせ、マッチした項目を優先する方式を採用、

実際の面談には「面談フォーム」と言う書式を用

いる（詳細は 5－4）を参照） 

 

透明性、情報共有、動議付けとコミュ

ニケ―ションの手段として「Moma」

と呼ばれる全社員対象のイントラネ

ットの仕組みを運用している。一方で

TGIF と呼ばれる全社員ミーティン

グが毎週金曜日に行われ、週次の頻度

でトップとの直接対話がなされる。言

わばオンとオフの両方の仕組みを活

用して 7 万人を超える社員を効果的

にマネジメントしている肝はこの辺

にある 

目標領域 具体例 著者の所見 

⑧ 条件としての利

益 

・短期的な収益を犠牲にしてもわれわれは数年がかり

で最終的な収益の最大化を目指す 

・4 半期ごとの狭い範囲で業績予想するのは我々のビ

ジネスには合わない 

上記、7 つの領域目標を達成に必要な利益

とは企業がその社会的かつ経済的機能を

果たすうえで必要とする利益である『マ

ネジメント_上ｐ148』。 

短期的な収益に惑わされず、大きな発想

に基づいた長期目標の達成で収益を最大

化し、再投資することを実践している 



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 35 - 

仕事 具体例 著者の所見 

Measurement（測定し評価す

る） 

・個人の業績評価は自己評価，同僚による評価．

上司による評価を経て、最後に複数のマネージ

ャーによる評価の適切な調整を行って決定する 

・OKR の目標の達成度を四半期ごとに自己評価

し、上司と調整する。OKR の評価は個人の業績

評価の参考程度に利用される 

・UFS というマネージャーの職務能力についての

部下による上位者評価制度があり、マネージャー

の成長を促すために利用されている 

・プロジェクトの節目で担当チームの反省会を行

い結果は社内に公表し、誰でも見られるようにな

っている 

 

「評価とは上からの管理ではなく、自

己管理を可能にするためのものであ

る」『マネジメント_中ｐ28』。 

自分自身の仕事の評価、同僚による仕

事の評価、組織目標と連動した自己目

標の評価、上司に対する評価、プロジ

ェクトチームの評価など上下左右の

評価を得てそれぞれが自己管理のも

とに公正な評価が機能している 

 

Develop（人材を開発する） ・社内のエキスパートと言われるその道の達人と

会話する機会が設けられる 

・社内技術者に対して継続的な学習の場を提供し、キ

ャリアの選択を奨励する 

・20％ルールを使い、自分の意志で自己研鑽がで

きる 

 

上記、4 つのマネージャーの基本的な

仕事の過程で人材開発が行われてい

るがさらに左記のような人材開発に

絡む仕組みが存在することで採用後

の人材育成を図っている。これがスマ

ートクリエイティブを惹きつける（採

用/継続雇用）ことにも役立っている 

 

 

５－４）1 対１ミーティングの工夫（「How Google Works」ｐ263～264） 

 

   OKR の成果を享受するには部下と上司の良好なコミュニケーションが重要なファクターであ

るがグーグルでは 1 対 1 ミーティングルールとして以下の 2 点を守って運用されている。 

 

◎マネージャーと部下の面談にはそれぞれが話題にしたいトップ 5 項目書き出して照らし合わせる

方式を採用 

・重複した項目から面談を進める 

・重複した項目の多い方がコミュニケーションの良好な証となる 

 

◎面談フォームの内容 

1． 職務に対するパフォーマンス 

a.売上数値など 

b.プロダクトの発売、あるいはプロダクトのマイルストーンなど 

c.顧客からのフィードバック、プロダクトの品質など 

d.予算数値など 

 

2． 他部署との関係（組織の一体感・一貫性を保つのに不可欠） 

a.プロダクトとエンジニアリング 

b.マーケティングとプロダクト 

c.セールスとエンジニアリング 
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3． マネジメント・リーダーシップ 

a.部下の指導・コーチングをしているか？ 

b.質の低い社員を選り分けているか？ 

c.採用に真剣に取り組んでいるか？ 

d.部下たちを英雄的行動に駆り立てているか？ 

 

4． イノベーション（ベストプラクテス） 

a.常に前進しているか。どうすれば常に向上できるか考えているか？ 

b.新しい技術、プロダクト、仕事の方法を常に評価しているか？ 

      c.自分と業界・世界のトップ企業を比較しているか？ 

 

５－５）アップワード・フィードバック・サーベイ（UFS）－部下によるマネージャーの職務能力に

ついての定期的フィードバック調査（WORK RULES! P314-320） 

 

グーグルではマネージャーの必要な職務能力について大規模な調査とデータ解析を行い、マネ

ージャーの評価制度を築き、大きな成果を得ている、以下はその評価質問項目のサンプルである

が質問内容から「部下の育成と目標達成(OKR)の手助け」に重点が置かれていることが推察でき

る。 

 

UFS の質問事項のサンプル 

 

1. 上司は、私が成績を上げるための実行可能なフィードバックをくれる。 

2. 上司は、「マイクロマネジメント」をしない（部下が処理すべき細かいことまで手出ししない）。 

3. 上司は、私を一人の人間と見て、思いやりをもって接してくれる。 

4. 上司は、優先事項である結果／成果物にチームを集中させる。 

5. 上司は、自分の上司や上層部から得た関連情報を定期的に知らせてくれる。 

6. 上司は、ここ半年のうちに私のキャリアにかかわる有意義な話し合いをしてくれた。 

7. 上司は、チームの目標を明確に伝えてくれる。 

8. 上司は、私を効率よく監督できるだけの専門知識（例、技術部門ではプログラミング、財務部 

     門では会計）を持っている。 

9.  私は、上司をほかのグーグラーに勧める。 

 

５－６）「OKR」（グーグルの自己目標管理）の導入実態 

前述の MSC による診断でグーグルが知識労働者を如何にマネジメントする仕組みが機能して

いるか、そしてドラッカーの教えが如何に浸透しているかが明らかになった。 

さらにそれらを支える礎石として、トップ自ら社員を信頼し、取締役会の資料までもオープン

にして透明性を保つ姿勢や会社の経営方針について社員に自由な発言権を与えるなどの企業文化

が根底にあり、その環境で「OKR」が運用されていることである。 

ドラッカーは「自己目標管理」と組織文化の関係について以下のように述べている。 

 

『自己管理による目標管理は、何をなすべきかを教える。適切に仕事を組織するならば、誰で

もそのなすべきことをなしうるようになる。しかし、それを実際になさしめるものは組織の文化

である。経営管理者を動機づけ、彼らの献身と力を引き出すもの、彼らが最善を尽くすか適当に

こなすだけに終わるかを決定するのは、組織の文化である』（経営、上ｐ199） 
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５－６－１）「OKR」のメリット 

◎思考が統制される 

・主要な目標が明らかになる 

◎メンバーと正しいコミュニケーションをとることができる 

・各々が何を重視しているのか、全体として何が大事なのかが明文化され、共通

認識を得ることができる 

◎自分達がどれだけうまくやれているのかを測る指標を手に入れられる 

◎組織として重要なことに集中できる。業務全体を網羅するものではない 

         ・誰もが同じ結果に向かって努力を集中し、調整を促進する 

◎オープンな OKR データが社内の他の人の仕事を助けるのにも役立つ 

◎「組織的な」活動を可能にする 

 

５－６－２）プロセス 

 

    

1． 会社目標・・・会社全体とって重要な大局的なもので組織全体に伝達し、明確にする 

【CEO、取締役会、リーダーシップチーム】 

2． チーム目標・・個人の OKR の集合ではなく、チームの仕事の優先順位を定義する 

         【チーム・オーナー】 

3． 個人目標・・・個人とマネージャーが何をしたいのか、あなたに何をして欲しいのか 

調整し、定義する 

     

５－６－３）コミュニケーション 

◎1：1（１対１）ミーティング 

・個人とマネージャー、上司、CEO 

・何をしたいのか、あなたに何をして欲しいかの中間の最良な組合せを見つける 

・目標の設定と結果の評価を四半期の最後と最初に行う 

・１四半期中 2 回以内のモニタリングを行う 

 

◎グループミーティング（四半期） 

    ・チームとしての目標の討議と設定 

 

・チームの実績評価 

◎全社ミーティング（四半期） 

・会社目標の伝達と討議 

全社ミーティング 会社目標

１：１ミーティング

チームミーティング チーム目標

個人目標
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・チーム・オーナーとの調整 

・前四半期目標の評価 

 

５－６－４）基本運営ルール 

◎5 つ以内の「目標」と各目標に 4 つ以内の「重要な結果」を設定  

   ・多すぎる目標は力が分散してしまうため、数を制限する 

 

◎ボトムアップの目標が会社目標の半分以上を占める  

    ・会社目標の半分以上は個人目標が組織を通じて上がって来たもの 

・下からの目標すべてが会社目標とはならないが会社目標と何らかのつながりがある 

◎すべての目標が相互に合意されていなければならない 

   ・トップダウンの指示は不要 

 

◎レターサイズ 1 頁以内に収めるー最高でも 2 頁以内  

   ・実際は電子媒体に記述するので制限はないがボリュームの目安としてのルール 

 

◎業績評価ツールではない  

   ・業績評価の決定要素とせず、参考程度にする 

 

◎60～70％のグレード＝良い／40％のグレード＝悪い  

   ・スケールは 0～1 とし、グレードは 0.6～0.7 が望ましいー得点目標を 60〜70％に設定 

 

◎40％以下のグレードでも重要である場合に限り、「重要な結果」を継続する 

 

◎4 半期と年度で設定する 

・年度 OKR は年間の指向性のある変更可能な目標 

・4 半期 OKR は不変な目標 

 

◎「重要な結果」は測定可能なこと 

 

◎CEO を含む会社全員が対象で個人、チーム、会社で目標をセットする 

 

◎全社的に公開されている 

・CEO から一般社員までの OKR がイントラネット MOMA で公開される 

 

◎四半期ごとに格付け評価される" 

 

５－６－５）目標設定のポイント 

◎目標は 

・大局的視点に立つ  

   ・野心的であるとともに現実的 

   ・達成に少し不安を感じる高い目標・・いつも少し手の届かない目標設定 

 

  

◎重要な結果は  
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   ・目標の達成可能性を明らかにする 

   ・定量可能で意味のあるもの 

   ・目標の格付け評価につなげる 

 

５－６－６）個人 OKR のサンプル 

 

※目標の評価値 0.7 は「重要な結果」評価値の単純平均値 

 

５－６－７）OKR の格付け評価 

・0.6〜0.7 が達成目標とする 

・スコアはプロセスと同じくらい重要 

・全社的なスコアリングによりコミットメントが強化される 

・継続作業とするために低いグレードを利用する 

・スコアは最終的には何をするべきではないか、何を変えるべきか、何を続けていくべきかを

知る手がかりが得られる 

  ・個人が期末の評価に掛ける時間は数分 

・小数点以下２桁目以降の数字は重要ではない 

・グレード付けは OKR を格付けするのが目的ではなく、真実のデータを提供する気持ちで 

 

５－６－８）運用サイクル（3Q と 4Q は省略） 

 

 

５－６－９）その他運用上の留意点等 

・OKR ツールはあまり気にしないこと。利用可能ツールは Google sites, Wiki, Google 

Spreadsheet などの汎用的なものを利用する。 

・OKR の利用理由について全員が明白であること 

・マネージャーによる OKR 未提出者の管理が徹底していること（督促メール発信など） 

・OKR 導入は早ければ早いほど良い（3～5 人の規模から）・・・組織の DNA になる 

　　　評価
目標 ・Bloggerの収入拡大を加速 0.7

重要な結果 ・すべてのユーザーに[収益受領]タブを開始する
　　（ユーザーインターフェースの大幅な改良と操作の改善） 1.0

・RPM(回転数/分）を10％増加させるためにアドセンスのホストチャネル
のプレースメントターゲットを実装する

　　（3%の増加） 0.3
・3つの収益に特化した実験を開始し、収益の伸びを加速させる
　　(3つ実験を開始し、2つで70%の伸びの見込み） 0.7
・Blogger広告ネットワークのPRD(製品要求書）を完成させ、1Qに構築す
     (PRDを期末までに完成させ、かなりの確度でエンジニア割当て確保） 0.8

４Q
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

1 会社レベルのOKR前期評価（4半期/年度） 全社 〇 〇
2 会社レベルのOKR今期提示（4半期/年度） 全社 〇 〇
3 チームレベルのOKR前期評価 チーム 〇 〇
4 チームレベルのOKR今期提示 チーム 〇 〇
5 個人今期OKR（案）作成 　　　　 〇 　　　　 〇 　　　　 〇
6 マネージャーとの話し合い→個人今期OKR確定 1：1 〇 〇
7 個人前期OKR評価 1：1 〇 〇
8 個人今期OKRのマネージャ・モニタリング 1：1 　　　〇 〇 　　 〇 〇 　　　〇

ミーティング
の種類

アクティビティNo．
1Q ２Q
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６）ドラッカーの「自己目標管理」とグーグルの「OKR」の比較 

 

  「OKR」が「自己目標管理」の理念や考え方をどれだけ踏襲しているかを検証するため、以下の

ような比較表を作成した。 

 

 ドラッカーの「自己目標管理」 グーグルの「OKR」 著者のコメント 

理念 ・事業目標設定は事業計画化

の発端であり、リスクを伴う経

営管理者の重要な仕事 

・事業目標から導かれた部門、

チームの目標を設定する 

・自らが率いる部門の目標は

自ら設定し、自ら評価する 

・上位部門の目標設定に積極

的に参画する 

・相互理解は部下から上司へ

のコミュニケーションで得る 

・組織に働く者の意識を上司

ではなく仕事が要求するもの

に向けさせる 

・自らの仕事ぶりを測定のた

めの「情報」の入手し易くする 

・結果として一人ひとりの働

きは同じ方向に向けられ、成果

が一つの全体を生み出すよう

統合される 

・自己目標管理の持つ「自己

管理」、「内発的動機付け」、「組

織の方向性統一」、「成果・貢

献の統合化」、「上下のコミュ

ニケーション活性化」などの

「理念」が殆ど、踏襲されて

いる 

実際の運用手法は適用

環境の技術進展などで

変わってきてはいるが

「理念」は変わらない

ところにドラッカーの

言う「自己目標管理」は

「マネジメント」の哲

学であるを実感できる 

対象者 ・社長から現場管理者や事務

主任至る経営管理者全員 

・社長から一般社員までの全

社員 

グーグルは一般社員ま

でがエグゼクティブた

る知識労働者 

サイクル ・具体的な言及はないが一般

的には 1 年 

・四半期 変化の激しい業界では

年１回では機能しない 

目標の形

態 

・目標のみ ・目標 

・4 つ以内の「重要な結果」 

 

OKR は目標に重要な

結果が付くことによっ

て目標の達成可能性を

明らかになり、定量的

測定が可能になる 

目標展開

方向 

・組織階層をトップから下に

展開するトップダウン的展開 

・トップの目標を全社員に一

斉開示（トップダウン的）後

は社員の目標からチーム目標

へのボトムアップ的展開 

組織のフラット化、ネ

ットワーク化が進むな

かでは OKR 方式が効

率的に思える 

モニタリ

ング 

・年２回程度 

・マネージャーズ・レタ― 

（ボトムアップ的コミュニケ

・四半期に２回程度 

・１:1 面談フォーム 

面談フォームにマネー

ジャーズ・レターの要

素を統合するとよいと
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 ドラッカーの「自己目標管理」 グーグルの「OKR」 著者のコメント 

ーション） 思われる 

測定値 ・定量的または定性的 ・定量的（期限も含む） 

 

定性的なものも出来る

だけ、定量化する工夫

をする 

評価基準 ・成果の基準を高く持つ 

・成果とは常に成功すること

ではない。それは打率のことで

ある。（マネ‐ｐ100） 

・ 60 ％～ 70 ％の達成率で

OK、 

・常に 100%の達成率は楽な

目標設定を意味する 

野心的で達成困難な目

標にチャレンジするこ

とによって成果を生み

出す考えは同じ 

昇給・昇

進との関

係 

・業績による報酬への「自己目

標管理」利用の言及がある（経

営‐上ｐ180） 

・報酬が組織目標の方向付け

を誤らせる要因となる（マネ‐

ｐ74） 

・OKR 達成度は参考にはす

るが決定要素ではない 

自己目標管理の業績評

価の直接的な連動は

「内発的動機付け」の

妨げとなるので望まし

くないという見方が一

般的になっている 

データの

オープン

性 

上司と部下だけで保持 社内に一般公開、オープン、

透明性重視 

オープンにすることに

よって目標の重要度が

明確になり、かつ、

OKR データの多目的

活用が可能 

 

 

おわりに 

  「自己目標管理」は 1954 年の「現代の経営」で書きあらわされて以来、その考え方が踏襲され

ながら、より実践的な数々の手法が経営の現場から編み出され、60 年以上経た現在、名前は異なっ

ても組織マネジメントの中核的な基盤として活用されていることが理解できた。 

今回の研究から、その代表的な手法としては「OKR」と TQM の「方針管理」の二つが挙げられ

る。それらを MSC フレームワークの運用部分に適用することを提案したい。 

著者の独断的な見解であるがそれぞれの生立ちから、「OKR」はスターアップ企業、中小企業、規

模を問わずベンチャー体質を持った企業でかつ、比較的フラットな組織構造もつ知識産業に向いて

いるように思う。 

 

一方「方針管理」は中長期計画を大事にする階層構造を持った製造業、建設業等の伝統的な大企

業に向いているように思われる。 

本稿では事例研究の重点を「OKR」に置いたのでその延長として、今後は「OKR」手法のマニュ

アル化を進め、MSC フレームワークの一環として活用促進と普及に努めていきたい。 

「方針管理」についてはこの分野に詳しい研究メンバーに MSC フレームワークとの融合活用と

その実践を期待する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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Inc 

・『Startup Lab workshop: How Google sets goals: OKRs』（2013） 

https://www.youtube.com/watch?v=mJB83EZtAjc 

・奥野明子著（2012）、『日本における目標管理の現状 と課題』、経営研究 第 47 巻 第 1 号 

https://core.ac.uk/download/pdf/35262717.pdf 

・The Economist（2009）、『MBO at Hewlett Packard』 

https://www.slideshare.net/pridiv/management-by-o 

・Barry Witcher & Rosie Butterworth （Summer2000）、『Hoshin Kanri at Hewlett-Packard』、

Journal of General Management,Vol.25 No.4, ｐ70－85 

http://www.cforc.org/images/uploads/tools-and-methods/Hoshin_Kanri_-_HP.pdf 

・HP の歩み (1950 年代) 

http://jp.ext.hp.com/info/company/abouthp/histnfacts/timeline/hist_50s.html 

 

【キーワード】 

目標、重要な結果、OKR、BSC、GE、HP、インテル、アンディグローブ、TQC、TQM、方針管理、

グーグル、ジョン・ドーア、エリック・シュミット 

 

【執筆者プロフィール】 

伊藤年一（いとう としかず） 

伊藤 IT 経営研究所所長。IT コーディネータ。大手証券会社、外資系コンピュータメーカーを経て、

パッケージソフト会社経営。現在は IT 経営コンサルタントとして、企業の IT 活用による経営改善等

の助言や指導に従事。ドラッカー「マネジメント」研究会総合運営委員。 
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「よりよい内部監査のためのＭＳＣ活用」 

～ 従業員の強みを生かし、企業の成果に結集させる“しくみづくり” ～ 

若林 良樹 

 

Ⅰ．まえがき 

 

１．経 歴  ～“しくみづくり”の２０年～ 

私は一つの会社で４０数年を過ごした。振り返ってみると会社の“しくみづくり”に２０年携わ

ってきた。そのしくみとは、３０代半ばで経験したＴＱＭ推進(方針管理等)に始まり、４０代のＩ

ＳＯしくみ構築（環境、品質、安全）、５０代の金融商品取引法の内部統制報告制度（通称「Ｊ－Ｓ

ＯＸ」）のしくみ構築・監査、会社法施行に伴うリスク管理体制構築の支援（リスク管理規定作成の

支援等）、そして、最後の仕事である内部監査（しくみの有効性と効率性の評価・提言）である。 

 

２．この１年半の取組み ～ＭＳＣと事業監査との出会い～ 

２０１６年３月８日、友人の誘いで「ドラッカー『マネジメント』」研究会」（以下「研究会」）に

初めて参加した。４月初旬、「マネジメント・スコアカード」（以下「ＭＳＣ」）と出会う。ＭＳＣは

実務に使えると直感し、特に｢５つの質問｣にかぶれ､いくつか試作する（ＣＳＶ経営、マネジメント

の教育、内部監査、第２の人生、我が家族等）。６月中旬､「ＭＳＣ実践研究部会」（以下「部会」）

の設立準備に参加する。６月末、長年勤めた会社を退社する。 

８月２日、部会の「内部統制･企業統治プロジェクト」（以下「ＰＪ」）が発足し、メインテーマを

決める。そのテーマ選定のきっかけは、研究会の森岡先生が提示されたドラッカーの『ポスト資本

主義社会』に書かれている「事業監査」の考え方である。その後、ドラッカー学会主催の「ドラッ

カーの小さな学校」に出席しドラッカーのビデオを観る等して、継続的に知識習得に努めた。 

この間、研究会・部会に参加し、概ね１か月ごとに開催するＰＪにて、研究テーマについてメン

バーと意見を交換し森岡先生の助言指導を受けてきた。そして、今回の報告に至る。 

 

３．１年半の取組みで得た気付き 

この１年半の取組みの中で、「なるほど、そういうことなのか！」と思った瞬間が何回かあった。

その中でも特に以下の３つのキーワードについては際立っていた。それらの内容を以下に示す。 

＜キーワード＞ ＜キーワードによる気づき＞ 

（１）強み ・自分の強み（「組織の“しくみづくり”」）の再認識 

（２）ＭＳＣ ・ＭＳＣによる「正しい質問」の意味と意義 

（３）ドラッカー書籍

の特長 

・自分の強みをさらに強固にしてくれるものが、ＭＳＣであり、 

ドラッカー書籍であること 

 

 

 

Ⅱ．研究テーマの全体像 

 

研究テーマの全体像は以下の通りである。当報告はサブテーマ３・４を中心に記載し、サブテーマ

１・２は要約の報告とする。 
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メインテーマ：「『よりよい内部監査のためのＭＳＣ（※1）活用』 

・サブテーマ１：「ＣＧ(※2)コードとドラッカーからみる今後の内部監査」 

・サブテーマ２：「企業統治の要素としての『企業風土』を監査する」 

・サブテーマ３：「ＭＳＣが、経営方針策定・浸透のどのプロセスでどのように活用できるか、

を内部監査の視点（※3）で検討する」 

・サブテーマ４：「経営方針策定･浸透の監査における、ＭＳＣを活用した『正しい問い』」 

※1：ＭＳＣ（マネジメント・スコアカード）。「ドラッカーが説いたマネジメントを支援するとともに、その

成果を評価する体系（システム）であり、組織の健康診断ツールとも言えるものである。」  

（「マネジメント」研究会 第 4 期成果報告書、P7） 

※2：ＣＧ（コーポレートガバナンス、企業統治） 

※3：「内部監査は社会生態学の実践である。ＭＳＣによる｢正しい問い｣で職員の強みを生かす」とする。 

 

 

 

Ⅲ．サブテーマ１：「ＣＧコードとドラッカーからみる今後の内部監査」の要約  

 

１．結論        

「今後の内部監査とは？」の結論は、“ＣＧコードの改正・国際統合報告フレームワーク公開等の

経営環境の変化に適応する監査”である。これは、以下の表１、２に示すドラッカーの『ポスト資

本主義社会』等で説く「事業監査の重要性」「セクレタリーアート（企画部）の最重要業務」、及び

ＣＧコードが問う「取締役と内部監査との連携」を踏まえた結論である。 

なお、当サブテーマは当研究の軸となるサブテーマ３の背景である。 

 

２．詳細 

１）内部監査の役割とドラッカー「トップマネジメントの補佐機関」との接点  

～ドイツ銀行の企画部創設の経緯から、今後の内部監査の役割を考える～  

ドラッカーは「マネジメント」（下）で企画部の重要性を述べている。内部監査も企画部同様トッ

プマネジメント補佐機関であり、監査の役割とドラッカー思想の接点を表１．に整理した。 

表１.  監査の役割とドラッカー思想との比較表  

項  目 ドラッカーの思想 

(1)トップマネジメントの 

補佐機関 

・「トップマネジメントには、独自の補佐機関、すなわち情報を供給すべき

独自の機関が必要であることを教える。」（「マネジメント」下、第 49 章 ド

イツ銀行物語、P7） 

(2)トップマネジメントの 

ニーズ 

・「トップマネジメントのニーズは、現在ではなく将来
．．

に、全体
．．

に関わりを

もつ存在であるという一事からしても、そのニーズは現業のそれとは異な

る。」（同 P31） 

(3)トップマネジメントの 

組織構造 

・「トップマネジメントに関わるジーメンスの最大のイノベーションは、セ

クレタリーアート（企画部）の設置である。」（同第 51 章 トップマネジメ

ントの構造、頭脳に栄養を P30） 

(4)セクレタリーアートの 

最重要業務 

・「セクレタリーアートにとって最も重要な仕事は、事業の成果
．．

に直接大

きな影響をもたらす重要事項、すなわち「我々の事業は何か。何にな

るか。何であるべきか」を左右する重要事項を明らかにし、検討する

ことである。（同 P33） 
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２）ＣＧコードとドラッカーの「企業統治」の類似性 

ＣＧコードとドラッカーの「企業統治」に関して、経営理念の確立、社会・環境の課題などの項

目を設定し比較検討した結果、設定したすべての項目で両者は概ね同じ考え方である。 

表２.  ＣＧコードとドラッカーの「企業統治」の比較表 

比較項目 ＣＧコード（ＣＧＣ） ドラッカーの企業統治 

(1) 経 営 理

念の確立／

事業の定義 

①「取締役会は、会社の目指すと

ころ（経営理念等）を確立し、戦

略的な方向付けを行うことを主

要な役割・責務の一つと捉え･･･」

（原則 4-1.取締役会の役割・責務(1)） 

①「『我々の事業は何か』を問うことは、トップマネジ

メントの責任である。」（「マネジメント」上、P96） 

(2) 社会･環

境の課題／

社会的責任 

①「上場会社は、社会・環境問題

をはじめとするサステナビリテ

ィー（持続可能性）を巡る課題に

ついて、適切な対応を行うべき」

（原則 2-3.社会･環境問題等のサステ

ナビリティーを巡る課題） 

①「企業をはじめとするあらゆる組織が社会の機関であ

る。」（「マネジメント」上、P42） 

－「組織が社会に与えるインパクトには、いかなる疑い

の余地もなく、その組織のマネジメントに責任がある。」

（「マネジメント」上、P371） 

(3)取締役会

の評価／事

業監査 

①「取締役会は、会社の目指すと

ころ（経営理念等）を確立し、戦

略的な方向付けを行うことを主

要な役割・責務の一つと捉え、具

体的な経営戦略や経営計画等に

ついて建設的な議論を行うべき

であり、･･･」（原則 4-1.取締役会の

役割・責務(1)） 

※評価項目例： 

・経営理念の確立、具体的な経営戦略

等（「コーポレートガバナンス・コー

ドの読み方・考え方」P156,157） 

①事業監査：「『事業監査』は、企業･経営管理陣の活動

を戦略計画と目標に照らし評価する。『事業監査』は、

経営管理陣が必要とする独立性を保証する。」（「ポスト資

本主義社会」P150） 

－監査項目と取締役：「事前に定められた基準に基づき、

目標（使命）と戦略、マーケティング、イノベーション、

生産性、人材開発、地域社会との関係（社会的責任）、収

益性（利益）に至る監査を行うことが求められるように

なる。しかし、誰がこの道具を実際に使うかである。活

性化した取締役会である。」（「見えざる革命」、P272） 

 注：（）内は「チェンジリーダーの条件」P89） 

 

 

 

Ⅳ．サブテーマ２：「企業統治の要素としての『企業風土』を監査する」の要約 

～企業風土とドラッカー思想との関係～ 

 

１．「企業風土」監査の意義と目的     

   

１）「企業風土」を監査する意義 

・「取締役会は、企業文化・風土
．．．．．．．

が存在するか否かに重点を置くべき」（東証 2015「ＣＧコード」） 

・「マネジメントに必要なことは、組織に正しい文化
．．

を生み出すこと」（「現代の経営」上、P200） 

２）変化する経営環境    

企業取り巻く経営環境は、｢不祥事対応の内部統制｣（2005 頃）から｢中長期的な企業価値向上

のＣＧ（コーポレートガバナンス）｣（2015 頃）へと変化している。 
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３）「企業風土」を監査する目的  ～内部監査は社会生態学の実践である～  

企業風土の醸成・劣化状況を監査することにより、“環境の変化”に適応する企業風土の継続的

な維持・改善に貢献すること、を目的とする（下図）。     注）企業風土≒企業文化とする 

 

２．研究の要約 ～企業活動の防御線と「企業風土」の監査～ 

企業活動は大別すると、“企業統治と内部統制”で構成（下図）される。 

企業統治（ＣＧ）は、「企業経営を規律するための仕組」とし、その仕組は「❶企業風土
．．．．

による規

律」と「❷取締役会の企業経営の監督」（2005.8、経産省研究会、P29）。 

企業風土は、上図のように５要素（❶～❺）から構成されるものとし、内部監査では、この“企

業風土”を「組織の健康診断」項目と捉え、風土の実状を観察･分析する。   

 

＜要素＞ ＜内容＞

企業風土 ・リーダーの真摯さ ：リーダーの公平・誠実な姿勢・行動

（公平力、誠実力）

・社会的な責任 ：社会と共に生きようとする価値観

（社会共生力、社会対応力）

・社会生態的な思考 ：社会の本当の変化を見つけ,機会に変える価値観

（社会変化の知覚・分析力）

・法令等の遵守 ：法令・社内規定・企業倫理等を守る価値観

（コンプライアンス） （コンプライアンス力･･･右図参照）

・自己目標管理 ：自分で考え行動する価値観

（自己管理力、自己規律力）

法令

社内規定

企業倫理、社会規範

コンプライアンスの概念図

企業風土の５要素の図 

企業
統治

(ＣＧ)

内部
統制

コーポレートガバナンスの体制図と「5つの防御線」

❸事業部門

の自己評価

❹機能評価

❺全体評価

❷監督・監視

❶企業風土・文化

（取締役会）

（社長）

（事業部門）

（内部監査部）

（リスク管理部門等）

（監査役）

（真摯、報告、学習、･･･

自己目標管理等）

（コンプライアンス、

企業倫理）

Aim

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
▼

▼

▲

▲

・効果の持続性・改善

度合いを評価する上

で、「環境の変化」を

把握することは重要な

ことである。 

・企業統治（ＣＧ）は、「企業経

営を規律するための仕組」とし、

その仕組は「❶企業風土による

規律」と「❷取締役会の企業経

営の監督」で構成される。 

・「組織風土とは、これまでの組織

の歴史や活動、組織体を取り巻く外

部環境、トップマネジメントの指導

内容等の総合的な結果として組織体

の中に形づくられた思考形態、行動

様式等であり、組織構成員が持つ共

通の価値観となり、どのように行動

すべきかを示す意識、認識、行動と

なって顕れるものである。」（原子力

安全基盤機構『風土劣化防止の取り

組みの考え方と把握の視点』、P1） 

・「内部統制は、企業経営者の経営

戦略や事業目標等を組織として機能

させ達成するための仕組であり、企

業が組織として経営戦略や事業目的

を遂行していく上で不可欠なもので

ある。」（経産省研究会、P32） 
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３．「企業風土」の要素策定プロセス 

原子力業界の「組織風土」の概念（※1）をもとに、老舗企業の共通項（※2）・経産省研究資料・ 

ＣＧコードを踏まえ、ドラッカー思想の視点から企業風土の要素を設定した。  

※1：「組織風土」の概念：『人間・組織等安全解析調査等に関する報告書』（P5,7、原子力安全基盤機構、2008） 

※2：老舗企業の共通項（※）：野村進『千年、働いてきました 老舗企業大国ニッポン』（P211） 

 

４．「企業風土」の評価ツール(案)   ～「企業風土への問いかけ」～ 

以下に監査で使用する評価ツール（評価項目、質問項目）の(案)を示す。なお、基本的には企業の

様々な状況に応じた独自の評価項目・質問項目を作成すべきである。 

表３．企業風土の評価ツール（「企業風土への問い」）  

 評価項目 質問項目 評価 

ａ 

企
業
風
土
に
基
づ
く
、
組
織
・
ひ
と
の
姿
勢
・
行
動 

１．リーダーの資質 

 

・リーダーの唯一の資質とは何か。（答え：「真摯さ」） 

・その資質を実務にどう取り入れているか。（例：社是、人事

考課等） 

 

２．企業の社会的責任 

 

・企業の社会的責任をどのように捉えているか。（例：社会共

生・対応力） 

・その社会的責任を実務にどう取り入れているか。（例：行動

規範等） 

 

３．社会生態学的な思   

 考 

 

・通念に反することで、すでに起こっている変化があるか。 

・その変化が一時的なものではなく、本当の変化であるか。 

・本当の変化であることを示す証拠はあるか。（なぜそれが言

えるのか） 

・もしその変化に意味と重要性があるのであれば、それはどの

ような機会をもたらしてくれるのか。（『経営者の条件』、

P317） 

 

４．法令等の遵守、報告 

（知りながら害をなす

な） 

 

・法令等の遵守のためどのようなしくみを整えているか。 

・発生した問題の原因を究明しているか。その根本的な要因は

何か。 

・コンプライアンス体制を定期的に見直しているか。 

・負の情報がきちんと報告されるためにどのような取組みを

しているか。 

 

５．自己目標管理、継続

学習 

 

・全ての役職員が自ら考え行動するというしくみはあるか。 

・その自ら考え行動する考え方は、全役職員に浸透している

か。 

・全ての役職員が継続学習するためにどのように取組みをし

ているか。 

 

ｂ 

結

果 

１．成功・失敗等の発生 ・成功している主な実例とは何か。 

・品質問題や不祥事等の発生傾向とは（増減、類似性、頻発、

重大性等） 

 

２．社会への貢献・影響 ・社会に貢献している主な取組みとは何か。 

・社会に何らかの影響を及ぼしている問題はないか（環境等） 
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Ⅴ．サブテーマ３：「ＭＳＣが、経営方針策定・浸透のどのプロセスでどのように活用できるか、

を内部監査の視点で検討する」 

 

１． 計画の概要 

１）研究の目的と方法 

経営方針策定・浸透のしくみのガイドラインである JIS 規格「方針によるマネジメントの指針

（※1）」（以下「方針管理」若しくは JIS 指針）に示す参考様式と、ＭＳＣツールとの関係を比較

することにより、ＭＳＣの活用の方向性を検討する。 

※1：「マネジメントシステムのパフォーマンス改善−方針によるマネジメントの指針」（JIS Q 9023：2003） 

２）比較検討する様式・ツール 

 (1)方針管理の様式：「中長期経営計画書」、「方針書（社長）」「方針書（事業部）」、「実施計画書」、

「実施状況確認書」、「期末反省書」（上図のフロー） 

(2)ＭＳＣツール：「５つの重要な質問」（以下「５つの質問」）、「８つの重要領域目標」（以下「８

つの目標」）、「マネージャーの評価表」、「マネージャーズ・レター」（「マネジメント・レター」）

（上図） 

 

３）仮説の設定 

「５つの質問」等のＭＳＣツールが、方針管理（※2）のどのプロセスで、どのように使える

かの仮説を上記の「方針管理のフローとＭＳＣツール」に示す。 

※2：方針管理：「組織のマネジメントシステムのパフォーマンスを効果的、かつ、効率的に改善していくた

め、組織の使命、理念及びビジョンに基づく中長期経営計画及び方針の策定に始まり、組織内の関連す

る部門及び階層への展開、実施、実施状況の確認、処置をするサイクルを継続的に回し、マネジメント

システムのスパイラルアップを図る」マネジメントの仕組みである。（JIS 指針、序文 P1） 

 

２．検証結果の概要 

 １）検証結果の要約 

 

プロ 
セス 

とＭＳＣツール 

中期

計画

実施

年次
計画

処置

確認

評価

営業社長取締
帳票

本 店

・中期経営

計画

・社長方針

書等

・実施計画

方針管理のフロー

・期末反省

書

支店
現場

・実施状況

確認表

5つの質問
8つの目標

マネジャーズ

レター

マネジャー
の評価表

マネジャーズ

レター

様式
企業風土
の評価

・方針管理のプロセ

ス（中期計画～処

理）と企業の関連部

署（本店の取締役

会、社長、営業部～

支店の現場）を示

し、それぞれの部署

でどのような業務が

行われるかを示すフ

ローである。 

注）建設業の場合 

・ＭＳＣの「5

つの質問」「8 つ

の目標」「マネー

ジャーズ・レタ

ー」等が、方針

管理のどのプロ

セスで使われる

かを示す。 
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  検証方法は、次頁の図「Ａｉｍ→ＰＤＣＡ」モデルを踏まえ、方針管理の様式とＭＳＣツール

を以下の表４のように比較した。 

その結果、ＭＳＣは以下の(1)～(4)に示す通り概ね仮説通りであり、方針管理の１３の全てのプ

ロセスで対応していることがわかった。これはドラッカー本を読んだ時の特長である。 

表４．方針管理様式とＭＳＣツールの比較検討結果      凡例：◎が主 

Aim-PDCA

ステップ 

方針管理 

のプロセス 

方針管理 

の様式 

ＭＳＣの活用 

５質問 ８目標 評価表 レタ－ 

Aim １．組織の使命等 （＊様式・規定なし） ◎     

２．経営環境の分析 ・シナリオプランニング等 

・中長期経営計画書 
○ ◎   

３．中長期経営計画 

Plan ４．組織の年度方針等 ・方針書(社長) ◎ 

 

◎ 
  

５．方針展開、摺合 

６．重点課題等策定、摺合 ・方針書（事業部） ○ ○   

７．実施計画の策定、摺合 ・実施計画書（部） ○ ○ ○ ◎ 

Do ８．実施計画の実施 ・実施状況確認表（部）   ○ ○ 

Check 

（定期） 

９．管理項目による結果

の評価（確認と処置） 

・実施状況確認表（部） 
 

 ◎ ◎ 

Act 

 （定期） 

10．方針、重点施策、目標

等の見直し 

・実施状況確認表（部） 

・トップマネジメント診断 
  ○ ○ 

feed back 11．次回への反映 ○ ○ ○ ○ 

Check、 

Act（年度） 

12．期末反省を通じた問

題の点明確化 

・期末反省書 

・トップマネジメントのレ

ビュー 

  ◎ ◎ 

Feed Back  13．次年度への反映 ◎ ◎ ◎ ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aim Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

▼

▼

▲

▲FB
fb

 (1) ←前頁の検証概要の番号 

 (4) 

 (3) 

 (2) 

◆方針管理とＭＳＣとの比較例  ～「実施計画書」(部)と「マネージャーズ・レター」比較の場合～ 

１）方針管理の「実施計画書」：「部門又は部門横断チームの責任者は、方針を展開して最終的に到達

した方策が確実に実施されるように、抜け落ちなく実施計画を策定することが望ましい。」（JIS 指針

P11） 

２）ＭＳＣの「マネージャーズ・レター」：「部下たちは、 

・上司が目標とすべきものと、・自らが目標とすべきもの･･･。・期待されていると思う水準･･･。 

・目標を達成するために行なうべきことと、障害となっていることを書く。 

・組織と上司が行っていることのうち、助けになっていること、妨げになっていることを書く。 

・自らの目標を達成するために、次の一年間に行うべきことを提案する。 

この手紙（「マネジメント・レター」）が上司に受け入れられたとき、当人にとっての憲章とな

る。」（「マネジメント」中、P82） 

・方針管理の重要性を強調するた

め、ＰＤＣＡに Aim（ねらい）を

加え、『Aim－ＰＤＣＡ』を方針

管理のモデルとした。 
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＜検証結果（表４）の要約＞ 

(1) 「５つの質問」（「事業の定義」を含む）は方針管理の「組織の使命等」で活用する。方針管理

にこのプロセスの規定はない。 

(2) 「５つの質問」「８つの目標」は、方針管理の“中長期経営計画・方針・実施計画”の策定プ

ロセスで活用する。 

(3)「マネージャーの評価表」「マネージャーズ・レター」は、“実施計画の策定・摺合せ・評価”

等のプロセスで活用する。 

(4) ４つのＭＳＣツールは、「フィードバック」のステップ（「次年度への反映」）で活用する。今

回の検証で「フィードバック」の重要性を再認識する 

 

２）方針管理様式とＭＳＣツールとの記載項目比較 

方針管理（※3）様式とＭＳＣツール（※4）との記載項目を比較した結果、様式・ツールの記

載項目でもドラッカーは応えてくれた。私にとっては驚きの連続であった。まさにドラッカー本

の特長である。主な結果を以下の(1)(2)に、両者の比較表を以下の表５．に示す。 

(1)「マネージャーズ・レター」の記載項目は「実施計画書」と概ね同じといえる。ただし、「マ

ネージャーズ・レター」の「障害」等は、「実施計画書」では規定していない。 

(2) 「フィードバック」の考え方は「実施状況報告書」「期末反省書」に含まれている。 

表５．方針管理様式とＭＳＣツールの記載項目比較表 

 方針管理の様式 ＭＳＣのツール 

ステップ 実施計画書 マネージャーズ・レター 

Plan 

 

・方策の管理項目・目標値 ・部下たちは、上司が目標とすべきもの 

・実施事項の管理項目 ・自らが目標とすべきもの 

・実施事項の目標値 ・期待されていると思う水準 

・実施事項（方向性） ・目標を達成するために行なうべきこと 

・（項目の記載なし） ・障害になっていること 

・（項目の記載なし） ・組織が行っているうち、助け･妨げになっ

ていること 

・（項目の記載なし） ・上司が行っているうち、助け･妨げになっ

ていること 

・実施事項（具体策） ・自らの目標を達成するために、次の一年間

に行うべきことを提案 

Check、 

Action 

（定期） 

 

実施状況確認表 期末反省書 フィードバック 

・実施状況の確認、 

確認結果に対する

処置（P12,13） 

・実施状況の把握、目標

と実績との差異分析、

分析結果に基づく処

置（P14,15） 

・フィードバックの内容は、上記「マネー

ジャーズ・レター」の目標・行うべきこ

と等の実績との乖離・成果。 

 

＊1:フィードバックのしくみの前提条件 

－決定の前提となった予測の明確化 

 －決定の結果の体系的なフォロー 

（「マネジメント」中、P137） 

 

・様式での記載事項

は、 

－実績 

－実施内容 

（達成・実施状況） 

 

・様式での記載事項は、 

－方策に対する実績、

推移（達成度評価） 

－主な実施内容と具体 

的成果（問題解析） 
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実施状況確認表 期末反省書    

－解析・反省 

－対策（P27） 

－反省と残された課題 

－来期への課題（P28） 

＊2:「（意思決定で）大切なことは問題への

答えではなく、問題についての理解であ

る。（「マネジメント」中、P139）」 

Feed-

Back 

・達成状況、実施状     

 況、原因、対策を   

 上司に報告し評価  

 を受ける（P27） 

・上記の問題点を整理

し、来期取り上げるべ

き課題をまとめる（上

記「来期への課題」、

P28） 

＊3:ドラッカーのギャップ：「ギャップ（問

題）とは、現実にあるものと、あるべきも

のとの乖離（「イノベーションと企業家精

神」、P45） 

※3：ＭＳＣツールの内容：（ドラッカー「マネジメント」研究会、第 4 期分科会成果資料） 

１）「５つの質問」：Q1-我々の目的・使命は何か？ Q2-我々の顧客は誰か？ Q3-顧客が求める価値は何

か？ Q4-我々の成果は何か？ Q5-我々の計画は何か？ Q6：我々の事業は何か？ 

２）「８つの目標」：1．社会性（貢献責任）・顧客創造、2.マーケティング、3．イノベーション、4.人的

資源、5.物的資源、6.資金、7.生産性、8.利益 

※4：JIS 指針（方針管理）の用語定義： 

１）方針  ：トップマネジメントによって正式に表明された、組織の使命、理念及びビジョン、又は

中長期経営計画の達成に関する、組織の全体的な意図及び方向付け。（同 P2） 

２）方針の摺合せ：方針に基づいて、組織の関係者が調整し、上位の重点課題、目標及び方策と下位の

重点課題、目標及び方策が一貫性を持ったものにする活動。（同 P3） 

３）実施計画：方策を実施して目標を達成するために必要な資源及びその運用プロセスを規定すること

に焦点を合わせた計画。（同 P3） 

４）管理項目：目標の達成を管理するために評価尺度として選定した項目。（同 P3） 

 

３）ＭＳＣの有効性について 

(1)「マネージャーズ・レター」は部下が作成するが、実施計画書は部門長が作成し部下と摺合を

する。つまり方針管理はトップダウン型、ドラッカー思想はボトムアップ型であり、「強い動機

づけ」（※5）をもたらす。 

※5：「自己目標管理の最大の利点は、自らの仕事を自らマネジメントできるようになることにある。自己

管理が強い動機づけをもたらす。」（「マネジメント」中、P83） 

(2) ドラッカーのフィードバックは「決定を行った者が自ら出かけて確かめること」（「マネジメン

ト」中、P138）であり、現場、現物及び現実（「３現主義」）による方針管理の「トップマネジメ

ント診断・レビュー」と同じ思想である。 

(3)今回の取組みから、ＭＳＣは内部監査のよりよい“しくみづくり”に貢献すると思われる。 

 

３． ＭＳＣツール活用の検結果の詳細 

１）「組織の使命･理念･ビジョン」プロセスにおける「５つの質問」 

(1)方針管理のトップマネジメントの役割：「トップマネジメントは、組織の使命、理念、ビジョン、

経営環境などに基づく中長期経営計画を策定する。」（JIS 指針、P4） 

(2)ドラッカーの長期計画：「我々が必要としているものは、単なる長期計画ではない。戦略的な意

思決定、戦略計画である。」（「マネジメント」上、P154） 

・事業の定義：「『我々の事業は何か』を問うことは、トップマネジメントの責任である。」（「マネ

ジメント」上、P96） 

 

フィードバック 
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「事業を定義することは難しい。しかし、事業の定義があって初めて、目標を設定し、戦略を

発展させ、資源を集中し、活動を開始することができる。業績をあげるべくマネジメントする

ことができる。」（「マネジメント」上、P122） 

・定義の見直し：「事業の定義も、やがては陳腐化し、実効性を失う。」（「チェンジリーダーの条件」、

P56 ） 

(3)活用の方向性：方針管理はトップマネジメントの役割を「組織の使命、理念などに基づく中長

期経営計画を策定する。」（JIS 指針、P4）としているが、使命の「定義・再定義（見直し）」には

触れていない。「５つの質問」は戦略的な視点を踏まえ、経営環境の分析結果等に応じて、「組織

の使命･理念･ビジョン」のプロセスで、事業の定義・再定義のために活用する。 

 

３）「中長期経営計画」プロセスにおける「５つの質問」と「８つの目標」 

(1)方針管理の中長期経営計画：「トップマネジメントは、中長期経営計画には、次の事項を含め

るとよい。 

− 提供する製品、− 対象とする顧客（Q2）、－製品を提供する方法及びタイミング（Q5）、

− 競合する他の組織を凌駕する方策、− 人々、インフラストラクチャー、作業環境、情   

  報、財務資源などの必要資源、− 技術開発、生産、物流、販売などの機能別の方向付  

  け（Q4、Q5）」（JIS 指針、P7）       

「中長期経営計画策定を効果的・効率的に実施するためには、次の技法を活用するとよい。 

−シナリオプランニング、−業界構造分析、−ベンチマーキング（Q3：価値=顧客要求）、−市

場分析（Q3）、− SWOT 分析、−プロダクトポートフォリオ分析、−バランストスコアカー

ド（“組織の学習及び成長”、“業務プロセス”、“顧客”（Q3：顧客視点）、“財務”）」（P7）      

  ※6：Q2～Q5 は「５つの質問」の各項目を示す。 

(2)５つの質問、８つの目標：（Q1～Q5 の質問の内容は、P７の「※ＭＳＣツールの内容」参照） 

(3)活用の方向性：「５つの質問」の考え方は、方針管理の中長期経営計画の記載事項と技法の  

いずれかに含まれている。「８つの目標」については、方針管理には「社会性（貢献責任）・顧

客創造」は見当たらない。 

方針管理には「社会性（貢献責任）・顧客創造」の目標が明記されていないため、「５つの質

問」「８つの目標」は、「中長期経営計画」プロセスで活用する。 

 

４）「部門の重点課題･目標･方策の策定」プロセスにける「方針書」vs「マネージャーの評価表」 

(1)方針管理の方針書（事業部）：「組織は、方針を定めるに当たって、その内容をより具体的なも

のにするために、次の事項を実施することが望ましい。 

− 重点課題の決定、 

− 目標の設定、 

重点課題№
目標

目標値管理項目
担当方 策№

（作成者役職） 作成：年月日承認：

年月日
○○年度 方針書

修正：年月日 ページ
氏名： 印
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−方策の立案」（JIS 指針、P8） 

(2)マネージャーの評価表：「投資、人事、イノベーション、戦略」（「乱気流時代の経営」Ⅱ．６．経営

管理者の採点表、P82） 

「マネジメントの 4 つの分野（上記の「投資」等に関して、マネジメントに携わる人が適切

な仕事をしたかどうかを評価するもの」（「図解 ドラッカー入門」、P197） 

・マネージャーの評価表：Google の事例発表では以下の報告がある。 

－「ＯＫＲ（Objectives Key Results）の運用でトップから一般社員まで４半期ごとに戦略目標

と結果を自ら更新し、公開して仕事の状況を共有する。 

－「半年に１回、部下が匿名でマネージャーのパフォーマンスを評価する。」（「ドラッカーの小さ

な学校」2015.11、実践事例発表－グーグル） 

(3)活用の方向性：「マネージャーの評価表」は、方針管理の「方針書（事業部）」「実施計画書」（以

下の「５」参照）の作成時に活用する。 

 

５）「実施計画の策定」プロセスにおける「実施計画書」等 vs「マネージャーズ・レター」 

(1)方針管理の実施計画書：「部門又は部門横断チームの責任者は，方針を展開して最終的に到達し

た方策が確実に実施されるように，抜け落ちなく実施計画を策定することが望ましい。部門責

任者は、実施計画の具体的な活動を行うに当たっては、事前に実施計画の内容を部門内外の関

係者に説明し、理解を深めておくとよい。」（JIS 指針、P11、12） 

・実施計画の摺合せ：「組織は、重点課題、目標及び方策を担当する部門又は部門横断チームを定

めた後、階層の上下間、組織内部門の左右間の両面にわたり、重点課題、目標及び方策の一貫性

及び整合性をとり、漏れのないものにすることが望ましい。 

方針の摺合せでは、特に次の事項を考慮するとよい。 

a)下位者は、展開された方針を達成するための、より具体化した方策を決定する。 

b)摺合せの場は、上位者は方針の設定の意図を説明し、下位者は現場の実状、意見を提案

する双方向の議論の場とする。」（JIS 指針、P11）  

(2)マネージャーズ・レター：「自己目標管理のための仕組みの一つ。部下が上司の仕事の目標を推

測して書き、それに基づいて自分の目標を設定する。これをもとに上司と面談し、組織の方向性

と個人の目標を合致させる。」（「図解 ドラッカー入門」2011、巻末付録） 

・ドラッカーの目標設定：「部下たちは、上司が目標とすべきものと自らが目標とすべきもの･･･。

期待されていると思う水準･･･。目標を達成するために行なうべきことと、障害となっているこ

とを書く。組織と上司が行っていることのうち、助けになっていること、妨げになっていること

を書く。自らの目標を達成するために、次の一年間に行うべきことを提案する。この手紙（「マ

ネジメント・レター」）が上司に受け入れられたとき、当人にとっての憲章となる。」（「マネジメン

ト」中、P82） 

方策№
目 標

目標値管理項目

支援

体制
実施事項責任者

（作成者役職） 作成：年月日承認：

年月日

○○年度 ○○部

実施計画書 修正：年月日 ページ
氏名： 印

ﾁｪｯｸ

頻度

実施日程

1/4、・・・、4/4
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(3)活用の方向性：「マネージャーズ・レター」は、方針管理の「実施計画書」「実施計画の摺合せ」

と概ね同じ考え方であり、以下の６）「実施状況確認表」も同じ役割を担っている。 

 

６）「管理項目による結果の評価」等のプロセスにおける「フィードバック」 

(1)方針管理の実施状況確認表：「組織は、実施計画の進ちょく（捗）を定められた頻度で確認し、

期末の最終目標を達成するうえで異常はないかどうかを判断し、必要に応じて処置をとること

が望ましい。」（JIS 指針、P12） 

・「下位者（上記様式「責任者」）は、上位者へ、確認の結果を定期的に報告する。上位者は、確

認の結果の報告を受け、部門及び部門横断チーム全体の関係者が連携し、協力して目標を達成

するように全体の進ちょく（捗）を管理する。」（JIS 指針、P13） 

(2)マネージャーズ・レター：Google の事例発表では以下の報告がある。 

－毎週金曜日に行うトップマネジメントと社員による直接対話で経営の方向性を共有 

－マネージャーは定期的に部下と話し合い、部下の進歩を導くためにパフォーマンスを評価し、

年間目標を達成したかどうかを常に反映させる。（「ドラッカーの小さな学校」2015.11、実践事例発

表－グーグル） 

・ドラッカーのフィードバック：「最後に、意思決定の前提を検証するために必要なフィードバ

ックの仕組みをつくらなければならない。決定後の状況が想定どおりに進展することは少な

い。最善の意思決定さえ思わぬ障害にぶつかり、あらゆる種類の想定外の事態に遭遇する。

しかも、最も優れた意思決定さえ、結局は陳腐化する。したがって、成果からのフィードバ

ックがないかぎり、期待する成果を手に入れ続けることはできない。 

したがって、第一に、決定の前提となった予測をはっきりさせておかなければならない。

書き出しておく必要がある。第二に、決定の結果を体系的にフォローしなければならない。こ

のフィードバックの仕組みを、実行段階の前につくりあげておかなければならない。」（「マネ

ジメント」中、P137） 

「意思決定は機械的な仕事ではない。リスクを伴う仕事である。それは判断力への挑戦で

ある。大切なことは、問題への答えではなく、問題についての理解である。」（「マネジメント」

中、P138）   

(3)活用の方向性：方針管理の「実施状況確認表」は、ドラッカーの「フィードバック」の考え方

を含んでいる。「フィードバック」は、ＭＳＣとしてこの評価のプロセスで活用できる。   

 

 

管理グラフ ステップ

計 画

解析･反省

実施内容

責任者：方策№○○年度 ○○部

実施状況確認書

担当：

ページ

上司コメント

対 策

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

目標－、実績－

処置限界－

４ ５ ６ ７ ８ ９
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 また、方針管理の「期末反省書（※７）」（下図の様式）も「フィードバック」と同じ考え方であ

る。 

※７：期末反省書：「9.方針の実施状況のレビュー及び次期への反映、9.1 実施状況の把握」 

「部門又は部門横断チームの責任者は、方針の実施状況を分析して、次期方針の策定に反映させること

が望ましい。目標の達成度だけではなく、目標達成のための方策が確実に実施できたかという視点で分

析し、実施状況を把握するとよい。」（JIS 指針、P14） 

 

７）「方針･目標等の見直し」プロセスにおける「トップマネジメント診断」 

(1)方針管理のトップマネジメントによる診断：「トップマネジメントは、組織の人々に方針を浸

透させ、参画意識を持たせるために診断を実施することが望ましい。また、トップマネジメ

ントは、現場、現物及び現実（「３現主義」）による診断を通じて、方針の達成度及び方針達

成のためのプロセスを把握することによって、方針によるマネジメントをより確実なものと

することが望ましい。」（JIS 指針、P13） 

(2)ドラッカーのフィードバック：「我々は、フィードバックのために組織的な情報収集をしなけ

ればならない。報告や数字が必要である。しかし、現実に直接触れることを中心にしてフィ

ードバックを行わないかぎり、すなわち自ら出かけて確かめないかぎり、不毛の独断から逃

れることはできず成果をあげることはできない。」、「軍は、決定を行った者が自ら出かけて確

かめることが唯一の信頼できるフィードバックであることを知っている。」（「マネジメント」

中、P138） 

(3)活用の方向性：方針管理の「トップマネジメント診断」は、方針の浸透と参加意識を持たせ

るための「３現主義」（現場・現物・現実の重視）を推奨しているが、この考え方はドラッカ

ーが事例として取上げているはるか昔から確立されている軍の「決定を行った者が自ら出か

けて確かめること」と同じである。 

 

 

 

Ⅵ．サブテーマ４：「方針管理の監査におけるＭＳＣ流の『正しい問い』」 

～ 内部監査での“正しい質問”と自己評価としての様式作成 ～ 

今回の研究を通して、内部監査は「“自社の業務改善・改革の支援”であり、監査での『正しい問

い』により“自ら考え行動する力”を引き出すこと」が重要になると捉えるようになった。 

よりよい内部監査を行うため、ＭＳＣを活用した「正しい問い」（※1）（監査での質問項目）を以

下に示す。経営方針の策定・浸透のしくみである方針管理の１３のプロセスごとに作成した。 

※1：「正解が得られるのは、正しい問いによってである。」（「マネジメント」上、P69） 

課題№ 目 標

重点課題に対す

る目標値、実績

推移

（達成評価）

重点課題

反省と残された課題主な実施内容と具体的

成果（問題点の解析）

（作成者役職） 作成：年月日承認：

年月日

○○年度 ○○部

期末反省書 修正：年月日
ページ

氏名： 印

来期への課題
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１． ＭＳＣの基本的な質問 

「５つの質問」（事業の定義含む）・「８つの目標」等のＭＳＣ（ツール）にもとづく、内部監査で

の質問（「正しい問い」）の基本は以下の２５項目とする。 

 

１） ５つの質問と事業の定義 

Q1：我々の目的とミッションは何か、Q2：我々の顧客は誰か、Q3：顧客にとっての価値は何か 

Q4：我々の成果は何か、Q5：我々の計画は何か、 

Q6：事業（若しくは再定義）とは何か 

 

２）８つの目標 

Q1：社会性（貢献・責任）の目標とは何か、顧客の創造とは何か、 

Q2：マーケティングの目標とは何か、Q3：イノベーションの目標とは何か、 

Q4：人的資源の目標とは何か、Q5：物的資源の目標とは何か、Q6：資金の目標とは何か、 

Q7：生産性の目標とは何か、Q8：利益の目標とは何か 

 

３）マネージャーの評価表 

Q1：どのような投資か、Q2：どのような人事の課題か、Q3：どのようなイノベーションか 

Q4：どのような戦略か 

 

４）マネージャーズ・レター 

Q1：上司の仕事の目標は何か、Q2：自らの仕事の目標は何か、Q3：自分の仕事に要求されてい

る水準は何か、Q4：自分の目標達成を阻む所属部門の障害は何か、Q5：組織が行っているうち、

助け･妨げは何か、Q6：上司が行っているうち、助け･妨げは何か、Q7：自分の目標を実現するた

めに、今後一年間に自分が行うことは何か 

 

２． ＭＳＣツールを活用した方針管理の監査での質問 

１） 質問作成の基本的な考え方   

監査での質問は、以下の「(1) ＭＳＣと Aim-PDCA モデルを基にした質問」（ＭＳＣツールの 

様式：表６～表 11）をもとに、「(2)ドラッカー思想から得た質問」と「(3)内部監査の経験から考

えられる質問」を組み合わせて作成する。その質問は、“社長方針等の浸透を阻むと想定されるプ

ロセス・リスク”に重点を置き作成する。 

作成した質問は、監査前に自己評価のツールとして監査先に回答を依頼し質問作成の意図と回

答との違いを把握・分析する。監査ではその分析を踏まえポイント絞って質問等を行う。 

 (1) ＭＳＣと Aim-PDCA モデルを基にした質問 ～自己評価ツールとしての様式の設計と活用～ 

 監査で使用する質問は、上記「１．ＭＳＣの基本的な質問」（表のタテ軸）と「Aim-PDCA」（表

のヨコ軸）（下図）から作成する。例えば、以下の表 11．「マネージャーズ・レター」の様式例の場

合は、以下の①②により質問（※2）を作成する。 

 

・「Aim-ＰＤＣＡ」は方針管理のモ

デルであるが、このモデルにより

「フィードバック」の位置付け・重

要性をより明らかにした。 
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① 表のタテ軸「１．上司の仕事の目標」の質問は、「部下は上司の目標をどのように推測するか」

で、回答は「内容」欄に書く。  

② 表のヨコ軸では「当初設定した上司の目標の『結果と成果』は何か」、「次年度へのフィード 

バック（『ＦＢ』）すべきことは何か」が質問となる。 

※2：自ら課題に取組むためのドラッカー思想 

「何を行ったか、成果があがったことは何か、思ったように成果があがらなかったことは何か、なぜうま

くいったのか、なぜうまくいかなかったのか、そのことから何か学べることはあるか、今後どのように進

めるか、 

というように、うまくいったり、うまくいかなかつたりする現実の中から自ら学び取ってもらうことを仕

事に組み込まなければならない。」（「日本に来た ドラッカー」P256） 

表 12．「マネージャーズ・レター」の様式例（抜粋） 

部下が推測する 

目標等 
内容 日程 

結果と成果 

（成功例・失敗例） 

達成度 

の評価 

目標未達時の  

主な要因と対応策 
FB 

１．上司の仕事の目標   目標の結果とは    

２．自分の仕事の目標   目標の成果とは    

３．自分の仕事に期待さ 

れている水準 

  設定した水準に問

題はなかったか 

   

(2)ドラッカーの思想から得た質問の例 

 ドラッカーの思想からヒントを得て作成する質問の例を表６に示す。 

表６．ドラッカー思想の質問例 

質  問 ドラッカーの思想 

Q1:「マネジメント・レター」の目

標等が部下と異なった場合、相互

理解のため上司としてどのよう

なことを心掛けていますか。 

（例えば経験談を話したことがあ

りますか。それはどのような内容

でしたか。部下は納得しました

か。） 

・目標によるマネジメントの第一の目的は、上司と部下の知覚の仕

方の違いを明らかにすることにある。（「プロフェッショナルの条件」

P175） 

・コミュニケーションを成立させるためには経験の共有が不可欠だ

ということである。（同上、P176） 

・コミュニケーションは、私からあなたへ伝達されるものではなく、

我々の中のひとりから、我々の中のもうひとりへ伝達されるもの

である。（同上、P176） 

Q2：「次年度へのフィードバック」

では、どのようなことに留意して

いますか。（例えば“問題”につ

いて）”ですか、それとも“問題

に対する答え”ですか。それは何

故ですか。） 

・（意思決定で）大切なことは、問題への答えではなく、問題につい

ての理解である。（「マネジメント」中、P139）」 

・意思決定も、科学と同じように仮説が唯一の出発点である。（仮説）

は論ずるべきものではなく、検証すべきものである。（「プロフェッ

ショナルの条件」P159、160） 

(3)内部監査の経験から考えられる質問の例 ～監査での成功・失敗事例から学ぶ～ 

 中期経営計画や年度社長方針が役職員にどの程度浸透しているかを把握しその実状を社長に報

告することは、監査の重要な役割の一つである。社長方針等の趣旨を全役職員に誤解なく浸透さ 

 

質問の例 
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せることは現実には大きな労力を必要とするからである。監査経験から考えられる質問の例を以 

下に示す。なお、質問の Q2・Q3 は社長方針等の浸透を阻むと想定されるプロセスで使用すると

より効果が期待できる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ＭＳＣと Aim-PDCA モデルを基にした様式と質問 

(1)事業の定義と再定義（「3.中期経営計画策定」プロセス等で使用） 

５つの質問や定義の 3 要素（事業環境、使命、強み）を踏まえ、事業を定義・再定義する。 

表７．「事業の定義・再定義」の様式例 

事業の定義 回 答 
事業定義・再定義の場合、 

その主なきかっけ・理由は何か 

１．事業の定義（若しくは再定

義）とは何か 

 ・再定義は、目標を達成した時や急速成長した時 (｢チェン

ジ･リーダーの条件｣P59) 

(2)５つの質問（「1.組織の使命等」「3.中長期経営計画」「4.組織の年度方針」プロセス等で使用） 

表８．「５つの質問」の様式例 

５つの質問 回 答 
事業定義・再定義の場合、 

そのきかっけ・理由は何か 

１．我々の目的・使命は何か   

２．我々の顧客は誰か    

３．顧客にとっての価値は何か   

４．我々の成果は何か   

５．我々の計画は何か   

  ◇「５つの質問」毎の詳細な質問 

ドラッカーの「経営者に贈る 5 つの質問」をもとに作成した「５つの質問」毎の詳細な質問

を以下の表９．に示す。 

表９．「５つの質問」毎の詳細な質問例 

5 つの質問 詳細な質問 

１．我々のミッショ

ンは何か？ 

・我々が現在ミッション（使命）としているものは何か？ 

・我々は何を実現しようとしているか？ 

 

中期

計画

実施

年次
計画

処置

確認

評価

営業社長取締
帳票

本 店

・中期経営

計画

・社長方針

書等

・実施計画

方針管理のフロー

・期末反省

書

支店
現場

・実施状況

確認表

5つの質問
8つの目標

マネジャーズ

レター

マネジャー
の評価表

マネジャーズ

レター

様式
企業風土
の評価

Q2：○○部の部門長として、今年の社長方針の
「○○」をどのように“受け止め”ていますか。
不明なことがありましたか。それはどのような
内容ですか。誰かに確認しましたか。 

Q3：貴部門の課題「○○」は、目的である上位
の方針等を受けた“手段”となっていますか。 
 

Q1：自社の「事業の定義」を知っていますか。
中期経営計画の基本方針「○○」は、その事業
の定義（再定義）の趣旨を踏まえていますか。 
 

Q4：部の課題を実施して、“良かったこと・う
まくいかなかったこと”を教えて下さい。それ
は部下からの報告ですか。それとも･･･ 
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5 つの質問 詳細な質問 

（「経営者に贈る 5 

つの質問」P11.21

追加質問） 

－我々の組織の存在理由は何か？ －我々は何をもって憶えられたいか？ 

・特筆すべき新しい問題と機会は何か？ 

－問題：人口、規制、技術、競争等   

－機会：コラボレーション、技術、社会・文化的トレンド等 

・ミッションは再検討すべきか？ 

－ミッションは修正すべきか否か？  

－それは何故か？ 

 

２．我々の顧客は誰

か？ 

（同 P25､37 追加

質問） 

・我々の活動対象としての顧客は誰か？ 

・我々のパートナーとしての顧客は誰か？ 

・我々の顧客はどのように変化しつつあるか？ 

３．顧客にとっての

価値は何か？ 

（同 P41、51 追加

質問） 

・活動対象としての顧客にとっての価値は何か？ 

・パートナーとしての顧客にとっての価値は何か？ 

・顧客に学ぶべきことはあるか？ 

・どのようにして顧客に学ぶか？ 

 

４．我々にとっての

成果は何か 

（同 P55、65 追加

質問） 

・我々は成果をどのように定義しているか？ 

－成果はどのように評価測定されるか？ 

・成果をどのように定義するか？ 

・成果をあげることに成功しているか？ 

 －短期の成果と長期の変化をみているか？ 

－成果を上げるために役立つ有効な活動やプロジェクトは何か？ 

・何を強化し何を廃棄するか？ 

 

５．我々の計画は何

か？ 

（同 P69、85 追加

質問）  

・計画には、ミッション・ビジョン・ゴール・目標・行動・予算・評価を織り込んで

いるか？（P69） 

・目標は具体的で評価可能なものになっているか？（P73） 

・計画の策定においては、以下の５要素を検討しているか？（P74） 

－廃棄     ：成果をあげないもの、あげなくなったものの破棄 

－集中     ：成功しているもの、成果をあげているものの強化 

－イノベーション：明日の成功、想像をかきたてるものの追求 

－リスク    ：リスクの評価 

－分析     ：廃棄か、強化か、新たに手を付けるか、リスクを取るか 

 (3)８つの目標（「3.中長期経営計画」「4.年度方針」「8.実施計画の策定」のプロセス等で使用） 

フィードバック（ＦＢ）では、成功例と明らかにした問題（失敗例含む）等を次年度に確実

に反映する。様式例を表 10．に示す。 

表 10．「８つの目標」の様式例 

８つの目標の 

重要領域 

取組内容、目標

指標･目標値 

責任者 

と期限 

結果と成果 

（成功例・失敗例） 

達成度 

の評価 

目標未達時の  

主な要因と対応策 FB 

１-1．社会性 

1) 社会的貢献 

2) 社会的責任 

   － 

○ 

×× 
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８つの目標の 

重要領域 

取組内容、目標

指標･目標値 

責任者 

と期限 

結果と成果 

（成功例・失敗例） 

達成度 

の評価 

目標未達時の  

主な要因と対応策 FB 

１-2．顧客創造    ◎   

２．マーケティング       

３．イノベーション       

４．人的資源       

５．物的資源       

６．資金       

７．生産性       

８．利益       

凡例：◎成功例、○達成、△概ね達成、×未達、××重要な問題（失敗例含む）、FB（フィードバック） 

(4)マネージャーの評価表（「8.実施計画の策定」「13.次期への反映」プロセス等で使用） 

表 11．「マネージャーの評価表」の様式例 

マネージャーの 

評価項目 

取組みの内容 

（当初の目標） 
日程 

結果と成果 

（成功例・失敗例） 

達成度 

の評価 

目標未達時の  

主な要因と対応策 
FB 

１．投資        

２．人事       

３．イノベーション       

４．戦略       

(5)マネージャーズ・レター（「8.実施計画の策定～13.次期への反映」プロセスで使用） 

表 12．「マネージャーズ・レター」の様式例 

部下が推測する 

目標等 
内容 日程 

結果と成果 

（成功例・失敗例） 

達成度 

の評価 

目標未達時の  

主な要因と対応策 
FB 

１．上司の仕事の目標       

２．自分の仕事の目標       

３．自分の仕事に期待さ 

れている水準 

      

４．自分の目標達成を阻

む所属部門の障害 

・その障害はどのプロ

セスで発生するか  

      

５．組織が行っている  

助け･妨げ 

      

６．上司が行っている  

助け･妨げ 

      

７．自分の目標実現のた

めに、今後一年間に自

分が行うこと 
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Ⅶ．今後の課題     

 

１．相互レビューを踏まえた「今後の課題」 

２０１７年８月中旬に､２日間にわたって「相互レビュー」を開催した。その時の当論文に対する

主な質問（一部回答含む）をもとに今後の課題（検討課題）をまとめた。以下にその概要を示す。 

 

１）相互レビューでの主な質問 

Ｑ１：内部監査の「限界」は何か、どういうところか。その解決策は。 

Ｑ２：５つのサブテーマの相互の関係はどのようなものでしょうか。テーマ全体をどのように体

系化しようとしているのでしょうか。 

Ｑ３：ＭＳＣとＰＤＣＡサイクルの違いの有無・関係をどのように捉えていますか。 

A3：ドラッカーは、「人は、仕事の論理（the logic of the work）と労働の力学（the dynamics 

of working）の双方に沿ってマネジメントしなければならない。」（『マネジメント』（上、

p231）と述べています。統計的手法やＰＤＣＡサイクルは、「仕事の論理」の一つです。

ＭＳＣは、（個人と組織の全体を包含する）「労働の力学」です。 

Ｑ４：「事業監査」の研究に発展させることは可能か。 

 

２）検討課題                             

上記のＱ１～４の質問と A3 の回答に対する検討課題を以下に示す。課題の検討に際しては、

ドラッカーとＭＳＣの考え方を踏まえて取り組む。 

(1) 検討課題－１ ～今回の研究の振り返り～ 

① ＣＧ体制の要素（ＣＧ、内部統制、企業風土等）を見直し、今回のサブテーマの相互関係も

整理して、テーマ全体の体系に必要なピース（要素）の有無と内容を検討する。 

(2) 検討課題－２ ～今回研究のステップアップ～  

① 内部監査の限界と「ＣＧコード」を考慮したＣＧプロセスの内部監査のあり方を検討する。 

②「仕事の論理」と「労働の力学」の双方に沿ったマネジメントの視点から、内部監査のあり

方を検討する。 

 

３）コーポレートガバナンス体制図と４つのサブテーマ及び検討課題との関係（下図） 

 

 

・サブテーマ１： 

ＣＧコードとドラ

ッカーからみる今

後の内部監査 

・サブテーマ２： 

企業統治の要素とし

ての『企業風土』を

監査する 

・サブテーマ４： 

「経営方針策定･浸透の監査

における、ＭＳＣを活用した

『正しい問い』」 

・検討課題－２： 

ＣＧコードを考慮したＣＧプロ

セスの監査のあり方検討等 

 

・検討課題－１： 

企業のＣＧ体制の 

要素の見直し等 

 

コーポレートガバナンス体制図とサブテーマ・検討課題の関係図 

・サブテーマ３： 

～Aim－PDCA～ 

ＭＳＣが、経営方針策定・浸

透のどのプロセスでどのよう

に活用できるか 
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２．社外動向を踏まえた「今後の課題」 ～あらたなテーマへの挑戦～ 

2014 年「国際統合報告フレームワーク（日本版）」（※1）の発行、及び 2015 年東証「ＣＧコード」

の制度化など昨今の国内外の経営環境の変化、およびドラッカーの「組織の社会性（責任・貢献）」

等の思想を踏まえ、以下に今後検討すべき課題を整理した。 

１）検討課題 

(1) 検討課題－１ 

①経営環境の変化を踏まえ、「統合報告」・ＣＧコードとドラッカー思想との関係を検討する。 

(2)検討課題－２   

①環境変化を機会と捉え、「企業情報の開示」を方針管理・ＭＳＣに組み入れる意義を検討する。 

２）企業の情報開示と「統合報告（書）」の関係（下図） 

＜用語の意味＞ 

※1：国際統合報告フレームワーク：統合報告書の全般的な内容を統括する指導原則及び内容要素の規定（P4）。 

主な用語を以下に示す（P37）。 

※1-1 統合報告書：「組織の外部環境を背景として、組織の戦略、ガバナンス、実績、及び見通しが、どのよう

に短、中、長期の価値創造につながるかについての簡潔なコミュニケーション」 

※1-2 統合報告 ：統合思考を基礎とし、組織の、長期にわたる価値創造に関する定期的な統合報告書と、こ

れに関連する価値創造の側面についてのコミュニケーションにつながるプロセス 

※1-3 統合思考 ：組織が、その事業単位及び機能単位と組織が利用し影響を与える資本との関係について、 

能動的に考えることである。統合思考は、短、中、長期の価値創造を考慮した、統合的な意思

決定及び行動につながる。 

 

 

 

 

 

 

株主

ＣＳＲマネジメント体制

経営者

総合
監査部

監査役

取締役会

内部統制

業界全体

政府･政治

反社会的勢力

マスコミ

役 員

投資家

関連会社

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ

従業員

取引先

金融機関

NPO,NGO

近 隣

同業他社 地域社会

経済的側面

環
境
的
側
面

社
会
的
側
面

発注者

協力会社

コーポレート
ガバナンス

コミュニケーション

（ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ）

業務有効性等

財務報告

コンプライアンス

＋リスクマネジメント

経営層
統治

企業内
管理

P

DC

A

有価証券
報告書

ＣＳＲ
報告書

第三者委員会
報告書

社会的側面（責任･貢献）

環
境
的
側
面

経
済
的
側
面

CG報告書

統合報告書
右図は、企業にお

ける「情報の開示」

と「統合報告

（書）」の関係を示

した概念図である。 

社会・経済・環境

の経営環境の変化、

及び、ドラッカーの

組織の「社会性（責

任貢献）」の思想を

踏まえ作成した。 
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【キーワード】 

 

・内部監査、５つの防御線、コーポレートガバナンス（企業統治）の体制、コーポレートガバナン

ス・コード（ＣＧコード）、内部統制、会社法、内部統制報告制度（Ｊ－ＳＯＸ）、企業風土、企

業文化、方針管理（社長方針、実施計画書、実施状況確認書、期末反省書）、ＴＱＭ、ＩＳＯ、情

報開示、統合報告、ＳＤＧs 

 

・マネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）、自己目標管理、事業監査、社会生態学、正しい問い、真

摯さ、社会的責任、社会的貢献、知りながら害をなすな、５つの重要な質問（５つの質問）、８つ

の重要領域目標（８つの目標）、マネージャーの評価表、マネージャーズ・レター（マネジメン

ト・レター）、マネージャーの５つの仕事（ＯＯＭＭＤ）、フィードバック、強み 
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【執筆者プロフィール】 

 

・若林 良樹（わかばやし・よしき） 

40 数年間、総合建設業（ゼネコン）に勤務。最初は工事現場。その後、支店でのＴＭＱ推進  

（方針管理他）、本店でのＩＳＯのしくみ構築と監査・Ｊ-ＳＯＸのしくみ構築と監査・会社法  

施行に伴うリスク管理体制構築支援など企業の“しくみづくり”に 20 数年携わる。内部監査を 

最後に退社。 

2017 年ドラッカー学会入会。ドラッカー「マネジメント」研究会･総合運営委員。2017 年 5 月

のドラッカー学会総会で「よりよい内部監査のためのＭＳＣ活用」（当論文のサブテーマ 3）を発

表。現在、内部統制・業務改善アドバイザー（しくみづくりの支援）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 65 - 

 

 

 

 

 

ＭＳＣの実用 
 

中島 信 

    

　　　　　　　　　　　目次

§１　事業環境の背景にあるもの
　　１　価値感
　　２　社会・市場
　　３　技術

§２　事業環境
　　１　Ｇｌｏｂａｌ優良企業の動向と業績
　　２　日本企業の現状と課題

§３　今、なぜＭＳＣなのか

§４　ＭＳＣの位置付け
　　１　ＭＳＣの先行研究
　　２　関連理論、技法、フレームワーク
　　３　ＭＳＣと関連事項のマッピング

§５　ＭＳＣの実用
　　１　ＭＳＣベーシックの提案
　　２　ＭＳＣベーシックの応用法（拡張性）

§６　動態管理への展開
　　１　プロセス管理
　　２　イノベーション管理（創造）
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 まえがき 
 

世界が Global 化する中で、少子高齢化し、縮みゆく日本市場にあって、大企業も中小企業も大き

な曲がり角にきてい時代である。  

   

 ドラッカーは、その深い時代を読む力で、その大きな流れを見定め、その上で、組織織運営の在り

方をマネジメント論として展開した。 

 

 こうした時代、正にドラッカー視点を、如何に日々の経営に生かし、指針とするか鍵になってきて

いると認識し、そのエッセンスであるＭＳＣの実用を検討してみた。 

 

  

§１ 事業環境の背景にあるもの 

 

１、 価値観の変化 

 

 １８世紀に産業革命が起きて、それまで多くの人々が、農村で仕事し、一生を家族ともども暮らす

生活から、都市の工場で働く労働者として、場所、生涯環境を変えた。それから２００年、そのとき

生まれた脱農村の労働者は、ドラッカーのいう、所謂「知識労働者」と変貌してきた。近年、この変

化が加速して、働く事の価値観の変化となって底流をなし、多くの潮流を形成している。世界の大学

への進学率は、２０００年以降、世界的に上がってきている。多くの人々が、自分なりの働きがいを

求めて、多様な生き甲斐を模索している。これが、今日、組織運営を考える時のベースにあることか

と思われる。 
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さらに、現時点では、ドラッカーが知識労働者といった専門家の組織利用の時代と違い、総ての

従業員が知識労働者化しているとも言える。もう一つの大きな情報・知識の変革が、インターネット

の爆発的普及にある。過っては、新聞社・雑誌社、研究所等でないと集められなかった情報を、総て

の人が、簡単に検索できるようになった。中堅より、若い人、特に若い女性層が最先端の多くの生き

た情報を蓄積し、組織幹部なればなるほど情報音痴となっている事態もでていると筆者は、痛切に感

じている。 

 

 組織に於ける、発想力、情報力の重心が、どんどん下がり、現在では、過って企業での情報分析の

中心であり、コアコンピタンス形成の柱であった一部戦略、研究・開発部門の力より、全従業員の能

力を如何に引き出し、結集できるかが企業力の決定的な要因になってきている。 
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２、 社会、市場  

 

断絶の時代で、ドラッカーは「世界ショピングセンター」という表現で、経済・社会の Global 化を、

先駆けて描写した。 現在は，更に現象が拡大、徹底し政治の世界では今でも国単位での動きが中心

となっているが、国際社会の基本的な動向は、正に世界化しており、この流れは大組織だけの問題で

はなく、もはや１０～２０人の小規模な組織にあっても重要な環境変化なっている。 

更に加えて、流通している商品がハードからソフト、“物”の流通から、“事（サービス）”の流通へ

と大きくシフトしており、この点を抜きに、何も語れない状況になってきている。 

要するに、Global にサービスが網の目の様に流通、展開されている時代となってきている。ドラッカ

ーが「断絶の時代」で、約５０年前に指摘、予測したことが現実となって目前にある。 

 

３、 技術 

 

技術潮流の基本は、パーソナルコンピューターの進展とともに、２０００年以降明確に顕在化した

デジタル化、モジュール化の流れにあるかと言える。この二つは、分散しながら連動した企画、研究、

開発を実現し、また設計と生産の分離、個別大量生産を可能とする様々なビジネス形態を可能とした。

また、加えてインターネットの加速的普及をもたらし、多様なサービス事業を生みだす結果となった。

これにより、2 つの大きな現実が生まれた。 

 

① 商品サイクルが飛躍的に短くなった。 

（このことで、プロダクトポートフォリオが複雑化した。） 

② 複数の企業が、様々の連携が必要・不可欠となった。 

（企業間連携（SCM）が、決定的に重要になった。） 
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§２ 事業環境 

１、 Global 優良企業の動向と業績 

 

 

下記は、GE が 2 年毎に発信する「コーポレート・シチズンシップ・レポート」である。世界主要

企業のスタンスが、如実に出ているので紹介する。 

＊＊GE：ｺｰﾊﾟﾚｰﾄ・ｼﾁｽﾞﾝｼｯﾌﾟ・ﾚﾎﾟｰﾄ＊＊ 

世界では、巨大な市場から小さな市場までが、互いに深く関わりあいながら、かつてないほど

ダイナミックな動きを見せています。このような世界経済の拡大に伴い、GE の活動範囲もさら

に広がってきました。GE が現在、事業を展開している国・地域は 100 ヶ国以上。世界のニー

ズに責任をもって応えようと努力を続けるなかで、製品やサービスを通してさまざまな人々と触

れあう機会が確実に増えていくのを感じています。 

一方で、予想もしなかった規模での経済拡大は、先進国にも発展途上国にも、等しく大きな社

会問題をもたらしました。インフラストラクチャー、浄水、低コストのクリーンエネルギー、よ

り優れたヘルスケアなどに対するニーズが、急速に高まっています。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.capital-tribune.com/wp-content/uploads/2013/08/nihonZu002.gif&imgrefurl=http://www.capital-tribune.com/archives/2673&docid=bzJNOdeHpxVTmM&tbnid=JbDc5UP4P1WE-M:&vet=10ahUKEwjn4sDQwpnUAhWBEpQKHbR8AdsQMwgzKBIwEg..i&w=491&h=307&bih=612&biw=1347&q=ge%E3%81%AEROA%E3%81%AE%E6%8E%A8%E7%A7%BB&ved=0ahUKEwjn4sDQwpnUAhWBEpQKHbR8AdsQMwgzKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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このような問題に対して、GE は長年にわたるリーダーシップ・ビジネスへの投資から得たブラン

ド、テクノロジー、人材などの強みを活用しながら、解決策を探っています。今後も、新規市場の開

拓や新たなソリューション体系の確立に力を注ぐと同時に、ステークホルダーとの関係を強化してい

きたいと考えています。 

 

M&A 戦略、６σ等で代表される際立った経営手法で好業績をあげているが、欧米の企業は、先端

の経営技法の導入もさることながら、２０００以降展開されて COSO、ISO などの様々なフレーム

ワークにも積極的に対応しつつ、世界１００ｹ国以上に事業展開していることで事業基盤の強化をし

ている事に注視することが大切である。 

 

２、日本企業の現状と課題 

一方、日本企業は、上記の ROA の日米比較にもあるように、１９８０年代をピークに長期の停滞

を続けている。これは、それまで、日本市場中心で海外は製品輸出市場としてだけ見て、上記事業環

境変化の背景である Global 化、サービス化及び価値感の変化による社会要請に即した事業姿勢の変

容にも立ち遅れている結果ともいえる。 

 

 

§３ 今、なぜ MSC なのか 

 

 ドラッカーは、総て当たっているわけではないが、「現代の経営」「マネジメント」に結晶するマネ

ジメント論の前提として、事業環境の変化を生みだす、こうした世界潮流を、これが顕在する遥か以

前から見通していた。この代表が、１９６９年の「断絶の時代」である。時代認識、また世界潮流を

生む出す底流を充分認識して展開された組織運営の教科書が「マネジメント」に纏まっている。これ

のエッセンスが詰まっているものが、MSC であると認識し、正に、今、この実用の検討を試みた。 
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(注)ドラッカーの諸著作との関連は、添付資料１，２を参照 

 

§４ MSC の位置づけ 

１、 MSC の先行研究 

 

ドラッカー学会では、学会誌「文明とマネジメント」のＶｏｌ.２（２００８年発刊）で、藤島先生

が『「マネジメント・スコアカード」体系化の試み』（以下、「体系化」と表記）として、まず先行研究

がなされている。 
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この論文では、ドラッカー自身は纏まった形でＭＳＣを提示していないが、藤島先生の２０００～

２００２年にかけてのドラッカーとの書簡のやりとり、ドラッカーの書作の論考により、下記の様に

設定の手順及び目標の相互関係が構成され提示されている。 

 

【手順】 

 

 

 

藤島先生の「体系化」では、更に、目標設定にあたり、４つのフィールドが構成され提示されている。 
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【構成】 

下記が、４つのフィールドに示された８つの目標項目になっている。また、この目標設定、スコア

リングについては、 

（１）長期・短期視点のバランス 

（２）財務、非財務の視点のバランスを取ることが、肝である旨が指摘されている。     

また、この４つのフィールドに対応して「体系化」では、それぞれに指針・指標を設定、視点が纏

められている。これを、上記に掲載した。これを、ＭＳＣ実用化を図るＭＳＣベーシックのチェック

項目抽出の基本とした。 

 

ドラッカー学会では、更に森岡先生が主宰されている「マネジメント」研究会にて、２００９年～

目標 指針・指標

・中期安定、資金及び資金源確保

　総資本利益率/売上利益率/営業キャッシュフロー/
資金需要予測/資源供給体制確立

・事業領域確定、市場/顧客創造ﾎﾟｲﾝﾄの抽出

　顧客決定と分析/市場分析/ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ・市場成長率

/事業定義、領域の定義再定義

・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ、生産性を高め、組織力向上

　イノベーション計画/技術トレンド/各種付加価値
生産性測定/ｺｱｺﾝﾋﾟﾀﾝｽ確定

・ﾏﾈｼｼﾞｬｰ、従業員の能力/ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上、
企業シチズンの認知と行動

　能力・創造性開発ﾌﾟﾗﾝ/ｱｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ高揚施策/

ＣＳＲ，ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ具体策/.社会貢献、環境への取り組み

視点

・利益は有効性、存続性の判定基準
・利益は社内金融減、キャッシュフロｰ確保

・資金と資源はマーケティング、イノベーション
　の基盤
・資金調達規模、調達方法の見極め

・市場は何、客は誰、どこで何を買う、価値は何

・現状と将来の市場ポジション
・市場変化、技術水準、顧客満足から市場の選択
・流通チャネル、価格政策
・新しサービスの創造

・目標達成に向けた製品、ｻｰﾋﾞｽのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
・自社製品の新陳代謝
・ﾌﾟﾛｾｽ（設計、製造、管理）の知識・技法ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

・業務の集中、シェアード化
・資本、人の効率、生産性
・情報資源の生産性
・人的成長
　授業員育成、適材適所、組織風土、マネジメント

　の組織化改革の不断の取り組み
・社会的責任
　事業戦略への組み込み
　サステナビリティ思考への転換

組織
目標

創造性
社会性

財務
目標

事業
目標
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２０１０年にわたり「マネジメント・スコアカード」分科会で研究がされ成果報告がなされている。

下記がこの研究成果報告の概要を纏めたものである。 ＭＳＣの意義、モデルの提示及び適用事例が

研究されているが、一つの特徴は、他の経営管理のフレームワークとの比較、関連性が検討されてい

る。この視点は、今回の検討でも重要な視点として、基本とした。 

 

マンジメント研究会「マネジメント・スコアカード」分科会 成果報告概要 

 

２、関連理論、技法、フレームワーク  

ここまで、藤島先生、森岡先生の研究を中心にＭＳＣのスコープ、スコアリングの項目構成を確認

した。本論は、ドラッカーの視点の持つ広さを検証する為、主要な「Ⅰ、経営テンプレート（永続発

展）」、「Ⅱ、経営戦略論（市場性）」、「Ⅲ、ＣＳＲフレーム（社会性）」「Ⅳ、内部統制・アカウンタビ

リティフレーム（公明性）」の論議を選択し、概要を確認する。 

 

その他の知見
他のモデルとの比較ＭＳＣの意義

（経緯も含め）
ＭＳＣモデル提示 ＭＳＣの適用事例

ＢＳＣ 経営品質

ユニクロ
◇ＭＳＣ視点による

ユニクロのビジネスモデル
◇ＭＳＣを機能させる

手法のひとつ

森岡先生

北村様

●ＢＳＣ共通部分
　①利益②生産性③資金

と資源④マーケティング
⑤イノベーション

●ＭＳＣの独自領域
⑥マネジメント能力⑦人的

能力⑧社会責任

石川様

市川様

丸山様

２．「マネジメント・
　スコアカード」とは

３．ＭＳＣのフレームワーク
〔１〕事業定義の社会性

　　　　　　　　　　　評価
〔２〕経営能力の評価

〔３〕組織活動の評価

浦崎様

伊藤様

長島様

陣野様

第１書簡（2000）、第２書簡

（2000）、第３書簡（2002

よりＭＳＣの概念を抽出

〔３〕私の解釈

(1)８つの目標領域
①ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ②ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

③人的資源④資金⑤物的
資源⑥生産性⑦社会的責

任⑧利益
(2)ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ評価

①投資②人事③
ｲﾆﾍﾞｰｼｮﾝ④戦略

ドラッカーが、企業コン
サルを実施するとき、内々

つかった分析ツール

①顧客指向の共通性

　ドラッカー4つの質問
　と組織プロフィール

②「8つの目標領域」と
「8つのカテゴリー」

　マネジメント・レターで
統合性・一貫性があり、

且つ方法論を持つ事が
ドラッカーの優位

（１）ＭＳＣ標準フレーム

　ワークの確立
（２）ＭＳＣ評価基準の

　確立(定量、定性）

２．「マネジメント・
　スコアカード」とは
〔１〕ＭＳＣの存在
〔２〕本分科会で得た
　ＭＳＣ新たな理解

自社の監査業務への
適用

（8つの領域の適用）

自社の業務全般ＰＤＣＡ

への適用
（具体的、詳細事例）

ＢＳＣは、元々は「戦略
マップ」。ＭＳＣはどれだけ

ではない。

利益目標の位置付け
コスト＋リスク費不等≦利益≦市場

需要＋ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

ＭＳＣは一定のものではなく、
各現場で案出するもの。

研究者

左記の「ＭＳＣ独自領域」の
意義
　

「マルコム・ボルドリッジ賞の衝撃」
にある、助言を得た著名な博士とは

ドラッカーではないか。
　（浦崎氏の推測）

自社の業務への4つの

質問、8つの目標を
具体的に適用

（詳しい説明）

第３書簡にある４要素
①事業使命の定義　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
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 【Ⅰ】経営フレームワーク 

 

（１） 日本経営品質賞（アセスメント基準） 

日本のＴＱＭを、１９８０年代に米国で研究し、品質管理から経営ベストプラクティス（ベ

スト経営をスコアリングして、自社と比較して改善を図る手法）を基本課題とした時の財務省

長官の名をとったマルコム・ボルドウィッジ賞（ＭＢ賞）を、１９９０年代に再輸入して、日

本経営品質賞設定の基準としたもの。下記の８つのカテゴリーで構成されている 

 （１）リーダーシップ  （２）社会的責任 （３）戦略計画 （４）組織能力 

 （５）顧客・市場の理解 （６）価値プロセス （７）活動結果 （８）振返りと学習 

  この構成は、もとになったＭＢ賞とほほ同じで、上記マネジメント研究会の浦崎氏の研究にあ

る通り、ドラッカー４つの質問、８つの経営課題との関連性が大変強く意識されていると思われ

る。 

 

（２） ＩＳＯ９００１ 

英国を中心に１９８０年代に、品質に関する工業規格がＩＳＯ９０００として設定されたの

がスタート。改訂を重ね、単に品質レベルの認証基準から経営品質そのものに適用範囲を広げ

ている。特に２０１５年版では、（１）事業プロセスとの統合（２）プロセス・アプローチの徹

底（３）機会とリスクへの対応 が認証での重要事項とされている。 

構成は、“４～１０のプロセス（§６．１参照）の的確な運営”となっている。こうした経緯よりＩ

ＳＯ９００１も、「経営品質」と構成が接近しており、ドラッカー・マネジメント体系とも大変近いも

のになっている。だた、経営品質が１００項目位での自社経営セルフアセスメント基準であるのに対

し、ＩＳＯは数百項目の事項に渡り、第三者の評価で認証付与の可否を決定するという違いがある。  

経営品質は、各項目での水準アセスメントであるのに対し、ＩＳＯ９００１は、４～１０のプロセス

（§６．１参照）が有機的に循環しているかというプロセス視点が基本となっている。 

項番 部門 項番 部門 項番 部門

４ 全体 　　７．１．５ 全体
４．１ 全体 　　７．１．５．１ 全体

　　７．１．５．２ 全体
７．２ 全体 　　８．４．１ 設計

４．３ 全体 ７．３ 全体 　　８．４．２ 設計
４．４ 全体 ７．４ 全体
５ 経営 ７．５ 全体

　　７．５．１ 全体 ８．５ 製造
　　７．５．２ 全体

　　５．１．２ 経営 　　７．５．３ 全体
　　５．１．３ 経営 ８ 全体 　　８．５．２ 製造
５．２ 経営 ８．１ 全体
　　５．２．１ 経営
　　５．２．２ 経営 　　８．５．４ 製造

　　８．２．１ 設計 　　８．５．５ 製造
　　８．５．６ 製造

６ 全体

９ 製造・品証

６．３ 全体
７ 全体
７．１ 全体 　　８．３．１ 設計 　　９．１．１ 全体
　　７．１．１ 全体 　　８．３．２ 設計 　　９．１．２ 全体
　　７．１．２ 全体 　　８．３．３ 設計 　　９．１．３ 全体
　　７．１．３ 全体 　　８．３．４ 設計 ９．２ 全体

　　８．３．５ 設計 ９．３ 全体
　　８．３．６ 設計 　　９．３．１ 全体

全体

経営

監視、測定、分析
及び評価

設計

設計

製造

設計

設計

製造

品証

品証

　一般

外部から供給される
ﾌﾟﾛｾｽ、製品及びｻｰﾋﾞｽ
の管理

　保存

　引き渡し後の活動

認識
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
文書化した情報

　ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ

　設計・開発へのｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

　一般

　設計・開発の計画

　設計・開発へのｲﾝﾌﾟｯﾄ

　設計・開発の管理

全体
　設計・開発の変更 　一般

　一般資源
　一般

　人々

　顧客満足

ＩＳＯ９００１　２０１５
組織の状況
組織及びその状況の理解

ＱＭＡの適用範囲の決定

リーダーシップ及び
コミットメント

ＱＭＡ及びそのプロセス

リーダーシップ

　一般

ＩＳＯ９００１　２０１５
　監視及び測定の為の資源

　一般

　測定のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

力量

　一般

　作成及び更新

　文書化した情報の管理

ＩＳＯ９００１　２０１５

８．４

　　８．４．３

　　８．５．１

　　７．１．４

８．２

　　８．２．２

　　８．２．３

　　８．２．４

８．３

　分析及び評価

内部監査
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

　品質方針の確立

　品質方針の伝達

計画

　組織の役割、責任
　及び権限

　リスク及び機会への
　取り組み

　品質目標及びそれを
　達成する為の計画策定

変更の計画

　プロセスの適用に
　関する環境

　製品ｻｰﾋﾞｽに関する
　要求事項の期待化

　製品ｻｰﾋﾞｽに関する
　要求事項のﾚﾋﾞｭｰ

　製品ｻｰﾋﾞｽに関する
　要求事項の変更

９．１

　外部提供者に対する
　情報

　製品及びｻｰﾋﾞｽ提供
　の管理

　顧客又は外部提供者
　の所有物

製造・品証

　変更の管理

パーフォーマンス評価

製品及びサービス提供

　識別及びﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

　管理の方式及び程度

製品及びﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ
の管理

不適合なｱｳﾄﾌﾟｯﾄの
管理

４．２

５．１

５．３

６．１

６．２

方針

支援

　　８．５．３

８．６

８．７

利害関係者のニーズ
及び期待の理解

運用
運用の計画及び管理

　顧客重視

経営

全体

全体

製品ｻｰﾋﾞｽに関する
要求事項

設計

　顧客とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

設計

設計
製品ｻｰﾋﾞｽに関する
設計・開発
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【Ⅱ】経営戦略論  

 

経営実践全体との関わりより特に重要な①成果を上げる組織運営 ②長期・中期・短期の効果的

な計画・実行③市場価値の実現 ④従業員全参加による経営革新 という気にかけるべき最重要課

題に、それぞれ対応した４つの経営戦略理論を取り上げた。 

 

 

 

【Ⅲ】ＣＳＲ，ＣＳＶフレーム 

 

ＣＳＲは従来、環境保護への対応として経営活動制約条件しての遵法視点、或いは、本業での稼

ぎによる社会貢献という視点であった。しかし、本来ドラッカーが、「社会的機能としての企業」と

して論じてきたことが、いま時代とともに本流となってきており、事業戦略の基本、或いは柱の一

つとして位置づけられてきている。 

その中で、ＩＳＯ２６０００とＳＣＶ論を取り上げる。 

 

（１） ＩＳＯ２６０００ 

これについては、やはりマネジメント研究会２０１２年分科会（リーダー：北村氏）「企業の社会

的責任」で、このＩＳＯ２６０００及びそれとドラッカーの視点が研究されている。この成果を如

何に掲載する。 

 

ＩＳＯ２６０００は、７つの中核課題で構成されている。 

① 人権  

② 労働慣行 

③ 環境 

④ 公正な事業慣行  

ゲーリー・
ハメル

経営の未来
　（２００７年）

　(経歴ﾞ）ドラッカー門下の経営学者
　従来のトップ・ミドル指導から脱皮する
マネジメント２．０を提唱する。

①従業員全員のよるイノベーション
②多様性を基盤にした経営の革新

イゴール・
アンゾフ

戦略経営論
　（１９７８年）

(経歴ﾞ）物理学者
　科学的分析力で、技術の変革で、揺れ
動く事業環境への対応を研究

①長期視点、中期視点、短期視点のバランス。
②「事業環境分析→計画→実行」サイクル
　の適切な回し方。

マイケル・
ポーター

競争優位の戦略
　（１９８５年）

(経歴）経済学者
　企業の市場での様々な脅威に、如何に対
応して、競争力維持を図るかの研究

①市場での位置、競争力を見極める。
②①を実現する為、販売ルートー社内の各門
→取引先を価値創造のプロセス（バリュー・
チェーン）として組み立てる。

著者 著書 概要 問題意識の肝

チェスター・
バーナード

経営者の役割
　（１９３８年）

(経歴）ＡＴ＆Ｔ幹部
　２人以上の協業で成果を上げ、長期
発展する（不安定なる）要素を研究

①組織成長→適切な誘因と従業員貢献意識向上
→ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの活性化→組織成長の＋サイクル
を回す。逆サイクルになると一気に悪化。ここから、
抜け出る方法。
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【Ⅳ】内部統制・アカウンタビリティのフレーム 

 

  この論点は、日本では主に株式市場での上場会社の株主への公開性や企業のカバナンス欠如によ

る経理不正処理による経営破綻リスクの防止という視点になるが、本質は、１９８０年代に、米国

企業の基盤、競争力強化、健全経営徹底の研究を基に、COSO にしても SOX 法にしても、企業の

永続発展の為に、機会の最大化、リスクの最小化を確実にするフレーム及びその法律処置が本筋の

ポイントである。内部統制（COSO）の、最新２０１３年改訂版の構成は左記となっている。加え

１ ３

４

２

５ モニタリング

５．１

組織体は、内部統制の構成要素が

実在し機能している事を確かめる

為、日常評価及び独立的評価を

選択し、適用、実施する。

５．２

組織体は、しかるべき立場にある

上級経営者や取締役会を含む

是正処置を講じる責任を負う者

に対して、適時に内部統制の不備

を評価し、伝達する。

情報と伝達

組織体は、内部統制が機能すること

を支援する、関連性のある室の高い

情報を獲得・作成して利用する。

４．２

組織体は、内部統制が機能させる

ために必要な内部統制の目的、責任

を含む情報を組織内部に伝達する。

４．３
組織体は、内部統制の機能に影響

を与える事項に関連して、外部の

関係者との間で情報伝達を行う。

統制活動

３．１

組織体は、内部統制の目歴に対する

リスクを許容可能なレベルまで低減

するために役立つ統制活動を選択

し整備する。

３．２
組織体は、自らの目的達成を支援

するIT技術に関する全般的統制

統制活動を選択し評価する。

３．３

組織体は、報告されている事が何で

あるかを明確にした方針とその指針

を有効にさせる関連手続きに対する

統制活動を展開する。

２．４
組織体は内部統制システムに重大

な影響を与え得る変化を識別し

評価する。

２．３
組織体は内部統制の達成に関連

するリスクの評価において、不正

の可能性について検討する。

２．２

組織体は、自らの目的達成に関する

組織全体に関するリスクを識別し、

当該リスクの管理の仕方を決定する

為の基礎としてリスクを分析する。

リスクの評価

２．１

組織体は、内部統制の目的に関する

リスクの識別と評価が出来るように

、十分な明確さを備えた組織の目的

を明示する。

１．５
組織体は、内部統制の目的を達成

するにあたり、内部統制に対する

責任を個々人にもたせる。
４．１

１．４

組織体は、内部統制の目的に合わ

せて、有能な個人を惹きつけ教育

し、かつ維持することに対するﾓﾐｯﾄ

ﾒﾝﾄを表明する。

１．３

経営者は取締役会の監視の下、内部

統制の目的を達成するために組織

構造、報告経路及び適切な権限

と責任を構築する。

１．２
取締役会は、経営者から独立している

ことを表明し、且つ、内部統制の整備

運用状況について監視をおこなう。

改訂
COSC
１７の原
則

統制環境

１．１
組織体は、誠実性、倫理観に対する

コミットメントを表明すえう。

CSVの基本コンセプト CSVの３つの方向性

事業展開地域での人材、周辺
産業、インフラ整備、市場の
形成を自ら強化し、地域貢献
しつつ事業確立を図る

効率化でのコスト削減、サプラ
イヤー育成での高品質・安定
供給を実現するﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
を構築し社会課題を解決

バリューチェーン競争力の
強化と社会への貢献の両立

ＣＳＶ（Creatinng　Shared
Value）とは、社会課題の解決
と企業の利益、競争力向上を
両立させ、社会と企業の両方
に価値を生み出す取り組み

社会課題を事業機会と捉え、
自社の製品サービスで如何に
社会課題を解決する新事業
の創発・推進

社会課題を解決する
製品・サービスの提供

事業展開地域での競争基盤
強化と地域への貢献両立



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 79 - 

て、中小企業向けの簡易タイプのフレームが設定されている。また、２００６年には、更に、リス

ク・マネジメントに重点を置いたフレームも提示されている。 

  上記の【Ⅰ】～【Ⅳ】の関連テーマを下記の一覧表に纏めた。 

 

 関連対象一覧 

 

３、ＭＳＣと関連事項のマッピング 

 

  今回の実用研究にあたっては、下記の構想での実用を思考した。 

 また、「マネジメント」研究会の「マネジメント・スコアカード」分科会の成果報告にある森岡先

生の提示のあった MSC の体系とのマッピングは、添付資料３に掲載した。 

 

失敗の本質 バーナード アンゾフ ポーター ハメル

ビジネスモデル
能率
（満足度）

バリュー
チェーン
運営

環境
バリューチェーン
として確立

情報と伝達 情報と伝達
全員
参加

コミュニティ参画
及び開発

企業広報、製品・
サービス宣伝
社内意識付け
を一体化する。

ＱＣＤ
９．パフォーマンス
　　評価
１０．改善

カテゴリー６：
　価値創造プロセス

　●業務プロセス
　　の視点

ＤＭＡＩＣの結果
野戦、
突撃
偏重

バリューチェーン
として確立

ＤＭＡＩＣ

ダブル
ループ
学習の
欠落

有効性
（達成度）
成長論

中長期
計画

バリュー
チェーン
運営

ガバナンス

運営
（情報・
　生産・
　満足・
　改善・
　成長）

コミュニケーション
６．リーダーシップ

カテゴリー３：
　　戦略計画

　●学習と成長
　　の視点

極秘の
横行

コミュニ
ケーション
非公式
組織

事業組織
とその間
のシナ
ジー

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
を起こす
組織

公正な事業慣行

マーケティング
バリューチェーン
ガバナンス
の領域で組織的
に実現

統制環境 統制環境

統制活動
モニタリング

統制活動
モニタリング

・実績
・将来展望

チャンスとリスク

ＰＤＣＡ
９．パフォーマンス
　　評価
１０．改善

カテゴリー７：
 活動結果
カテゴリー８：
　振り返り学習の
　プロセス

　●業務プロセス
　　の視点
　●財務の視点
　　ＫＰＩの設定

企業概要と外部
環境

意思決定
（リーダーシップ）

６．リーダーシップ
９．マネジメント・
　　レビュー

カデゴリー１：
　リーダーシップ

企業理念
ビジョン

ＫＰＩの設定

ＴＱＭと比較し
Ｔｏｐ－Ｄｏｗｎの
全社プロジェクト
（諸制度整備）

参謀と
現場の
不整合

誘因
貢献
権威
受領圏

共通
目標

多角化 ５ﾌｫｰｽ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 消費者課題
社会コーズ思考
（ニーズの奥）

統制活動
経営戦略と
資源配分

創造的
リーダー

バリュー
チェーン
に沿った
決定

全員
参加

公正な事業慣行
労働慣行

ＣＳＲより大きく
踏み込んだ、会社の
基本戦略として
ＴｏｐＭａｎａｇｅｍｅｎｔ
推進

統制活動

・戦略
（目的）
・意思
　決定
・組織

市場価値創造
（マーケティング＆

イノベーション）

６．計画
８．運営

カテゴリー５：
　顧客・市場の理解
カテゴリー６：
　価値創造プロセス

事業環境の分析
ＳＷＯＴ分析
　●顧客の視点

顧客ニーズの分析
　（ＶＯＣ）

ﾏｰｹｹｨﾝｸ
＆ｲﾉﾍﾞﾍﾞｰ
ｼｮﾝﾞ意識
の欠落

組織力
（学習、情報）

４．組織課題
９．全社プロセス
　　のコントロール
　　改善

カテゴリー４：
　　組織能力

　●学習と成長
　　の視点

全社ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに
よる全社プロセス
の再整備

組織
運営
の欠落

協働
意欲

垂直
水平

社会コーズの見極
と対応

Ｇｌｉｏｂａｌスタンダード
への対応
　（実現レベル）

ＩＳＯは、Ｇｌｏｂａｌ
スタンダード
そのもの

マルコム・
　ボルドリッジ賞
を基本にしている

国際企業での
業務スレームとして
運用

巨艦決戦
主義の
修正
出来ず

人権意識
希薄

対象は非
営利含む
（ＡＴＴ経験
が基本）

社会との
連携

環境・人権

Ｇｌｏｂａｌスタンダード
カバナンス、
アカクタビリティ

Ｇｌｏｂａｌスタンダード
カバナンス、
アカクタビリティ

Ｇｌｏｂａｌスタンダード
カバナンス、
アカクタビリティ

ＩＳＯは、Ｇｌｏｂａｌ
スタンダード
そのもの

世界の潮流
（社会のサスティ
ナビリティ実現）
に対応

ＣＳＶ ＣＯＳＯ（ＳＯＸ法） Ｊ－ＳＯＸ，会社法 統合報告（統合思考）

社会
対応

社会価値創り
　（遵法、人権、
　環境、ヘルス
　教育）

４、経営課題
　（利害関係者
　のニーズ）

カテゴリー２：
　社会的責任

　●顧客の視点

Ⅰ　経営テンプレート（永続発展） Ⅱ　経営戦略論（市場性） Ⅲ　ＣＳＲクレーム（社会性） Ⅳ　内部統制・アカウタビリティ　フレーム（公明性）

ＩＳＯ９００１ 日本経営品質 ＢＳＣ シックスシグマ ＩＳＯ２６０００、１４０００

ここを、事業戦略
の中心に置く

ＩＴへの対応 ＩＴへの対応
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⑤ 消費者仮題 

⑥ コミュニティへの参画及び開発  

⑦ ①～⑥を相互関連させた組織及びそのガバナンス 

 

（２） ＣＳＶ論 

これは、上記Ⅱの「競争優位の戦略」著者、ポーターが戦略優位の観点およびコアコンピタンス

の基盤になるバリューチェーン構築戦略として、社会課題を事業課題として意識的取り込む先端的

な提案である。２０１１年６月のハーバート・ビジネス・レビューのポーターの考えを纏めると左

記となる。 

本研究会では、上記以外の研究が報告されておりますが、今日（２０１７．１．１０）までの（中島）先行研究フォローの範囲で記載しております。

サラヤ株式会社
　　（好事例）
　・　計画植林
　・　社長自ら、RSPO（持続可能
　なパームオイルのための円卓
　会議）への参加、現地ＮＧＯ
　とのコンタクトをする。
　

奈良間様

事故例分析

　ISO２６０００視点から考察

１）環境原則
①環境責任②予防的

アプローチ③環境リスク
マネジメント④汚染者負担

２）環境に関する課題
①汚染の予防　②持続
可能な資源の利用

③気候変動の緩和及び
気候変動への適応

④環境保全、生物多様性、
及び自然生息への適応

環境に関するドラッカー

の言及

　諸著作より、１７の言及
が、記載されている。

●日産自動車、ナイキの事例
●未来工業、鍋屋バイテックの
事例（好事例）

伊藤様

事故例分析
　ISO２６０００視点から考察

１）環境原則

①環境責任②予防的
アプローチ③環境リスク

マネジメント④汚染者負担
２）環境に関する課題

①汚染の予防　②持続
可能な資源の利用

事故例分析

　ドラッカーの言及

１）組織の社会的責任につ
いての言及

２）社会的責任問題が生ず
る２領域についての言及

３）環境規制に関する言及

東京電力福島第一原発事故

丸山様

7つの中核首題と３６の
課題

　この視点より、事例の
分析がされている。

人権疑念

ISO　：　天賦人権説

　ﾛｯｸ、ﾙｿｰが基本
ドラッカー　：

ﾊﾞｰｸ「フランス革命の省察」
ﾊｲｴｸ「奴隷への道」

を大切にする。

清水建設の取り組み
  第１５回環境経営度調査
　（日本経済新聞社調査）
　で、建設部門一位。

北村様

7つの中核首題と３６の

課題

　この視点より、事例の
分析がされている。

１）ドラッカーが言及する

組織の社会的責任と
ISO－２６０００からの

視点
２）ドラッカー思想を通して

ISO２６０００を見つめる

田辺三菱製薬の子会社
バイファ社の事例
　データ捏造

森岡先生

●９０ｹ国以上、４０以上
地域機関のｴｷｽﾊﾟｰﾄ

が関与したISO初めて
の試み

●組織の社会的責任に
関する用語・行動の国際

的定義
●社会的責任に関する

人類の実績を俯瞰し
本文に関係づけた。

●組織が社会的責任
を実行する場合の指針
を示した。

●７章の箇条文と清水建設
での取り組み事例の解説

●活用の留意点
(1)持続可能な発展

　　→明快な説明ない
(2)ｽﾃｰｸｽﾎﾙﾀﾞｰｴﾝｹﾞｰｼﾞ

ﾒﾝﾄ→ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄは、
責任と認識しべし

(3)ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ→日常
外となる用語。自己目標

管理を通した日常ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
に組み込むべし。

　ドラッカーの社会的
責任論との類似に触れ
もいるが、ドラッカーの
視点での多くの補充、
視点の深さ、広さが
説明されている。

事例は、企業統治
と環境についての
好事例

事例は、企業統治
と環境についての
好事例

事例研究
企業統治 その他

研究者
ＩＳＯ２６０００
制定経緯

ＩＳＯ２６０００解説
ドラッカー視点との
　　　　　　　　関連

主要課題
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 この構想での、「マネジメント監査（現在、大企業を始め多くの会社で行われている経理監査から、

業務監査或は経営支援・コンサルへの脱皮、機能拡大）」反映の課題は、今回の実践研究会では、若林

氏が本格的に取り組んでいるので、小生の検討は、経営現場での実用応用への反映を中心に実用の方

向性を探った。 

 

 

§５ MSC の実用 

１、 MSC ベーシックの提案 

（１）狙い、目的 

上記の構想に沿って、MSC ベーシックの提案をしたい。この MSC ベーシックの特徴は、他のフレ

ームワークやアセスメントにあるような、多くの資料分析、資料作成、或いは、１００～５００項目

の多くの項目をアセスメントする専門部隊やプロジェクト、或いは全社運動を想定しないで、２０項

目以内でのスコアリングで、以下の利用を目的とする。 

 

１、多忙な企業幹部が、自ら短い時間で、アセスメントして 

マネジメントの抜け、或はアンバランスを確認する。 

２、ＩＳＯやＣＯＳＯ、又、経営理論など様々な、経営管理技法との 

マッピング表を用意して、これらの視点との照合ができ、また導入 

を考えた場合に、導入の適否を見極めるともに、導入を容易にする。 

３、経営コンサルタントの実践上での参考資料とする。 

 

 

（２）アセスメント項目の抽出 

下記の視点で、抽出・検証を行う。従来のＢＳＣの実用経緯よりカテゴリーは４～５、チェック

項は１５～２０が実用の最適数との実績があり、これを基本とした。ＢＳＣの財務・非財務の視点

のバランスを指向しているが、本提案は長期・中期・短期視点のバランスを意識出来るように配慮

した。 

 

§２にある「ドラッカーの視点とマネジメント」及び、§４の先行研究にある成果を踏まえて、

とりわけ、その中でも藤島先生の４つのフィールドの体系表、森岡先生の資料３に掲げたフレーム
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ワークを基盤としてアセスメント項目を抽出して、その上で、その質問順・区分及び配点を行う。

上記関連事項マッピングしている諸手法や目的・狙いとの突き合わせよる整合を確認し連動性の確

保、最適化を目指した。 

（３）ＭＳＣベーシック（案） 

上を、検討し、まずはアセスメント１８項目の抽出と、質問配置、配点を下記の通り設定した。 

 

５＝十分に出来ている ４＝かなり出来ているが改善点あり ３＝大筋出来ているが多くの改善点あり 

２＝不完全、基本から見直し必要 １＝手が付いていない 

 

ここでの、サイクルは目安なので、月サイクルの中にＷｅｅｋｌｙがあって良いし、年サイクルの

中に月次、３年サイクルの中に月次があっても良いとかと考える。月一回、出張時の折りなどに、車

中、新幹線の中で、２０～３０分でチェックし、抜けがないか、問題意識にアンバランスはないかを

確認して、「機会の最大化とリスク最小化」を確認するチェクシートして活用する。ここで抽出した質

問群の経営領域のカバリング及び諸フレーム等のマッピングを検証したのが下記の表である。  

 

点検サイクル 点検項目 一口コメント 点検結果

３年サイクル
　（６項目）

①社会期待されている機能は実現しているか
社会の潮流、ニーズに沿ってるか。長期成長には、欠かせ
ないポイント。

５．４．３．２．１．

②社会貢献、法の遵守を確実に実行しているか
地元コミュニティへの配慮。遵法の徹底がリスク・ミニマム
の基本で最初の一歩。

５．４．３．２．１．

③組織のミッションを再検討しているか
怠りがちにもの。安定成長企業はここが徹底している。
授業員全員の支えになることが大事。

５．４．３．２．１．

④顧客の開拓はしているか
（本当の顧客を見逃してないか）

現在の顧客の外(今、見えてない客）を見る努力が
不可欠。成長、イノベーションの原点。

５．４．３．２．１．

⑤顧客満足を実現しているか（変化を見逃してないか）
客は、製品、サービスではなく、満足を買ってくれている。
満足は、客によって違い、時とともに変わる。

５．４．３．２．１．

⑥目的とした成果は実現しているか(成果・計画見直し）
目標と結果を比較し、差分を今日の仕事にフィードバック。
マネジメントの第一歩で王道。所謂ＰＤＣＡの徹底。

５．４．３．２．１．

年次サイクル
　（８項目）

⑦シェアの確認
主力市場、商品に加え、これから伸ばそうとする商品、市場、
顧客でのシェアに注目が大事。

５．４．３．２．１．

⑧新しい取組みはしたか（計画はあるか）
会社、部門、従業員の各レベルで、新しい取組み課題
を持つ事が必須。（事の大小は問わず）

５．４．３．２．１．

⑨必要な人材の確保(将来もみて）しているか
会社、社員の真の能力（強み）が見えてるか。会社のコア
コンピタンスは継続、維持、発展できるか。

５．４．３．２．１．

⑩設備・情報システムの更新及びそのメンテメンス
は確実か

現場の状況は、把握されているか。事故、操業停滞は突然
やってくる。リスクは無いか。

５．４．３．２．１．

⑪付加価値巾は確保できてるか（生産性）
高度分析より、売上利益率、粗利率などの手を掛けない
指標で、継続観察が肝。効率はジワジワ悪化、改善する。

５．４．３．２．１．

⑫財務・会計処理は適切か
　資産内容、資金ポジションは適切か

基本は、フリーキャッシュフローの確保。
自己資本比率とのバランスが前提。

５．４．３．２．１．

⑬損益分岐点の確認、及び対策の作成
　　（利益率は確保できてるか）

これが無いと、利益・赤字の出る理由が把握できない。
言葉は普及しているが、適正に出来てない会社多い。

５．４．３．２．１．

⑭従業員の動機付けは出来てるか
出来れば、従業員ひとり一人の意識・課題を文書化
して、真剣に論じ合う。これが出来てる会社が伸びる。

５．４．３．２．１．

月次サイクル
　（４項目）

⑮売上げ・損益の確認
想定外の売上・利益の増減、黒字・赤字が宝の山。
なぜなぜ５回で、背景に迫るの大事。（犯人捜しは無益）

５．４．３．２．１．

⑯生産計画の達成状況（在庫の確認）、納期守率
えてして、生産停滞を顧客・ベンダーのせいにしがち。
在庫は、熱と同じ、増減には理由がある、この精査が肝。

５．４．３．２．１．

⑰不良率（工程内、顧客着荷時）
不良率も熱と同じ、上下には、様々なプロセス問題が
絡み合っているのが普通。なぜなぜ５回が必須。

５．４．３．２．１．

⑱材料費/人件費/経費統制されてるか、
　効率は適切か（製造、管理）→異常値はないか

費用は減らすことでなく、稼ぐことに使われてるか？が大事。
個別生産、サービスには市場価値/費用が真の効率。

５．４．３．２．１．
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MSC ベーシックと経営領域のカバリング 

ＭＳＣベーシックと関連フレーム 

 

 

 

機能 貢献 市場開拓 顧客満足 シェア 資産　 損益 資金 公明性 人的 物的 新製品/プロセス 生産・調達・物流 品質
ガバ

ナンス

○

社　内

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

３年サイクル
　（６項目）

○

○

⑥目的とした成果は実現しているか(成果・計画見直し） ５．４．３．２．１．

⑤顧客満足を実現しているか（変化を見逃してないか） ５．４．３．２．１．

④顧客の開拓はしているか
（本当の顧客を見逃してないか）

５．４．３．２．１．

③組織のミッションを再検討しているか ５．４．３．２．１．

オペレーヨンマーケティング点検サイクル 点検項目 点検結果
社外

社会的責任 財務 組織・資源

月次サイクル
　（４項目）

⑮売上げ・損益の確認 ５．４．３．２．１．

⑯生産計画の達成状況（在庫の確認）、納期守率 ５．４．３．２．１．

○

⑭従業員の動機付けは出来てるか ５．４．３．２．１．

⑬損益分岐点の確認、及び対策の作成
　　（利益率は確保できてるか）

５．４．３．２．１．

⑱材料費/人件費/経費統制されてるか、
　効率は適切か（製造、管理）→異常値はないか

５．４．３．２．１．

⑰不良率（工程内、顧客着荷時） ５．４．３．２．１．

○

⑨必要な人材の確保(将来もみて）しているか ５．４．３．２．１．

⑧新しい取組みはしたか（計画はあるか） ５．４．３．２．１．

年次サイクル
　（８項目）

⑦シェアの確認 ５．４．３．２．１．

○ ○
⑫財務・会計処理は適切か
　資産内容、資金ポジションは適切か

５．４．３．２．１．

⑪付加価値巾は確保できてるか（生産性） ５．４．３．２．１．

⑩設備の更新及びそのメンテメンスは確実か ５．４．３．２．１．

①社会期待されている機能は実現しているか ５．４．３．２．１．

②社会貢献、法の遵守を確実に実行しているか ５．４．３．２．１．

○

ISO9001 BSC 経営品質 シックスσ ISO26000 CSV COSO GC 統合報告

ミッション

への参画
情報と伝達 ガバナンス

９．成果評価

１０．改善

学習・成長

視点

４．組織能力

７振返学習

労働慣行

人権

バリョー

チェーン確立
モニタリング ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ

９．成果評価

１０．改善

プロセス視点

財務視点

６．活動結果

７．振返学習
ＤＭＡＩＣ

公正な

　事業慣行

バリョー

チェーン確立
モニタリング ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ８．運用 プロセス視点

５．価値創造

６．活動結果
ＤＭＡＩＣ

公正な

　事業慣行

バリョー

チェーン確立
モニタリング ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ８．運用 プロセス視点

５．価値創造

６．活動結果
ＤＭＡＩＣ

公正な

　事業慣行

モニタリング ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ
９．成果評価

１０．改善

顧客視点

財務視点

５．戦略計画

６．活動結果
ＤＭＡＩＣ

公正な

　事業慣行

ガバナンス

９．成果評価

１０．改善
財務視点 ５．戦略計画

公正な

　事業慣行
モニタリング

実績

将来展望

公正な

　事業慣行

統制活動

統制環境

９．成果評価

１０．改善
財務視点 ５．戦略計画

ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ

９．成果評価

１０．改善
プロセス視点 ５．価値創造

公正な

　事業慣行

バリョー

チェーン確立
モニタリング

経営戦略ﾘｽｸ

資源配分

公正な

　事業慣行

バリョー

チェーン確立
モニタリングプロセス視点 ４．組織能力

ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾓﾃﾞﾙ

７．支援
学習・成長

視点
４．組織能力 労働慣行

人事の確保

教育
モニタリング ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ

ｺﾐｭﾆﾃｨ参画

及び開発

社会課題

への成果
モニタリング

企業概要と

外部環境

６．計画 顧客視点
２．顧客・市場

　の理解
消費者課題

伝導的

ポジション
モニタリング ﾁｬﾝｽとﾘｽｸ

公正な

　事業慣行

社会課題

への成果
統制活動

企業概要と

外部環境

４．経営課題 顧客視点
２．顧客・市場

　の理解

顧客ﾆｰｽﾞ

分析（ＶＯＣ）
消費者課題

顧客ﾆｰｽﾞ

の背景把握
統制活動

企業概要と

外部環境

消費者課題
顧客ﾆｰｽﾞ

の背景把握
統制活動

積極的

取込み事項

４．経営課題 顧客視点
１．ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

３．戦略計画

公正な

　事業慣行

ミション

　の中心
統制活動 ガバナンス

ｺﾐｭﾆﾃｨ参画

及び開発

積極的

取込み事項
統制活動

ＣＳＲ経営 内部統制・アカウンタビリティ

４．経営課題 顧客視点
２．社会的

　責任
環境・人権

事業戦略

の焦点
統制活動

社会潮流

の見極

月次サイクル
　（４項目）

①社会期待されている機能を実現しているか

②社会貢献、法の遵守を確実に実行しているか

④顧客の開拓はしているか
（本当の顧客を見逃してないか）

⑥目的とした成果は実現しているか(成果・計画見直し）
リスクの見極め、対処は出来てるか

⑤顧客満足を実現しているか（変化を見逃してないか）

③組織のミッションは適切か、再検討の必要はないか
 組織・プロセス構造は、適切に対応いているか

年次サイクル
　（８項目）

⑭従業員の動機付けは出来てるか

⑦シェアの確認

⑨必要な人材の確保(将来もみて）しているか

⑬損益分岐点の確認、及び対策の作成
　　（利益率は確保できてるか）

点検サイクル 点検項目 点検結果

３年サイクル
　（６項目）

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

⑧新しい取組みはしたか（計画はあるか）

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

⑩設備・システムの更新及びそのメンテメンスは確実か

⑪付加価値巾は確保できてるか（生産性）

⑫財務・会計処理は適切か
　資産内容、資金ポジションは適切か

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

５．４．３．２．１．

⑮売上げ・損益の実績確認、見通し確認

⑯生産計画の達成状況（在庫の確認）、納期守率

⑰不良率（工程内、顧客着荷時）

⑱材料費/人件費/経費統制されてるか、
　効率は適切か（製造、管理）→異常値はないか

経営管理

４．経営課題 顧客視点
２．社会的

　責任

４．経営課題 顧客視点
２．顧客・市場

　の理解

顧客ﾆｰｽﾞ

分析（ＶＯＣ）

５．ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

６．計画
顧客視点

１．ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

３．戦略計画

６．計画
顧客視点

プロセス視点

１．ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

６．価値創造

９．成果評価

１０．改善
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２、 ＭＳＣベーシックの応用法（拡張性） 

 ＭＳＣベーシックは、基本に絞り込んだ質問にしているが、これを他のフレームでの経営管理視点

とのマッピングを図ることにより、これらの技法、フレームの視点との照合を可能とし、これの技法

の概要、ポイントを日々のチェックの中で把握でき、その骨格を日々経営に活かせることが出来る。

加えて、本格導入の適否が確認できる、又、導入を容易、確実にすることが可能となる。 

  

 各技法の詳細項目とのマッピングを下記に、提示する。 

 

（１） 経営品質（ＭＢ）とのマッピング 

 資料 ４ 参照 

 

（２） ＣＯＳＯ２０１５年改訂版、拡張監査とのマッピング 

 資料 ５ 参照 

 

（３） ＩＳＯ２６０００、ＣＳＶ とのマッピング 

 資料 ６ 参照 
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§６ 動態管理への展開 

 

 上記の経営品質、ＣＯＳＯ，あるいはＩＳＯ２６０００は、評価のフレームであったり規範フレー

ムであるのが基本な性格である。 

 ここでは、プロセス管理、イノベーション管理（創造）などの動態管理との関連を検討する。 

 

１、 プロセス管理 

この代表格のＩＳＯ９０００１は、元来、受注、設計、製造、ベンダーのプロセス管理からスタ

ートしているが、２０１５年版は、特にプロセス・アプローチプローチを全面に出している。また、

経営プロセスとの統合が打ち出されている。この事によって、単に認証判定基準とういうだけでな

く、受注～出荷のプロセス運用と経営戦略の実現、リスク・マネジメントを全般のプロセス視点管

理のフレームとなっている。ＭＳＣベーシックと、これとマッピングは 

 

     資料 ７ 参照 

 

にある。ＩＳＯの基本サイクルは、以下であり、これを念頭にして詳細のマッピングを参照して頂

きたい。 
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２、イノベーション管理（創造） 

 

今回のＭＳＣベーシックは、経営管理全般の比較的スナップショット的なチェックツールとな

っているので、イノベーションのような動態（変化）を動向確認への適用は限界があるが、下記

のイベーション①～⑥の視点との関連を、マッピングすると以下の様になる。 

 ここで、①はイノベーションの王道で、研究課題を決めて研究・開発を通して、新しい技術に基づ

く新機軸製品を世におくるテーマ。②には、逆にマーケットインの視点で、市場でのニーズ、ネック

事象をキーにイノベーションを起こす視点。③は、製品・サービスに焦点を当てないで、ビジネスの

仕組みに新機軸を持ち込む視点（Ｅコマース、Ｇｏｏｇｌｅなど）、④は、特定のイノベーションに特

定されない、創造性を生み、育てる組織づくりの視点（昨今は、これが重視されている。） ⑤は、「ロ

ボットのサッカーチームで、ワールドカップ優勝」などの夢実現の視点。⑥は、再生エネルギー、地

方創生など社会的テーマの論点になる。以上、現在イノベーションとして論じられて分野、これでカ

バーされる。これと、ＭＳＣベーックの関連は下記になる。 

ここでの、プロセス構築・運営、イノベーションの促進などの動態管理への適用拡大の論議は、 

今回はまだまだ試論のレベルであり、今後の課題としたい。 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

① 〇 〇 〇 〇 〇
② 〇 〇 〇 〇 〇 〇
③ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
④ 〇 〇 〇
⑤ 〇 〇 〇 〇

⑥ 〇 〇 〇 〇 〇社会イノベーション型

夢実現
創造性組織
ビジネスモデル型
マーケット課題型

項番 イノベーション領域
ＭＳＣの実践

研究・開発型
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 ＜参考文献＞ 

 

１、 藤島秀記 文明とマネジメントＶｏｌ２ 「マネジメント・スコアカード」体系化の試み 

    ２００８年 ドラッカー学会  

２、 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 2008－2010 

    年度成果報告  

３、 Ｃ・バーナード 山本安次郎、田杉競、飯野春樹共訳 経営者の役割』1956 年 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 

４、 Ｈ・Ｉ・アンゾフ 中村元一訳 『戦略経営論』1980 年 産業能率大学出版部 

５、 Ｍ・Ｅ・ポーター 土岐、中辻、小野寺 共訳 『競争優位の戦略』1985 年 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 

６、 Ｇ・ハメル 藤井清美訳 『経営の未来』 2008 年 日本経済新聞社 

７、 ドラッカー｢マネジメント｣研究会、「組織の社会的責任」分科会 2012 年度成果報告書  

 

＜キーワード＞ 

  ＭＳＣの実用  ＭＳＣベーシック アセスメント 

 

＜著者プロフィール＞ 

中島 信（なかじま のぶ） 

元日立製作所及び東京日立病院勤務。現在、マネジメント・サイエンス（株）取締役 

（株）三信電機製作所 取締役 （株）かい援隊本部 顧問  

ドラッカー学会広報委員会委員 
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＜資料編＞ 
 
 
 

資料１（Ａ３版） 
 
資料２（Ａ３版） 
 
資料３（Ａ３版） 
 
資料４ 
 
資料５ 
 
資料６ 
 
資料７ 

 

  



資料１

（読書メモ１）
マネジメント論

経済人の終わり １９３９

産業人の未来 １９４２

断絶の地代 １９６９ 新しい現実 １９８９

ポスト資本主義社会 １９９３

論文集４冊 １９８６～１９９５

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾛﾝﾃｨｱ
1981～1986

未来企業
1986～1991

すでに起こった未来
1946～1981

未来への決断
1991～1995

企業とは １９４６

現代の経営 １９５４ マネジメント １９７３

創造する経営者 １９６４ 経営者の条件 １９６７ イノベーションと企業家精神 １９８５

非営利組織の経営 １９９０

明日を支配するもの １９９９ ネクストソサエティ ２００２

「条件」 ３冊 ２０００

傍観者の時代 １９７９

教会（ｷﾘｽﾄ教）、商工業
（経済学）が、一人ひとりの
より所のならなかった。

（教会に代わった商工業発展は
用意した｢経済人」は、社会を
統合出来なかった。）

ナチ（存在自体に意義を
持たせる）の登場

経済人から産業人へ脱皮
（商業社会→産業社会）

産業と大組織の時代。この
新しい主役が、一人ひとりの
役割を実現し、社会との調和

を図れば、自由社会は発展
する。

Ⅰ事業体としての企業→大組織の効率運用：

分権組織の原理と其の運用

Ⅱ社会の代表組織としての企業→働く人の

機会平等と中流生活の実現

Ⅲ産業社会と企業→企業利害と社会利害

の一致を図る。完全雇用の実現

マネジメントとは…資源に付加価値を

創造する機能（ただ、ドラッカーは、これが

属人的な経営術でなく、体系として継承され、

発展できる方法で行われるべし..とする）

１、企業目標の設定（ＴＨＯＢ）

２、８の基準：①ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾞ②ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
③生産性④利益⑤資源と資金⑥ﾏﾈｼﾞﾒﾝ能力
⑦人的資源⑧社会貢献

３、自己目標管理（ＭＢＯ）

４、組織構造；

機能別組織ＶＳ分権的組織

５、トップマネジメント： ＣＥＯﾁｰﾑ

（忙しいＣＥＯはダメ）

６、経営管理者（ﾐﾄﾞﾙ？）の役割：

意思決定→①問題理解②問題分析

③解決案作成④解決案選択⑤実施

７、働く人・仕事のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

①強み尊重②主体性確保③責任感醸成

→既存の人事管理、人間関係論を超えた
チーム組織

「現代の経営」の視点：再論・詳論化
ー知識労働（者）概念の導入

①「創造する経営者」視点→戦略と構造
②「経営者の条件」視点→マネジメントのスキル
③働く人・仕事のマネジメント：論議深化

＋

組織として成果を確実に出す 成果を確実に出す仕事ぶり
Ⅰ事業のなんたるかを知る

①事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘ形成・見直し

②コストエンジニアリング

Ⅱ機会に焦点を合わせる

①強みと機会の活用

Ⅲ業績を上げる
①意思決定
②戦略と計画

１、８つの習慣

①なされるべき事②組織の目的
③ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ④意思決定
⑤ｺﾐﾆｭｯｹｰｼｮﾝ⑥機会に焦点
⑦会議の生産性⑧IよりWe

２、時間を知る

３．意思決定の要件

新たに追加の論点

① グルーバル化の進展
② 非営利組織経営
③ 事業戦略立案とイノベーション

Ⅰ部： イノベーションの方法

7つの視点 ①予期せぬ成功・失敗
②有るべきと現実のギャップ③ニーズ
④産業構造の変化⑤人口構造変化
⑥認識の変化⑦新しい知識

Ⅱ部： 起業家（新事業）精神

Ⅲ部： 起業家（新事業）戦略

総力戦略、ゲリラ戦略、ニッチ戦略、

顧客創造戦略

Ⅰ部：ミッションとリーダーシップ

リ-ダーの”べからず” ①自分の
している事は理解されてと思う
②個性を恐れる

Ⅱ部：ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

資金源開拓

Ⅲ部：非営利組織の成果

営利組織と違い財務基準が無い。
それだけに、この定義は難しいが
必須。また、成果測定基準が必要。

Ⅳ部：ボランティアと理事会

Ⅴ部：自己開発

・ 自分の全責任で行う

・ 予期せぬ成功を鍵

に強み磨く→これで

社会に貢献

・結局、「何によって、憶え

られたいか」になる

ﾁｪﾝｼﾞﾘｰﾀﾞｰの条件

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙの条件

イノベーターの条件

・成果を上げる働き方
・ﾘｰﾀｼｯﾌﾟとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
・自らをマネジメントする
・自己実現への挑戦

これは社会論

１、転換期の社会

２．断絶後の経済

３、模索する政治
４、知識・教育

社会論

マネジメント論に前提を提供

農業→工業（加工・組立）

→知識・技術の生産

多様な組織で構成される社会

知識労働者（自立者）の登場

グローバル巨大市場の経済

Ⅰ部： 知識・技術
①情報産業
②海洋産業

③材料産業
④メガロポリス

Ⅱ部； 世界経済

①世界統一ショピングセンター
②低開発国の発展
③経済学の限界と克服

Ⅲ部： 組織社会
①新しい多元的組織

②組織とマネジメント
③組織と個人の自由

Ⅳ部： 知識社会

①知識社会
②知識労働者
③知識の戦略

新しい産業

Ⅰ部： 政治の現実

・社会による救済の終わり
・ロシアの崩壊

Ⅱ部： 政治と政治プロセス
・多元社会→夫々の機能を持った
多様な組織で社会が構成される。

Ⅲ部：経済、環境、経済学
・グローバル経済と環境
・経済開発の矛盾

・経済学の限界

Ⅳ部；新しい知識社会
・脱ビジネス社会
・2つのカウンターカルチャー

・情報社会 知
識
社
会
の
到
来

Ⅰ部： 社会 Ⅱ部： 政治 Ⅲ部： 知識
①資本主義社会から

知識社会へ

・産業革命→知識の登場

②組織社会の到来

③生産性

・知識、サービス労働の生産

性

④組織の社会的責任

①国民国家からﾒｶﾞｽﾃｲﾄへ

・ＥＵ、ＮＡＦＴ、テロリズム

②ｸﾞﾙｰﾊﾞﾘｽﾑ、ﾘｰｼﾞｮﾅﾘｽﾞﾑ

ﾄﾗｲﾊﾞﾘｽﾞﾑ

・グローバリズムの進展と
ローカリズムの先鋭化

③社会セクター

・先進国財政の破綻

①知識の経済学

・「究極の生産手段」知識
の”ふるまい”は？

・知識の生産性とは？

②教育の経済学

・生涯教育のスキーム

③教養ある人間

・教養人は飾りから主役に

１、マンジメントの常識が変わる

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄは企業だけのものではない

２、経営戦略の前提が変わる

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争の激化

３、明日をかえるのは誰か（ﾁｪﾝｼﾞ・ﾘｰﾀﾞｰ）

４、情報が仕事を変える

５、知識労働の生産性

６、自らをマネジメントする

・強みを知り、貢献を悟る

Ⅰ部：迫りくるネクストソサエティ
・雇用形態の多様化 ・組織の連合

Ⅱ部：ＩＴ社会の行くへ

・ＣＦＯもＣＩＯもﾃﾞｰﾀ屋の情報知らず
・本当の情報は社外にある

Ⅲ部：ビジネス・チャンス

・イノベーションと起業家精神が大事

Ⅳ部：社会か、経済か

・ＮＰＯが都市ｺﾐｭﾆﾃｨを起こす

・アメリカ社会

・社会的機能として
のマネジメント
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの前提が大きく

変わっている

・情報社会
ｺﾐｭﾝｹｰｼｮﾝと人間

変化の捉え方
Ⅰ部： 経済

ｼﾝﾎﾞﾙ経済（金融経済）

Ⅱ部： 人
ﾎﾜｲﾄｶﾗｰの生産性

Ⅲ部：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

肥大するｽﾀｯﾌ機能

ソ連崩壊などの中で
Ⅰ部： 経済

90年代の欧州（生残戦略）

Ⅱ部： 人
就業規則・職務制限の廃止

Ⅲ部：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

これからのミドル

社会の変化と企業人

Ⅰ部：マネジマント
不確実性時代のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

Ⅱ部：情報型組織
ﾁｰﾑの3つの類型

Ⅲ部：経済
ｱﾒﾘｶ経済のﾊﾟﾜｰｼﾌﾄ

ドラッカーの著作とその論点

人物評伝（登場人物）

フロイト、シュンペータ

マクルーハン、キンシンジャー

スローン（ＧＭ会長）

欧州のおばあちゃん

お人好し時代の米国人たち

ほか

マネジメントの

・機能 ・課題

・責任 ・基礎知識
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資料　２ （読書メモ２）

現代の経営

（序）
マネジメント

● 組織に命を与える（１＋１＝３以上無限大
● 社会発展の原動力

①成果を上げる ②組織する ③社会ｲﾝﾊﾟｸﾄに対処する

マーケティング
イノベーション

不断に顧客
を創造する

Ⅰ 事業のマネジメント

１、我々の事業は何か
・ 事業は何か
・ 顧客は何か

・ 顧客にとっての価値は

２、目標：８つの目標
①マーケティング
②イノベーション

③生産性
④利益
⑤資源と資金

⑥マネｊメント能力
⑦人的資源

３、明日を予期する
①景気循環迂回の３手法

４、生産の原理
①個別生産
②大量生産

単一/多品種
③プロセス生産

Ⅱ 経営管理者のマネジメント

２、自己目標管理（ＭＢＯ）
・階層によるマネジメント

の間違い

・全社の目標に沿って、自ら
目標の設定

１、マネジメントの構築
ワンマン・オーナーから

マネジメント組織へ発展

・自己目標管理
・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの組織化
・正しい文化を生み出す

３、経営管理者のなすべき
こと
・目標は大きくあるべき

・管理限界は、部下を
指導、助けられる限り
・特記が無ければ、権限

と責任がある

Ⅲ マネジメントの構造

ﾄｯﾌﾟ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

経営
管理者

一般
従業員

機能別組織
ＶＳ

分権型組織

組織つくりの為の
分析

・活動分析
（業際の固め）

・意思決定分析
（意思決定の
タイプとその設定）

・関連分析
（バリューチェーン
の構造確定）

Ⅳ 人と仕事のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

一般従業員の活性化

１、人的資源は、価値の源泉
①強み
②主体性

③責任感
④卓越性
をキーに集結して、パワー

２ 組織と人
組織→人：組織への貢献

変化の受入れ

３、人のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論の変遷
人事管理論（Ｘ理論）
人間関係論（Ｙ理論）

科学的管理（ＩＥ）
チーム活用で活性化

（フロー理論に近い？）

Ⅴ 経営管理者の役割

１、優れた経営管理者の条件
①目標の設定
②マネジメント組織作り

③動機付け
④評価
⑤教育（ＯＪＴ）

２、意思決定

① 問題の理解

↓
② 問題の分析

↓

③ 解決策の作成
↓

④ 解決策の選定

↓
⑤ 解決策の実施

結論・マネジメントの責任

１、企業は、社会の
リーダー的存在

社会にとって良い事

＝ 自社とって
良い事

こうした、フレームの確立

一部 マネジメントの役割

二部 マネジメントの方法

三部 マネジメントの戦略

企業の成果 公的ｻｰﾋﾞｽ機関の成果 仕事を生産的なものとし、
人に成果をあげさせる

社会に与えるｲﾝﾊﾟｸﾄと
社会貢献

マネジメントの仕事 マネジメントのスキル マネジメントの組織

トップマネジメントの仕事と組織 戦略と構造

・事業は何か、目的
ﾐｯｼｮﾝ

・目標の設定と実行
７つの目標

ＰＯＭ（序）(Ⅰ） 新らしく追加 ＰＯＭ（Ⅳ） ＰＯＭ（結論）

ＰＯＭ（Ⅱ）(Ⅴ） ＰＯＭ(Ⅴ） ＰＯＭ(Ⅳ）

ＰＯＭ（Ⅱ） 新しく追加

・企業家スキル
戦略の基本
戦略あらざるもの
（三部で再論）

・多元社会の到来
企業、公的ｻｰﾋﾞｽ混合
（このﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄは？）

・公的サービスの不振

・公的ｻｰﾋﾞｽ成功の条件
６Ｓｔｅｐ

仕事； 分析、再構築
で最適化

働く人： 生理、心理
生活、ﾌﾟﾗｲﾄﾞ上下
分配の環境を
計りﾓﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝ

上記の２視点がいる

・自ら与えたｲﾝﾊﾟｸﾄ
見えたところで、
徹底対策
予測不可→ﾓﾆﾀ

・社会問題
事業化で対応が基本

・政府との関係
新しい現実不踏まえ
対応

・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄは地位でなく機能
２つの基本課題
５つの主要項目（POM V-1）

・仕事の設計
４つの設計視点
べからず集

・マンジメント教育

・自己目標管理（ＭＢＯ）

・意思決定： ＰＯＭと違う
(曖昧になっている）

・コミュニケーション：聞手が主役

・管理スキル：３つの特徴
７つの視点

・分析スキル： ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｻｲｴﾝｽ
の適切な活用

・組織が担う３課題
①既存事業②イノベーション③ガバナンス
・組織設計の留意点
①磨く卓越性（機会） ②防ぐ弱点
（リスク）③保持する価値

・組織設計の７つのポイント

①明晰②経済性③方向づけ④理解容易

⑤意思決定⑥安定性⑦永続性/革新性

・組織単位を構成

①機能別組織②システム型組織
③チーム型組織④分権型組織１
⑤分権型組織、及び上記の混合

・トップマネジメント
組織 ： チーム型の典型

夫々の分担分野は最終決定者になる。

・取締役会
①助言者、評価者、対外関係対応が機能
②能力があり、時間があり、独立している
ことが必須。

・戦略と企業規模
規模の変化と、業種/トップ組織/実行組織
市場戦略の相互関係

・イノベーションの進め方
（７つの機会は入ってない。）

・各戦略のあり方
①規模の選択②多角化③グローバル化
④成長速度⑤イノベーション

マネジメント

（序）
マネジメントブーム
から成果へ

●最初のブームは、大戦の谷間で立ち消えた
●２次大戦直後のブーム ： ①科学的管理法②連邦型組織③人事管理④ﾏﾈｼﾞﾏﾝﾄ教育⑤管理会計

⑥マーケティング⑦プラニングなどバラバラな展開
●全体を体系化し、以下の新しい視点を加えた

①チーム・システム組織②人事管理→リーダーシップ③トータル・イノベーション
④公的分野⑤知識労働者⑥グローバル⑦個人ー組織ー社会

４、組織の文化

５、トップマネジメント

POM=The Practice of Management
（現代の経営）
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ＣＳＶ ＣＯＳＯ（ＳＯＸ法） Ｊ－ＳＯＸ，会社法 統合報告（統合思考）

社会
対応

社会価値創り
　（遵法、人権、
　環境、ヘルス
　教育）

４、経営課題
　（利害関係者
　のニーズ）

カテゴリー２：
　社会的責任

　●顧客の視点

Ⅰ　経営テンプレート（永続発展） Ⅱ　経営戦略論（市場性） Ⅲ　ＣＳＲクレーム（社会性） Ⅳ　内部統制・アカウタビリティ　フレーム（公明性）
ＩＳＯ９００１ 日本経営品質 ＢＳＣ シックスシグマ ＩＳＯ２６０００、１４０００

ここを、事業戦略
の中心に置く

ＩＴへの対応 ＩＴへの対応
社会コーズの見極
と対応

Ｇｌｉｏｂａｌスタンダード
への対応
　（実現レベル）

ＩＳＯは、Ｇｌｏｂａｌ
スタンダード
そのもの

マルコム・
　ボルドリッジ賞
を基本にしている

国際企業での
業務スレームとして
運用

巨艦決戦
主義の
修正
出来ず

人権意識
希薄

対象は非
営利含む
（ＡＴＴ経験
が基本）

社会との
連携

環境・人権

Ｇｌｏｂａｌスタンダード
カバナンス、
アカクタビリティ

Ｇｌｏｂａｌスタンダード
カバナンス、
アカクタビリティ

Ｇｌｏｂａｌスタンダード
カバナンス、
アカクタビリティ

・戦略
（目的）
・意思
　決定
・組織

市場価値創造
（マーケティング＆
イノベーション）

６．計画
８．運営

カテゴリー５：
　顧客・市場の理解
カテゴリー６：
　価値創造プロセス

事業環境の分析
ＳＷＯＴ分析
　●顧客の視点

顧客ニーズの分析
　（ＶＯＣ）

ﾏｰｹｹｨﾝｸ
＆ｲﾉﾍﾞﾍﾞｰ
ｼｮﾝﾞ意識
の欠落

ＩＳＯは、Ｇｌｏｂａｌ
スタンダード
そのもの

世界の潮流
（社会のサスティ
ナビリティ実現）
に対応

企業概要と外部
環境

意思決定
（リーダーシップ）

６．リーダーシップ
９．マネジメント・
　　レビュー

カデゴリー１：
　リーダーシップ

企業理念
ビジョン

ＫＰＩの設定

ＴＱＭと比較し
Ｔｏｐ－Ｄｏｗｎの
全社プロジェクト
（諸制度整備）

参謀と
現場の
不整合

誘因
貢献
権威
受領圏

共通
目標

多角化 ５ﾌｫｰｽ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 消費者課題
社会コーズ思考
（ニーズの奥）

統制活動
経営戦略と
資源配分

組織力
（学習、情報）

４．組織課題
９．全社プロセス
　　のコントロール
　　改善

カテゴリー４：
　　組織能力

　●学習と成長
　　の視点

全社ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに
よる全社プロセス
の再整備

組織
運営
の欠落

協働
意欲

垂直
水平

創造的
リーダー

バリュー
チェーン
に沿った
決定

全員
参加

公正な事業慣行
労働慣行

ＣＳＲより大きく
踏み込んだ、会社
の基本戦略として
ＴｏｐＭａｎａｇｅｍｅｎｔ
推進

統制活動

ガバナンス

事業組織
とその間
のシナ
ジー

ｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝ
を起こす
組織

公正な事業慣行

マーケティング
バリューチェーン
ガバナンス
の領域で組織的
に実現

統制環境 統制環境

バリューチェーン
として確立

統制活動
モニタリング

統制活動
モニタリング

・実績
・将来展望

チャンスとリスク

ＰＤＣＡ
９．パフォーマンス
　　評価
１０．改善

カテゴリー７：
 活動結果
カテゴリー８：
　振り返り学習の
　プロセス

　●業務プロセス
　　の視点
　●財務の視点

　　ＫＰＩの設定

ＤＭＡＩＣ

ダブル
ループ
学習の
欠落

有効性
（達成度）
成長論

中長期
計画

バリュー
チェーン
運営

全員
参加

コミュニティ参画
及び開発

企業広報、製品・
サービス宣伝
社内意識付け
を一体化する。

情報と伝達 情報と伝達コミュニケーション

ビジネスモデル
ドラッカー学会ドラッカー「マネジメント」研究会
第4期（２０１４-２０１５年度）「商品開発とベンチャービジネス」
分科会成果報告書　Ｐ２０
　森岡先生著　：　「商品開発とベンチャービジネスを成功させる
マネジメント・スコアカードの活用～計画フェーズ編～」より転載
　　　 (2017.9.19の、森岡先生による体系図見直し反映版）

能率
（満足度）

バリュー
チェーン
運営

環境
バリューチェーン
として確立

ＱＣＤ
９．パフォーマンス
　　評価
１０．改善

カテゴリー６：
　価値創造プロセス

　●業務プロセス
　　の視点

ＤＭＡＩＣの結果
野戦、
突撃
偏重

運営
（情報・
　生産・
　満足・
　改善・
　成長）

６．リーダーシップ
カテゴリー３：
　　戦略計画

　●学習と成長
　　の視点

極秘の
横行

コミュニ
ケーショ
ン

非公式
組織

社会的存在として組織、その機関としてのマネジメント

社会貢献経営（Social Contoribution Manegement）

社会責任経営（Social Responsbility Management)

事業の定義

全体

チーム

部門

事業部

上司の

従業員の

5つの重要な質問

1、目的とミッションは何か？
２、顧客は誰か？
３、顧客価値にとっての何か？
４、我々の成果は何か？
５、我々の計画は何か？

８つの重要領域目標

8、利益

７、生産性

1、社会性（貢献責任） 顧客創

２、マーケティング

４、人的資源

５、物的資源

３、イノベーション

６、資金

マネージャー評価

投資、人事、イノベーション

戦略

マネージャーズ・レター

マネージャーの５つの仕事

（OOMMD)

Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ（誠実さ、真摯さ、完全性）、倫理

（Ｍａｎａｇｍｅｎｔ ｂｙ Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ ａｎｄ ｓｅｌｆ-ｃｏｎｔｒｏｌ ：自己目標管理）

個人ＭＳＣ
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資料４ 
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資料５ 
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資料６ 
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資料７ 

 

  



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 95 - 

ＭＳＣ体系の中での企業統治(CG)の役割～東芝の事例を中心として 

行本 憲治  

１．企業統治の意義 

企業統治の語源は、コーポレートガバナンス（ＣＧ）の訳語であり、社会に対して、企業のミッション、

目標設定を行い、その達成手段を定め、その成果の達成状況を監視する仕組みをもって、正当な行為

を行い、持続的な成長を図る基盤を指す。概念としては、企業を取り巻くどの利害関係者の立場によ

って期待されるかにより、異なってくる部分もある。株主の立場、従業員の立場、政府・証券市場か

らの立場、機関投資家の立場、銀行の立場等から、その重点の置きどころが変わってくる。 

 

OECD の定義によれば、『ＣＧは、会社経営陣、取締役会、株主及び、ステークホルダー（利害関係者）間の

一連の関係に関わるものである。ＣＧは、会社の目標を設定し、その目標を達成するための手段や会社業績を

監視するための手段を決定する仕組みを提供するものである。良いＣＧは、取締役会や 経営陣に、会社や株

主の利益となる目標を追求するインセンティブを与え、有効な監視を促進するもの、 であるべきである』、とあ

る。（注 1） 

仕組みには内部統制（・業務の有効性・効率性/・財務報告の信頼性/・事業活動の法令遵守/・資産保

全）、行動規範、企業倫理憲章等が含まれる。 

その特徴としては、株主・債権者の権益に配慮した、健全な企業行動を求めている。  

 

CG と利害関係者の構造 

 

例えば、東京証券取引所の立場で企業に対して定めたＣＧ(注 2)の目次を見ると 

１.株主の権利・平等性の確保  

２.他の利害関係者との協働  

３.適切な情報開示と透明性の確保 

４.取締役会の責務 

（１）企業戦略等の大きな方向性を示す 

（２）経営陣のリスクテイクを支える環境整備 

（３）独立した客観的な立場から実効性の高い監督 
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５.株主との対話 

以上の項目が定められており、この各詳細なチェックポイントについて、上場会社は、毎年コーポレ

ートガバナンス報告書の提出が義務付けられ,株主、投資家の期待に応えるための健全な自立した企業

行動（健全な持続的成長と自前の監視機能）が求められている。 

 

また、機関投資家が、投資先に対する行動基準(注 3)として、スチュワードシップ責任が定められてい

る。「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業とその事業環境等に関する深い理解

に基づく建設的な「目的を持った対話」（エンゲージメント）などを通じて、当該企業の企業価値の向

上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意

味する。 

 

１. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきで

ある。 

２. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を

策定し、これを公表すべきである。 

３. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当

該企業の状況を的確に把握すべきである。 

４. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有

を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。 

 

５. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の

方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するも

のとなるよう工夫すべきである。 

６. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかにつ

いて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。 

７. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い

理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備

えるべきである。 

さらに、経済産業局から発表された、価値協創のガイダンスとしてＥＳＧ・非財務情報と無形資産投資（注

4）がある。日本が急速な高齢化と人口減少に直面する中、限りある資源（金融資本、人的資本、知的

資本等）の資本効率を高め、長期的な国富の維持・形成を図ることが必須。そのために企業が稼ぐ力

を高め、持続的な価値を向上させるため、企業における適切なガバナンス機能の発揮、企業と投資家

との建設的な対話を促すことが重要だとしている。 

 

2．MSC と企業統治との関係の検討 

MSC の定義『ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援するとともに、その成果を評価する体系

であり、組織自身の健康診断ツールといえるものである』に従い、これの測定評価対象項目として８

つの重要領域目標がある（注 13）。ＣＧコードのチェックポイントは、どのステークホルダーから発信

されたものかで強調項目が異なる。 

 

しかし、ＣＧが会社経営陣、取締役会、株主及び、ステークホルダー（利害関係者）間の一連の関係

性に関わるものだから、経営陣が自立的に８つの重要領域目標達成（ＭＳＣ）のための、効果的な組

織行動の仕組みと実践行動ができる状況にあるか、について自ら評価するということが、企業の健全

な持続的成長にとって、その根幹となる。 

東証の CG コードとスチュワードシップコードは、利害関係者の外部評価基準であり、８つの重要領
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域の目標達成評価は、組織の内在的、自立的マネジメントの評価基準といえる。 

 

企業組織自身の存在意義として、５つの重要な質問があり、これをもとに自身の８つの重要領域の目

標達成評価が、なされる。したがって、５つの重要な質問をするにあたり、組織自身の価値基準が基

礎とはなるが、外部の利害関係集団からどのような期待があるのか、このあたりを斟酌したものでな

いと社会的存在として認められない。 

もう一つ事例検討に入る前に、触れておきたい論点がある。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 2009-2010 年度成果報告の中の P44,45 の北村和敏氏の論考の一

部を引用させていただく。以下、引用箇所を示す。 

 

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。 

以下に CG の在り方について根底的な問題点を示した昨今の東芝をテーマに検討してみるが、とくに

MSC の「マネジメント能力」「人的資源」「社会的責任」それとそれに関わる「取締役会の機能」に焦点

を当ててみる。 

 

３．東芝の事例でのＣＧの検討 

東芝は、徳川幕府の時代から、数々の発明細工をして、からくり義衛門と称された田中久重が 1875 年

芝浦製作所(重電)を創業し、1939 年東京電気(電灯)と合併し、1984 年に東芝に名称変更し、総合電機

メーカーとなって、今にある。参考までに、田中の遺訓として、「知識は失敗より学ぶ。事を成就するに

は、志があり、忍耐があり、勇気があり、失敗があり、その後に、成就があるのである」（注５）がある。これが本

来の創業者の挑戦の志の精神である。 

 

又、第４代社長 石坂泰三、６代社長 土光敏夫は経団連会長、14 代社長 岡村は日本商工会議所会

頭を歴任し、財界活動の核をなし、16 代社長 佐々木則夫は内閣府経済財政諮問会議議員となり政財

界とも近かった。これがまた国策の原発事業への関わりを深くした。 

 

東芝の原発事業に関わる一連の出来事を中心に、以下に時系列で抜粋する。（注６） 

 

・1957 年 WH が米国発の原子力発電所を稼働（原子力発電は原爆製造用のプルトニウム生産過程で

発生する熱を商用利用して総コストを抑える狙いで 米国で商用原子力発電開始） 

・1970 年 日本で関電 美浜、東電 福島で商用原発稼働 

・1979 年 スルーマイル島原発事故（以後 2007 年まで、米国内で原発新設計画は無し） 

・1986 年 チェルノブイリ原発事故（被ばく者総数 324 万人） 

・1999 年 WH 自身が事業構造転換し、原発事業を英国 BNFL に売却し、CBS を買収 

 

・2006 年 ウエスティングハウス社(原発事業 )グループを BNFL から買収、6600 億円 

・2006 年 経産省が原子力立国計画を発表、国際的な原子力のインフラ輸出支援方針 
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・2007,8 年 WH が米国で新規原発４基受注（電力会社２社） 

・2011 年 東日本大震災 福島原発事故（シーメンス原発事業から撤退、翌年 GE も撤退） 

・2015 年 4 月 東芝、粉飾決算内部通報で発覚、７月 第三者委員会報告（WH は調査対象から除外） 

 

・2015 年 11 月 WH の 2012,3 年（762 億円,394 億円の減損）を隠蔽したと報道（減損は認めたが連結

には会計上影響なしと説明、デロイトトーマツがコンサル支援） 

・2015 年 12 月 東芝新コーポレートガバナンスガイドライン発表 

・2015 年 12 月 WH が原発工事会社 S&W 社を 230 億円で買収（S&W 買収により、増加工事費負担の訴

訟、電力会社との受注契約額見直し問題がなくなり、今後、原価引下げ努力に傾注できる、と説明。

2017 年に至り、米国原発４基につき計 7000 億円の追加負担保証義務上限義務が発表されたが、それ

以前にこの事実がわかっていたのかどうかは不明） 

・2016 年３月 キャノンにメディカル装置事業売却（6655 億円）、これで債務超過解消 

・2016 年 4 月 WH 事業 2600 億円連結減損発表（それでも債務超過にはなっていない） 

・2016 年 12 月 WH 関係で数千億の追加工事損失の可能性を発表、最終的に 7000 億円 

 

・2017 年 3 月 WH につき米国倒産法１１条の適用申請、連結会計上、非継続事業にした。 

・2017 年４月 監査委員会調査結果を監査法人に報告（不正会計の事実は認められない旨） 

・2017 年 5 月 2016 年度決算概要公表（この段階では、監査法人の監査意見は出ていない） 

・2017 年８月 監査法人より、限定付適正意見を受理（WH に関わる工事損失 6652 億円、またはそれ

に近い金額は前期に計上すべきとして監査意見限定、内部統制は工事損失引当金の検討の際、検討す

べき情報が一部除外されたとして不適正、両方につき東芝は反論） 

 

2015 年の不正決算発覚以降、米国子会社ＷＨの過去の業績不振が明るみになり、関わっていた原発工

事に関する巨額の見積損失が発生、2017 年３月、ついにＷＨのチャプター11(米国企業再生法)適用申

請をした。2017 年 3 月期にこれに関して計上された損失が総額 1.26 兆円となった。結果、株主資本

は 5,400 億の債務超過となり、現在メモリ事業の売却により、債務超過を解消し、上場維持を図ろう

としているが、いまだ未確定。 

 

この名門企業が、ここまで追い込まれた主因は、海外子会社ＷＨ事業の損失によるもので結果的に経

営判断の問題である。真相は不明であるもののＣＧの観点から、想定される問題点について整理して

みる。またＷＨ社の工事損失は 2016 年３月期以前からわかっていたのではないか、という疑義が PwC

あらた監査法人から出され、2017 年 3 月期の監査報告書は、決算書は限定付き適正、内部統制は不適

正とされている。 

 

ちなみに、東芝の 2015 年 12 月発表の新コーポレートガバナンスガイドライン（2016 アニュアルレポ

ート）からＣＧを意識した、ドラッカーの事業に関わる 5 つの質問にどう答えようとしているか、ピ

ックアップしてみる。 

 

東芝ＣＧを想定した５つの重要な質問 

1. 目的とミッションは何か？ 

    当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、もって株主、投資家をは

じめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等当社に関わる全てのステークホルダーの利益に資す

ることを目的とする。経営理念として、人を大切にすること、エレクトロニクス、エネルギーの分野

で豊かな価値を提供すること、良き企業市民として、社会の発展に貢献すること。 

2. 顧客は誰か？ 
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    株主、投資家、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会、政府等 

3. 顧客の求める価値は何か？ 

    社会における、健全な価値の提供と持続的成長 

4. 我々の成果は何か？ 

    財務的な成果目標として、2018 年度売上目標 5.7 兆円、営業利益 2700 億円、キャシュフロ

ー1050 億円、エネルギー、インフラ、ストレージ＆デバイス、インダストリアルＩＣＴ社ごとに事業

目標が設定されている。（もっともメモリ事業を売却すると数値計画は大幅な下方修正となる）組織目

標、創造社会的な目標など非財務的な部分はアクションプランの着実な実行になる。 

5. 我々の計画は何か？ 

    事業遂行のための経営方針及び中期経営計画を策定（新生東芝アクションプラン）し、東芝

グループ行動基準に従い、実行し、ステークホルダーに報告する。 

 

①マネジメント能力 

東芝の粉飾決算事件で 15,16,17 代社長の西田、佐々木、田中,３社長のマネジメントについて、会社

法の観点からの違法性が検察当局からも検討され、結果的に不起訴となった。この３人は米国ウエス

ティングハウス社（以下ＷＨ）の買収以降の経営に関わっており、現場に不正会計をせざるを得ない

ような業績改善プレッシャーを、チャレンジと称して事業体に与え不正会計の原因となった。 

 

マネジメント能力の連続性を判断するために各社長の在任期間の連結業績を比較してみる。 

西田（05/06-09/06） 佐々木(09/06-13/06) 田中(13/06-15/09)   

平均売上     6,189               6,014               6,009 

    営業利益         81                 188                 209 

    純資産      863               1,034               1,565 

  

（10 億円単位）での比較だが,そんなに大きな差はないが、営業利益率は 2015 年 3 月期で 2.6%,基本

的に低い。2008 年リーマンショック、2011 年震災による福島原発のメルトダウン(２，３号機は東芝

製)が発生、以後、新規原発の設置基準が厳しくなり建設コストも上がった。（参考までに、日立 の

2015 年 3 月期で連結売上高 9.7 兆円、営業利益 6413 億円、営業利益率 6.6%、2009 年３月期リーマン

ショック時は売上 10 兆円、純損失 7873 億円だった。） 

                                                                     

 

ＷＨを買収した以降の３人の社長の経歴を以下に図示する。 

 

３人の役員経歴（05/06⇒ 2005 年６月、個人名：敬称略） 

西田 05/06 社長 09/06 会長 

佐々木      09/06 社長 13/06 副会長 

田中             13/06 社長 

室町                  14/04 会長 15/07 社長 16/06 退任 

綱川                             16/06 社長 

西田が、社長就任時は、前任社長は岡村、相談役は西室であり、指名委員会は社内１名、社外２名で

あった。専務から一気に社長への抜擢であった。このとき、室町(セミコン、上席常務)、佐々木(原子

力、常務)就任。06/06 には田中(調達部長、常務)であり、佐々木は３年後には社長に就任、さらに４

年後には田中が社長に就任している。 

東芝の不正会計は,2015 年 2 月の証券取引委員会への内部通報から露見し、５月には第三者委員会が

設置され、７月には粉飾の概要が公表された。不正経理の影響は 10/03-15/3 に渡った。（それ以前に
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不正経理があったかどうかは、未調査のため不明） 

 

このときの不正会計の内訳は、総額 1,518 億円、９月にはこれが 2,248 億に膨らんだ。その概要は、 

１．インフラ事業に関わる工事進行基準―ＷＨの工事受注損失の未認識を含む 447 億 

２． 映像事業の経費計上―88 億 

３．半導体在庫評価―360 億 

４．パソコン事業―592 億 

 

2015 年 7 月、第三者委員会の調査の致命的な問題は、ＷＨが会社の要望で、調査対象から外されてい

たことだ。不正会計の範囲でないということらしいが、この期間、経営上うまくいってない実態があ

り、これを開示上、会社は隠したと推測できる。 

2015 年 11 月に、ＷＨが子会社単体として 1000 億以上の減損損失を計上していたことが露見し、これ

でも会計上は問題ないと主張し、2016 年４月になって、やっと連結会計上 2,600 億のＷＨにかかわる

減損損失を計上することになった。今となってみれば、不正会計ではと疑われる最大金額の事案は、

調査対象から外れた米国のＷＨ原発事業であったといえる。 

2016 年３月期には、過去の粉飾による影響を修正し、2010 年３月期までの過去５年の有報も遡って修

正し、新日本監査法人による再監査の末、やっと適正意見も得られた。 

 

2017 年 3 月期からは PwC あらた監査法人が外部監査人に指名された。2017 年１Ｑ，２Ｑは当初、限定

的保証（適正）となっていたが、これはのちに撤回された。2016 年 12 月に至って、ＷＨに関して巨

額な原発工事４基に関わる見積追加赤字による減損損失の可能性が発表され、四半期報告すべてと

2017 年３月期の決算に関する監査意見が表明されなかった。 

2017 年３月に至り、ＷＨは米国破産再生法チャプター１１の適用申請がなされた。 

これにより、連結会計からＷＨは除外となり、2017 年３月期への影響額として、連結会計上総額 1.26

兆円の損失に至る見通し、と発表した。 

 

顧みると、ＷＨの買収意思決定社長は西田であり（このとき前社長岡村、西室も取締役会に参加）、直

接買収に奔走したのは佐々木であった。また４．のバイセル取引による不当な利益かさ上げ（粉飾）

については、田中(2006 年６月からは執行役常務)が長年関与していた調達部門が関与している。また、

半導体は、室町の担当分野であった。さらに言えば、前会長の志賀はＷＨ買収以降、この事業の担当

をしており、事業経営上の問題も含めて一言も語らず退任している。ＷＨの現場の状況は、知らなか

った、とは言えない筈。 

 

真相は不明とはいえ、この西田、佐々木はＷＨ案件に関与しており、田中、室町は取締役会のメンバ

ーであり、不正会計が行われた部門を担当した経験のある社長３代にわたるチャレンジの連続を真そ

ばで見ていたともいえる。この集団の中で、取締役会の監視機能が連続的に働いていなかった結果と

なる。悪しき経営風土の醸成。社外役員も無力であった。 

ＣＧ上は指名委員会が率先して制度化されていたが、次の社長を選ぶときにどれだけの情報と審議が

行われていたのか、社外役員も参加していたとはいえ、実質的にリーダーとして、能力、倫理観の双

方において任せられる人材であったか、結果としては最悪の指名となった。 

 

次のリーダーを透明性のある中で、社外の意見も聞いて決めていく仕組みを十分検討しないと、現行のリー

ダーに従う人間を選ぶだけでは、経営環境の変化に的確に対応することが難しくなる。次の経営者は、

現在のリーダーが指名するケースが多いが、この指名は、オープンでフェアでないといけない。その

ための監視機能を果たすのが、指名委員会の役割である。 
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この辺りは、その時の経営者の考え方に実質的に影響され、形式的には委員会があっても 

その時の社長の属人的な指名の追認になっている場合がまだ多い。 

 

②人的資源 

歴代のリーダーの経営スタイル、考え方に社員の行動が影響されるところが多い。東芝のような巨大

な会社になると、どのように行動をすれば出世できるか、ここの部分の影響が強い。 

社長、役員レースからしてその感がある。サラリーマンとしての行動、上司の指示でやっている、会

社のためにやっている、という自己正当化の免罪符で不正行動が余儀なくされる。 

社員の人材評価システムが整備されたところで、東芝のようなメーカーで西田、佐々木、田中の強烈

な業績達成のための目標チャレンジへの圧力、怒号が組織全体として行われてしまった。またこの３

人を含む経営陣は、会社の存続を危うくし、ＷＨ経営不振を見過ごした。会社は、頭から腐るという

言葉もあるが、経営トップの倫理観、社会的責任の欠ける状況下で、影響された社員、幹部の人的資

源の体質浄化をするには、相当なる長時間を要する。 

 

その意味で、どのような人格の経営者を選ぶかの問題もあるが、将来の経営人材を、どのように育て

ていくか、そのための環境整備が必要である。これをやるのは、やはり現行の経営トップが取締役会

の社外役員の意見も聞きながら、主体的に取り組むべきである。 

日本企業で、どのように次の経営トップを、選んだのか、参考になるのは、オムロンの山田社長の指

名プロセス（注７）、海外企業では、あのジャック・ウエルチが毎年１０億ドルの予算をかけ、自ら幹部

教育を行い、リーダー候補を絞り込む。それを継いだイメルトが、経営環境の変化も考慮して幹部教

育の流れを変えていったプロセス（注８）が参考になる。 

 

③社会的責任 

2016 年アニュアルレポート(事業編)のなかにＣＳＲマネジメントの項目がある。生命・安全・コンプ

ライアンスを最優先に、事業を通じて、グローバルな社会の課題解決に貢献する、と宣言されている。

その中でＣＳＲ推進体制、モニタリングの実施、従業員への啓発活動を説明し、その中で特に重要と

考える項目（人権デューデリ、サプライチェーンの社会的責任、資源の活用、環境、気候変動への対

応)があげられている。これについてはそれぞれＫＰＩ（Key Performance Indicator）が定められ、

その水準が報告されている。 

 

また、会計不正再発防止のためにＣＧ，リスクコンプライアンス、雇用・労使関係、公正な評価・人

材育成の整備内容があげられている。不正会計については、「改善計画・状況報告書（原因の総括と再

発防止策の進捗状況）」、 として 2016 年 3 月 15 日に公表されており、考え方として過去の失敗を

教訓に、ガバナンス制度としては相当程度改革されているように見える。次に、その詳細を取締役会

の機能の中で見てみる。 

 

④取締役会の機能 

監視機能について、第三者委員会の報告によれば、不正会計に関係するもの、あるいは損失発生工事

に関わる項目等について取締役会では一切報告されておらず、2015 年２月に内部通報を受けて、やっ

と問題が明るみに出た。取締役会の監視機能は、機能不全であった。致命傷となったのは、取締役会

をトップ執行役員が支配し、経営情報を集団操作した点である。 

 

多くの社会的に見識あると認められた取締役は社外も含めて、その兆候につき、気の付いたことはな

かったのだろうか？2015 年の監査委員の構成は、形式的には、元ＣＦＯ、元法務部長、社外３人(会

計監査業務未経験)の構成で、常勤の不正会計を知りうる元ＣＦＯが委員長なのでその独立性に問題
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があった。社外監査委員から問題点の指摘があったのに、不正会計を知っていたと思われる元財務担

当役員であった常勤監査委員長が、その調査について何もしなかった事実が指摘されている。自分も

知っている不正会計について握りつぶした結果になっていた。社外取締役の限界であったということ

で本来済まされる問題ではない。 

 

監査委員の資格要件を厳格にし、委員長は社外取締役が担うべきであった。また、社外役員の選定に

ついても、その透明性が求められ、社内情報の取得等が可能になる体制、執務時間の確保が要請され

る。著名人が取締役会の出席だけで済ますことは本来のコーポレートガバナンス上あり得ない。 

 

2016年 9月発表の東芝の改善・状況報告書に従い、主として監視機能に関する改善内容の抜粋を示す。

（注９） 

 

取締役会の構成、取締役会の機能の強化について 

1）取締役会の構成（執行と取締役会の監視・監督機能の分離） 

実質的かつ充実した審議を可能にするため、取締役の人数を従来の 16 名(定款上は 20 名以下)から、

社外６名、社内４名の 10 名に減員。(日立は 13 名で社外９名) 

「執行に対する監視・監督」機能の実効性を担保するため、独立社外取締役の比率を過半数に引き上

げ。指名は５：０、監査は３：０、報酬は５：０（日立は 13 名中、社外は９名、執行役は２名、指名

委員会は３：１、監査委員会は３：２、報酬委員会は３：１） 

経営者、会計専門家、法律専門家、その他有識者を独立社外取締役に選任し、取締役の専門性に配慮し

た取締役会構成に改めた（日立は、社外９名のうち、ＣＰＡ，弁護士、経営者、その他で構成され、

うち日本人は４名）、 

独立社外取締役を取締役会の議長に選定した。（日立の議長はＣＥＯ） 

 

2）取締役会による監督機能の強化 

監査委員会室の機能について、独立社外取締役への支援を拡充し、人員も増強。また、独立性のある

外部専門家(弁護士、公認会計士)を利用するなど、監査委員会室の調査権限を拡充し、独立社外取締役

の報告徴求・調査機能も強化。（日立は執行役に属さない専任スタッフを置く） 

業績報告会の議事録を独立社外取締役に提出し、その議論の内容を独立社外取締役が把握。 

独立社外取締役のみで構成する会議体であるエグゼクティブセッション(取締役評議会)を設置し、独

立社外取締役間の情報交換の活性化と、当社の事業等に対する独立社外取締役の理解のさらなる深化を図

った。 

取締役会への報告事項にこれまでされていなかった月次業績に関する事項を加え、従来からの報告事

項であった損失危険の管理、コンプライアンス等に関する項目については、金額基準を設けるなど、

より具体的な報告基準に改めた。 

 

監査委員会の監査機能の強化について 

1）監査委員会の構成 

監査委員会を原則として独立社外取締役のみで構成。 

監査委員会による報告徴求・調査機能をさらに強化するため、常勤の監査委員を設置。 

財務・法律・経営について専門性の高い独立社外取締役で監査委員会を構成した。 

 

2）監査委員会の監査機能の強化 

監査委員会室の人員増強、独立した外部の専門家の利用機会の拡大等により、監査委員会の指示に基

づき監査委員会室自体が報告徴求・調査を実行できる体制を整えた。また、監査委員会室長に担当執行
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役を配置した。 

執行側に加え監査委員会にも内部通報窓口を設置するとともに、すべての監査委員に、執行側通報窓

口へのすべての内部通報にアクセスできる権限を付与した。 

監査委員会が、監査委員会室長および監査委員会室の従業員の人事承認権および解任請求権・解任拒

否権も有することとし、監査委員会室の独立性を担保。 

 

経営監査部を廃止し、経営監査部の内部監査機能を執行側から切り離し、監査委員会の直轄組織として内

部監査部を創設した。（日立はＪ―ＳＯＸ委員会がＣＥＯと監査委員会に報告する体制） 

内部監査部の業務を、会計監査、適法性監査、妥当性監査および内部統制監査に限定・集中すること

により、執行と監督の機能を明確に分離した。また、内部監査部長にも担当執行役を配置しました。

会計監査については、外部専門家を積極的に活用することで会計監査手法を新たに確立すべく進めて

おり、今後も内部監査の現場に常に社外の視点を持たせるため、継続して外部専門家を内部監査に関

与させ、内部監査の実効性を確保していく。 

内部監査部長および内部監査部の従業員が、日常的に執行側の重要会議に出席することにより、最新

の経営環境と経営課題を常時把握する体制に改めた。 

 

指名委員会の強化、指名手続の透明性確保について 

1）指名委員会の構成 

指名委員会を原則として独立社外取締役のみで構成することに改めた。 

2）指名手続の公平性確保 

執行役社長の後継者の選定プロセスにおける客観性と公平性を担保するため、後継者計画(サクセッショ

ンプラン)を指名委員会が策定する。 

執行役選任の基準は指名委員会が定めるように改めた。また、指名委員会に候補者全員との定期的な面

談を実施する権限を付与するとともに、上級管理職による執行役社長の信任に関する調査制度を導入。 

 

CFO・財務・経理部門による牽制機能の強化 

1）CFO 

原則として独立社外取締役のみで構成される監査委員会と CFO の連携を決算プロセスに織り込むこと

によって、CFO の牽制機能を強化した。加えて、CFO の経営トップからの独立性を担保するため、指名委員

会に CFO の選解任議案に対する同意権を付与することとした。 

2）財務部門の組織改革 

カンパニー経理部門のカンパニー社長からの独立性を担保するため、従来カンパニー社長の直轄組織

であったカンパニー経理部を全社スタッフとしての財務部門の直轄組織とした。その上で、従来カン

パニー社長が有していたカンパニーの財務統括責任者(CCFO)の人事評価権を CFO に移管し、財務会計

機能の独立性を担保した。また、財務会計は、証券市場の健全性を支える厳格なものであると認識し、

全社スタッフ部門において財務会計と管理会計の各担当を分離し、会計処理に対する内部統制機能を

強化するため、財務部を廃止し、「財務管理部」および「主計部」を新設した。 

 

2016 年３月期の外部監査人は東芝も日立も新日本監査法人であった。東芝の場合は、社長の言動が、

不正会計に大きく影響を与えた関係で、新ＣＧでは執行と取締役の監督機能は明確に分離されている。

リーマンショック以降の経営トップの経営立て直し、ＣＧの考え方の取り組みの姿勢で、東芝と日立

の差が大きく出ていたが収斂してきた、ように思われる。 

 

また富士フィルムの海外子会社の富士ゼロックスの会計不正のケース（注 12）を見てもわかるが、連結

ベースでのマネジメント陣の監視機能の統一性がＣＧ上問われたところである。現地の経営は現地の
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経営陣に任せる考え方はわかるが、ＣＧ上の監視機能については一体性がないと経営リスクは大きい。

監視しにくいところがあると、問題の隠蔽、先送りが発生する下地となる。富士フィルムの株主総会

で、ここのところは強化改善されている。 

ＷＨの問題も、買収した直後から、ＷＨ経営幹部たちへの統一的なＣＧが機能せず、それに対して本

社経営陣が手を打たなかったことが根底の問題としてある。ＷＨは非継続事業として連結除外となっ

た。経営施策としては、すべて手遅れ、経営の怠慢であった。 

 

 

４．ドラッカーの取締役会の機能と問題点 

４５年前に発刊された、ドラッカー著「マネジメント 下巻 第５２章 取締役会」（注１０） から抜粋。 

 

取締役会の状況について、 

取締役会はトップマネジメントを任命し、監督し、助言し、意思決定を評価する役割を持つ。取締役には、社外

と社内取締役がいる。執行機能は取締役会の機能と分離されるべき。 

問題点として、取締役会が期待される機能を発揮していない現状を指摘。 

・取締役は、もはや所有者でなく、取引銀行、弁護士、他社のトップなどが取締役になる。 

社外取締役は多忙であり、時間を取っていない。取引関係があれば都合の悪い質問はしない。 

・統治とは本来、常勤の職務である。（社外非常勤なら社内情報が取れない） 

・トップ自身が意味ある取締役会を望んでいない。意味ある取締役会は、トップに成果を要求する。これがトッ

プにとって、束縛、制約、体験の侵害になる。的確に対応しないと社会から制度が押し付けられる。（注１１-この

点につきコメント） 

 

機能する取締役会とは、 

①トップマネジメントに助言し、忠告し、相談相手になる能力と意欲を持つ真摯な人々を必要とする。 

誰かが、トップマネジメントをして、事業は何か、なんであるべきか、を考えさせ、目標と戦略を確認し、計画と投

資と予算を検討し組織と人事をフォローすること。誰かが組織の精神を見守り、明日のマネジメントを育成し、マ

ネジメントに対する報酬を定め、マネジメントのツール手法が組織の目標について方向付けていることを確認し

ていかねばならない。小企業のトップマネジメントこそ、取締役会を必要とする。 

②無能なトップマネジメントは替えられなければならない。成果が上がっていれば、それに見合った報酬を払う。 

③企業は対社会関係のための機関を必要とする。利害関係者に対して接触する社会関係会議としての機関

である。 

取締役は専門の常勤たるべきで、株式の購入選択権、利益分配によって報酬が払われるべきではない。 

取締役は、トップマネジメントから独立させておくべきである。在任期間は確固たるものとするが、再選の保証は

ないほうがいい。 

結論として、ドラッカーの指摘に対して、東芝のＧＣ改善策は、事後的には対応したが、問題が発生

してから原点に戻った。形式だけ整え、その魂入れを経営陣がしていなかった。 

 

 

 

 

５．まとめ 

事例として、東芝を選んだのは、一見、形式的には時代に要求される制度を率先して取り入れていた

優良企業が、その実質、とくにリーダーの資質、企業風土、制度運用の成果を出すためのトップ以下

の真摯な取り組みが３代の社長にわたって、できていなかった。株主総数 400 千人の期待を裏切り、

連結社員総数 153 千人 の生活を不安定にすることになった。事業と財務的大打撃は、米国子会社ＷＨ
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及びその工事子会社のチャプター１１適用による連結除外損失のために一気に債務超過会社になった。

不正会計の反省として、ＣＧの仕組みを大幅に改善し、その本来の成果を出そうとするところとなり、

ＣＧの仕組み強化ができた。ドラッカーの指摘した取締役会の問題等も取り込まれている。 

 

もともと西室の強烈な引きで西田が社長になり、そのあと、原発及び購買部門に関わった佐々木、田

中が順次社長となる過程が、必ずしも社外役員に対し透明性が十分確保されたかどうか不明の中で、

事業の選択と集中の方向性を経済環境等の変化に対応していくことができず、原発３９基建設で一気

に事業成長するという夢を経営が 2011 年の東北大震災以降も捨てきれなかった、あるいはマイナス

情報を意図的に出さなかった結果、経営を誤ったという公算が濃厚だと推量する。取締役会もこの暴

走を止められなかった。世界では、原発新規建設事業を、シーメンス、ＧＥは縮小転換している。仏

のアレバ社も業績、資金面で苦難の中にある。経営環境変化の中で、事業の方向性を見直すコーポレ

ートガバナンスが働く余地はなかったのかという重い問いかけがある。 

 

健全な企業意思決定のためには、経営情報の共有化が前提だが、隠されていたのでは話にならない。

これに対して取締役会の機能強化として、監査委員会のスタッフ強化、内部統制スタッフの取り込と

連携、社外取締役との情報交換、外部監査人との綿密な情報共有等、情報基盤組織の連携を密にし、

特に監視情報の把握と共有化責任意識の醸成が強化された。 

 

ＭＳＣの８つのポイントでこの組織の成果を評価するとき、この成果を出すための経営推進体制、仕

組みと実践としてのＣＧの重要さを理解し、整備運用していかないと成果が出ないという観点からの

検討であった。その結果、表面的なＣＧの整備だけでなく、特に専門性を持つ社外役員が社内の情報

を積極に入手でき、判断できる体制を組む実質的な取締役会を中心とするＣＧ体制の工夫が求められ

ることを強調した。 

 

改めて、森岡先生作成のＭＳＣの体系図を見て思ったこと。社会的存在としての組織、その機関とし

てのマネジメントが適切に機能するための、真摯で倫理をわきまえた企業家的精神の発揮のために、

5 つの重要な質問により事業の定義を行い、その成果を 8 つの重要領域目標で測定評価する。また、

その成果を効果的にするためには、プロセス、仕組みの充実が必要で、マネージャーの評価表、マネ

ージャーズ・レター、個人のＭＳＣ等があげられた。 

このドラッカーのＭＳＣの考え方を、経営者が投資家に向けて、統合的に開示・対話する体系として、

注 4、でふれた経産省のＥＳＧ価値協創のガイダンスが経営者のチェックリストとして参考になる。 

 

ガイダンスのフローチャート図に沿って、以下に、記述的にまとめてみる。 

 

1.社会の課題を事業機会としてとらえ、独自性を持った企業理念、ビジョンとして、どのような価値

観を判断軸で持っているかを経営者は明確に示し、このもとで社員が行う業務、優先順位が決まって

くる。これが企業文化の醸成につながる。 

2.企業が事業を通じて、顧客、社会に持続的に価値を提供する独自の仕組み、一連のバリューチェー

ンをビジネスモデルという。 

3.価値を提供する仕組みの持続可能性・成長性を確保するために、ＥＳＧの観点からどのようなリスク

があるのか、主要なステークホルダーとの関係維持強化をどうしていくのか、事業環境の変化リスク

についての適切な認識が求められる。 

4.想定されるリスクにそなえ、競争優位の源泉となる経営資源確保と投資、ステークホルダーとの関

係性の維持強化、ブランド構築、社会の課題に対する取り組み、事業構成の見直しによる資源配分等

をどのようにしているか、これを戦略という。 
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5.持続的な企業価値の向上のために、その成果をパフォーマンスとＫＰＩで示す。 

6.企業がビジネスモデルを着実に実行し、企業価値を高めていくように規律付けられる仕組みをガバ

ナンスという。取締役会の機能評価、経営陣と社外役員のスキルと多様性、戦略的意思決定の監督、評

価、利益分配方針、役員報酬の設計と評価、取締役会の実効性評価の内容で構成されている。 

 

ドラッカーのＭＳＣの背景にあるものは、企業は社会の安定と存続のためにあり、それをどのような

考え方で社会と公約して、具体的な事業推進を行い、その成果を評価し、自省し、改善努力し、自ら

持続的に成長している有様を自らと世に問う手段といえる。 

 

上場会社で意識されているＣＧは、主として株主・投資家からの要望であるが、本来の期待されるＣ

Ｇの範囲はもっと広い。企業自らが、社会のステークホルダーとの期待を感知し、自らの能力の及ぶ

ところで、どんな価値基準で、どの事業領域で、どのような事業展開をし、その成果を自己評価し、

さらにより健全な成果を上げるための人材育成、組織改善を健全なガバナンスのもとで行っているか

を自律的に評価し、その努力を社会に示すためには、経産省発表の価値創造ガイダンスなどが参考に

なる。上場会社では、統合報告とか、アニュアルレポートを開示しているので、その開示内容を検討

していくことで MSC の実践的意義を理解することを今後の課題としたい。 

 

（注の説明） 

注 1- 2015 年 9 月 5 日 ＯＥＣＤコーポレートガバナンス原則 

市場のコンフィデンスやビジネスの整合性を促進する取り組みの一環として、G20 財務大臣は新しい

G20/OECD コーポレートガバナンスコードを承認しました。G20/OECD コーポレート・ガバナンス原則  

（日本語訳はこちら）は、各国の政策決定者に対して、株主権、役員報酬、金融情報の開示、機関投

資家の行動、株式市場の機能の仕方、に関する提言を与えています。十分なコーポレートガバナンス

は、資本市場に基づいた金融の促進や投資開放のために不可欠な要素を言え、長期的な経済成長を活

性化する鍵となります 

 

注 2-2015 年 6 月１日 コーポレートガバナンス・コード（東京証券取引所） 

～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～ 

本コードにおいて、「コーポレートガバナンス」とは、会社が、株主をはじめ顧客・従 

業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う 

ための仕組みを意味する。 

本コードは、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまと 

めたものであり、これらが適切に実践されることは、それぞれの会社において持続的な 

成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応が図られることを通じて、会社、 

投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与することとなるものと考えられる。 

 

注 3-2014 年２月 26 日「責任ある機関投資家」の諸原則 

≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～  日

本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会が作成 

 

注４-2017 年 5 月 29 日 経産省経済産業政策局 「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」

-ESG・非財務情報開示と無形資産投資の促進（Environment/Social/Governance） 

本ガイダンスは、企業と投資家が情報開示や対話を通じて互いの理解を深め、価値協創に向けた行動

を促すことを目的とし基本的な枠組みとして以下の６項目を挙げている。 
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１．価値観（企業理念やビジョン等、自社の方向・戦略を決定する判断軸） 

２．ビジネスモデル（事業を通じて顧客・社会に価値を提供し、持続的な企業価値につなげる仕組み） 

３．持続可能性・成長性（ビジネスモデルが持続し、成長性を保つための重要事項、ESG やリスク等） 

４．戦略（競争優位を支える経営資源や無形資産等を維持・強化し、事業ポートフォリオを最適化する

方策等） 

５．成果と重要な成果指標（財務パフォーマンスや戦略遂行の KPI 等） 

６．ガバナンス 

 

注５-ウィキピデア（田中久重）に語録記載 

注６-東芝ＨＰ、有価証券報告書記載 

注７-作田会長と冨山取締役が語る「新社長誕生秘話」（Omuron HP） 

 

注８-2016.1.15 日経ビジネス digital 記事： 企業内研修の頂点、ＧＥクロトンビルが変わった~カリ

スマ選抜からチームリーダー重視へ 

注９-2016.8.18 改善状況報告書（東芝ＨＰ） 

注 10-マネジメントー課題、責任、実践 下巻 第 54 章 取締役会（Ｐ34）、ダイヤモンド社 

 

注 11-CG の運用は、基本的には経営トップの考え方に依存するところが大きく、東芝の場合はこれが

悪いほうに出た。経営者は元来、自利を追い求める存在であり、それだけに外部のステークホルダー

からの規制と監視がないといけない、ということになる。しかし、本当にＣＧが効果的に運用される

ためには、経営トップ自身がそのバランスをとり、性善説的に働くのが理想でもある。その意味で、

経営トップの事業推進能力も必要だが、その倫理観、謙虚さ、周りの意見を聴ける人材でなくてはな

らない。経営者の選定プロセスの公正さ、オープンさは組織の健全性維持のために必要である。ここ

の点での検討は、田中和弘著、良心から経営統治を考える（東洋経済新報社、2014年）が参考になる。 

 

注 12－2017 年 6 月 12 日 第三者委員会調査報告書のお知らせと今後の対応（富士フィルムＨＰ） 

 

注 13-（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 

 

キーワード： 

コーポレートガバナンス（ＣＧ）、スチュワードシップコード、ＥＳＧ開示・対話ガイドライン、東芝改善報告、マネジメ

ント能力、人的資源・文化、社会的責任、機能する取締役会 

 

執筆者プロフィール： 

公認会計士、監査法人退職後、現状は個人で開業、未上場会社の経営顧問、上場会社の社外監査役に従

事。監査法人の現役時代は、大手外資系及び国内系の監査法人のパートナー歴任、ＩＰＯ監査、上場会社の

監査業務に関与。最終学歴：大阪大学大学院経済学研究科修士課程 
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テーマ名：『マネジメント・スコアカードとサービス・エコシステム 

及びナラティヴ・アプローチの統合概念の構築』 

サブテーマ名：『－MSC の実効性を高めるための新たな視点－』 

 

佐藤幸夫 

 

＜はじめに＞ 

 

 産業革命がもたらした技術革新による大量生産、大量消費時代の到来は、人類に多くの恩恵を享受

し生活様式を一変させた。更に、インターネットなど ICT の急速な進歩は、企業活動のグローバル化

を促進させると共に、集積した経済資本と社会資本を消費しながら拡大を続けている。このような社

会的背景により、膨大な資本力を有する企業が市場を席巻するに留まらず、市場を越えて地域社会や

国家へも影響を及ぼす超巨大企業が台頭する時代となった。 

 

人類は、各種制度政策や、科学技術、経済学、経営学等の様々な研究を通じて、富の共創や資源

の効率的使用を目指して活動しているが、社会問題として、貧困や飢餓、資源の枯渇や環境破壊、格

差社会等多くの社会的インパクトを生じさせたことは否定できない。これらの社会問題は、現代社会

の持続性を破綻させる危機を秘めている。この様な社会的危機を回避し持続可能な社会を構築するた

めには、自然科学や社会科学関連の学問的知見の創出に留まらず、経済活動の恩恵を受けている企業

や顧客、消費者、地域住民が共通認識として危機を共有し、経済的価値と社会的価値のバランスを考

慮した経済活動を目指さねばならない。 

 

我々、ドラッカー学会「マネジメント」研究会では、ドラッカーにより提唱された、マネジメン

ト・スコアカード（以下 MSC）を活用することで前述の社会問題を解消し、持続可能な社会を構築す

るために必要な新たな知見の創出を支援すると共に、MSC の有用性を社会に対して発信し、持続可能

な社会を構築するために MSC を積極的に活用することを社会に啓蒙する使命を有している。本論文集

の作成もこのような活動の一環である。 

 

本論文の中核概念である MSC の詳細については、既にドラッカー学会「マネジメント」研究会の過

去の研究成果として、本学会ホームページiや学会員の活動を通じて社会へ共有されている。本研究会

の新たな活動として 2016 年に設立された MSC 実践研究部会では、MSC の実践的事例や理論化に向けて

多くの知見を改めて収集・検討した成果である。 

 

本論文では、MSC の更なる効果的活用に向けて、サービス・マーケティングの新たな概念であるサ

ービス・ドミナント・ロジックより派生したサービス・エコシステム及び心理学や精神科領域で活用

されているナラティヴ・アプローチの両視点から MSC を概観、検討し、MSC の新たな有用性について

論じる。本論文の結論では、MSC とサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの統合概念

を構築し、MSC が企業の社会的責任を実現するための有効なツールとなり得ることについて論ずる。 

 

本統合概念を活用することで、企業がミクロレベルで行っている価値共創活動と共に、メソレベル

やマクロレベルで生じている社会的インパクトや社会問題を認識することが可能となり、それらの問

題を解消し、持続可能な社会に必要な社会的価値と経済的価値の共創を支援することが期待できる。 

この様な視点や手法は、ドラッカーが述べている企業の社会的責任に通じる思考である。ドラッカ

ーも、企業が有すべき基本的機能であるイノベーションやマーケティングを最大限に活用し事業活動

を推進すべき重要性を述べている。本論文では既に有用性が確立されている MSC に対して、新たにサ
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ービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチという視点を統合することで、MSC の有用性を最大

限に活用する機会を社会へ提示することが目的である。 

 

１章．現代社会が抱えている社会問題を解消するために企業の社会的責任が求められる社会的背景 

 

１．ミレニアム生態系評価を通じて考えるべき社会的価値の重要性 

 

本章では本論文の導入として、企業の社会的責任を認識するために、現代社会に生じている社会的

危機を回避するために行われている様々な社会的活動の現状について概観する。先ずは、国際的な代

表的評価であるミレニアム生態系評価を紹介する。「生態系サービスと人類の将来-国連ミレニアムエ

コシステム評価」iiには、既存の経済活動がこのまま継続した場合のシナリオ、現代社会活動による結

論、終末シナリオを回避するための提言など、有識者によって行われた様々な評価、検証が述べられ

ている。 

 

本書の冒頭には緒言として、ミレニアム生態系評価の目的について「生態系の保全と持続的な利用

を進め、人間の福利への生態系の貢献を高めるために、われわれがとるべき行動は何かを科学的に示

すことにあった。」（p.ⅹⅲ）と記載されている。ミレニアム生態系評価は、人類が自ら起した活動に

より全人類が本来享受されるべき福利（①快適な生活のための基本的物質として不可欠な食料、居住、

衣類、商品の入手、②健康に不可欠な大気、水、自然環境、③良好な社会関係に不可欠な社会的連携、

相互尊重、共助や互助、④安全に不可欠な各種資源への安全なアクセス、天災や人災からの回避、⑤

選択と行動の自由に不可欠な個人の価値観や機会の保証など）に対して、どの様な影響が生じている

かについて評価を行っている。我々が特に認識すべきは、この報告で導き出された「主要な四つの結

論」（p.2）である。 

 

結論の第一は、「過去 50 年間にわたって、主に食料、淡水、木材、繊維および燃料の急速な需要

増大に対応するために、歴史上かつてないような速さで、人類は大規模に生態系を改変してきた。

この改変は地球上の生命の多様性という面では、莫大かつ概して不可逆的な喪失をもたらした」。 

 

第二は、「生態系に加えられてきた改変は人間の福利と経済発展に多くの利益をもたらしたが、こ

れらの利点は、多くの生態系サービスの劣化、非線形的変化が生じるリスクの増加、そして人々の

貧困の悪化という形の代償の増大とともに達成された。これらの問題解決の努力をしなければ、将

来世代が得る利益は大幅に減少するであろう」。 

 

第三は、「生態系サービスの劣化は、今世紀前半の間に顕著に増大し、ミレニアム開発目標の達成

への障害となるであろう」。 

 

そして第四として、「生態系サービスへの需要の増大に対応しながら、生態系の劣化を回復させる

との挑戦は、ミレニアム生態系評価でのいくつかのシナリオのもとでは、ある程度達成できる。た

だし、この達成には、政策・制度・実践において大幅な変革が必要であるが、現在まだ実行されて

いない。特定の生態系サービスを保全する、あるいは向上させるためには、他の生態系サービスと

の負のトレードオフを減らす、もしくは正の相乗効果を提供するといった、多くの選択肢が存在す

る」。 

と述べられている。人類は、本評価結果を真摯に受け止め自身が行うべき活動について改めて考え

直す必要がある。 
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２．社会的勝を考慮した持続可能な社会を構築するための様々な活動 

 

ミレニアム生態系評価は、現代社会が有する社会問題の緊急性、重大性を科学的に評価及び検証し、

我々人類が将来に向け多くの課題や問題解決に向けて早急に対処すべきとの提言である。このような

世界的危機を打破するために他にも多くの評価や検証が行われ、様々な国際的政策が各国で実施され

ている。その一部について図 1 にまとめる。これらの制度や政策は、持続可能な社会を実現するため

に全世界で協調して進められている活動として有意義な活動である。 

 

 

図 1） 持続可能な社会に向けた様々な活動 

 

2012 年に、本研究会では、組織の社会的責任について ISO26000 を対象に研究を行っている。
iiiISO26000 は、組織が社会的責任を果たし持続可能な社会に向けて貢献すべき方向性が示された指針

であり、特別な認証を要しない規格である。組織が社会的責任を果たすために、90 を超える国や国際

機関、地域社会のエキスパートたちによるマルチステークホルダーアプローチによって作成された規

格である。ISO26000 には、７つの中核主題と 36 項目の課題が規定されている。 

 

本研究会では、この７つの中核課題である、①組織統治、②人権、③労働慣行、④環境、⑤公正な

事業慣行、⑥消費者課題、⑦コミュニティ参画及び開発を視点として組織の社会的責任について、昨

今の企業事例を交えて検討を行っている。更に、ドラッカーの唱えた社会的責任についても言及し、

企業や組織の社会的責任を果たすべき重要性について提言を示しているiv。 

 

2015 年に国連持続可能な開発サミットで採択された持続可能な開発目標（以下 SDGs）は、17 の目

標と 169 のターゲットを掲げ、地球の持続可能性を確保するために人類が達成すべき重要な事項を示

している。SDGs について環境パートナーシップ会議のサステナビリティ CSO フォーラムvのホームペ

ージには、「国連のミレニアム開発目標(MDGs)は 2015 年までの目標達成に向け、世界の貧困削減や保

健衛生、教育普及が掲げられたが、国際社会は財政危機や自然災害など新たな課題や MDGs 達成後も残

された喫緊の課題に対応することが必要となった。そのために 2015 年以降に SDGs を策定することが

2012 年 6 月の国連会議リオ＋20 において合意され、現在 17 の目標案と 169 のターゲット案が発表さ

れている。先進国にも相応の役割が求められており、企業、NGO など各ステークホルダーの参画が期

待されている」と記載されている。 

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンviでは、SDGs を企業活動に導入するための活動
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指針「SDG Compass SDGs の企業行動指針 －SDGs を企業はどう活用するか－」の和文版を公開し、

日本国内において幅広い企業が導入できるよう支援すると共に KPMG あずさササステナビリティ株式

会社と協力し産業別 SDG 手引きの日本語版を公開している。この産業別 SDG 手引きは、食品、飲料、

消費財、製造業、金融サービスなど、具体的な企業事例を紹介することで新たに SDGs を導入する企業

の指針として活用することができる。 

 

国連気候変動に関する政府間パネルの活動（以下 IPCC：Intergovernmental Panel on Climate 

Change）vii）は、人為的な気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学

的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関

（WMO）により設立された。 

 

IPCC では、2013 年 9 月 23 日スウェーデンのストックホルムで開催された部会で、温暖化の原因が

人間の活動である可能性を 90％以上とした 2007 年の第４次報告書を 6 年ぶりに改定し第 5 次報告書

を公表した。第 5 次報告書では、温暖化と人間活動の影響関係について、疑う余地はない。20 世紀半

ば以降の温暖化の主な要因は、人間活動の可能性がきわめて高いとして前述の可能性を 95%以上に引

き上げ人類への警鐘としている。地球温暖化について懐疑論者がいることも事実であるが、このよう

な知見も踏まえて地球規模で環境問題を考えていくことが必要である。 

 

３．経済的価値と社会的価値の共創に向けた活動の紹介 

 

現代社会に生じている社会的インパクトを解消するために、企業や組織、地域社会が行っている

代表的な活動について図 1 で紹介したが、企業や顧客、地域社会等が行っている社会的活動につい

て、我々が受けている制約という視点から、社会的活動について分類したものが図 2 である。 

 

 

図 2） 社会的制約の分類 
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上段の「自然や社会からの制約」とは、自然科学の法則や原理原則、行政施策など、決められた法

規や制度として作用するもので、国家や地域社会、企業、組織、個々の人間までもが強制的に従わな

ければならない強力な制約である。自然法則は、容易に変えることは難しい普遍的な制約であるが、

社会制度については、国家権力や住民の意向に基づいて変更することが可能な制約である。 

 

中段の「ステークホルダーからの制約」とは、企業や組織が、持続可能な社会を構築するために地

域社会や株主、従業員、顧客など、様々なステークホルダーから受ける制約である。尚、ステークホ

ルダーは、単に制約を与えるだけの存在でなく、企業や組織活動の使命や目的を決める根源であり、

価値共創のための協力者としての立場など、多様な側面を有している。現代社会は、マルチステーク

ホルダー社会であり、地球規模の広大な範囲で利害関係を認識して、これらステークホルダー間のリ

スクとベネフィットをバランスさせることが求められている。 

 

CSV（共通価値の創造）viiiとは、マイケル・ポーターが唱えた戦略的 CSR の進化系として構想され

た概念である。企業が事業を営む地域社会の経済状況や社会状況を改善しながら、自らの競争力を高

める方針とその実行である。言い換えれば、CSV とは、経済的価値を創造しながら、社会的ニーズに

対応することで、社会的価値をも創造するアプローチであり、社会的価値と経済的価値を同時に創造

する概念である。 

 

ポーターは、現代資本主義は危機に瀕しているとして、企業の事業活動こそ、社会問題、環境問題、

経済問題の元凶であると述べると共に、経済活動と社会の進歩の間にはトレードオフが存在すると警

鐘を鳴らしている。この問題を解消する手法こそが事業活動と社会を結び付ける活動である CSV であ

る。ポーターは、利益を生み出す力のない NPO や NGO では、社会が直面する課題に力強く応えること

も、それを持続することも困難であると述べている。つまり企業が中心となり CSV を行うことで経済

的価値と社会的価値の双方の共創が可能となり、経済活動と社会との間に存在するトレードオフを解

消し、適切なバランスを維持することが可能となるのである。 

 

このような観点から、CSV は、従来のメセナ活動やフィランソロピー（社会貢献活動）、CSR（企業

の社会的責任）とは異なる概念である。企業の目的は、単なる利益獲得から共通価値の創出であると

再定義すると共に、資本主義や社会制度との関係性についても掘り下げて検討を加えている。更に、

ポーターは、CSV を実現するための経済的価値と社会的価値とを共創する方法として、次の 3 点を挙

げている。 

①社会的ニーズに対応する製品と市場を見直す、 

②バリューチェーンの生産性を再定義する、 

③ビジネスを営む地域に産業クラスターを開発するべきと述べている。 

 

日本国内でも、CSV を経営方針に導入し、経済的価値と社会的価値の共創を目指す企業も多く現れ

ている。「CSV 経営戦略 -本業での高収益と、社会の課題を同時に解決する-」ixの中で名和は、NPO や

NGO では利益を生み出す力がなく社会が直面する課題を解消することはできない。資本主義における

企業が富を生み出すスケーラビリティとサステナビリティを有すると述べ、新たな資本主義の競争戦

略として CSV という戦略の有効性を支持している。しかしながら、CSV に対する批判があることも認

めている。CSV に対して３つの反論として、 

①コンセプト自体は新しいものではない。 

②社会価値と経済価値を両立させるのが CSV ならば最初から分けて議論する必要はない。 

③CSV を資本主義の免罪符に利用している。 
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名和は、この様な批判を踏まえた上で、日本型資本主義の社会的有用性を融合させた日本発の CSV

として J-CSV について日本企業の事例を挙げて論述している。 

 

公益資本主義について、「増補 21 世紀の国富論 」xの中で原丈人は、「私は現在の株主資本主義に代

わる新しい資本主義的な考え方を、公益資本主義（Public Capitalism）と呼ぶことにしました」（p.276）

と述べている。また、公益資本主義は、1999 年からアライアンス・フォーラム財団を中心にして、「ポ

スト資本主義はどうあるべきか」という問題意識で進めてきた研究を基に、その理念をより明確に世

界へ伝えるため、具体化させようとしている新しい概念であるとも述べている。 

 

公益資本主義は、企業を社会的存在と捉え、株主の利益のみを優先するのではなく、顧客や取引先、

地域社会などステークホルダー全体への貢献や公益を重視する資本主義である。原は、現代資本主義

の問題として、手段と目的の取り違えが現在の資本主義における最大の欠点であるとして、 

①GDP 至上主義で人類を幸せにすることはできない、 

②GDP は増えるが財政支出も増える、 

③不健全な経営が大きな格差をもたらす、 

④短期的な利益が長期的な利益より重視される、 

⑤市場原理は絶対的なものではないと述べている。 

 

更に、原は「「公益」資本主義 英米型資本主義の終焉」xiに中で、公益資本主義は、企業の事業活動

を通じて公益に貢献することとし、公益資本主義を実現するための三本の矢として、 

①中長期投資、 

②社中分配（社中とは地球環境を含める広範囲に及ぶステークホルダーで企業を支える仲間と定

義）、 

③企業家精神による改良改善を挙げている。 

また、公益資本主義による企業価値を評価する際に、 

①富の分配における公平性、 

②経営の持続性、 

③事業の改良改善性の重要性を述べている。 

 

更に、公益資本主義という考え方は日本の経営理念や企業哲学とも共通するとも述べている。日本

古来の商売に対する倫理性は、近江商人、二宮尊徳、渋沢栄一など多くの偉人も述べているが、現代

社会においても彼らの求めた経済的価値と社会的価値の両立を達成することは困難なのが現実であろ

う。 

 

ソーシャル・マーケティングについて、フィリップ・コトラーは「社会的責任のマーケティング―

「事業の成功」と「CSR」を両立する」xiiの中で、「ソーシャル・マーケティングとは、公衆衛生・治

安・環境・公共福祉の改善を求めて、企業が行動改革キャンペーンを企画、あるいは実行するための

手段のことである」（p.132）、また、「企業のソーシャル・マーケティングは、行動改革に焦点を当て

るということによって、企業の他の社会的活動とは、明確に区別される」（p.132）と述べている。 

 

これは、企業と顧客や地域住民が協働することで、社会的価値創造を支援することを意味している。

本書では、企業が社会的責任を果たすためにソーシャル・マーケティングと共に、企業の社会的取り

組みとして、コーズ（大義）・プロモーション、コーズ・リレーティッド・マーケティング、コーポレ

ート・フィランソロピー（社会的貢献活動）、地域ボランティア、社会的責任に基づく事業の実践につ

いて、具体的企業事例を挙げて紹介している。 
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コトラーは、「コトラー ソーシャル・マーケティング –貧困に克つ 7 つの視点と 10 の戦略的取り

組み」xiiiの中で、ソーシャル・マーケティングを具体的に運用するための指針となりうる戦略的取り

組みについて紹介している。これは、ソーシャル・マーケティング計画の体系的なプロセスであり、

プロジェクトの目的から、状況や環境分析等、マーケティング手法に沿った 10 ステップモデルの行動

計画書で、最後には評価、予算、実施計画の展開で完了する（pp.299-301）。コトラーが有するマーケ

ティングの知見を活かし、社会的価値創造を支援するためのソーシャル・マーケティングの手順書と

して活用できる内容である。 

 

 ソーシャル・ビジネスxivとは、ムハマド・ユヌスが提唱した概念である。ユヌスは、現代社会が抱

える問題として、企業の利益追求で生じる社会的インパクトの増大を危惧している。ポーターの CSV

は、経済的利益と社会的利益の共創を目指すが、資本主義の限界が否めない。それは、資本家である

株主や債権者から企業の収益拡大の圧力を回避しえないと考えるからである。企業は、配当、キャピ

タルゲイン、株価への責任がある。 

 

一方、ソーシャル・ビジネスでは、持続性を確保すれば、投資家への利益を考慮する必要はない。

社会的課題の解決には、ソーシャル・ビジネスが大きな可能性を秘めている。つまり、企業、NPO、ソ

ーシャル・ビジネスは、目的、手段、出資者の期待が異なっているのである。企業やその出資者の目

的と期待は利益という単純な関係である。また、NPO では、出資者と共に社会問題を解消することが

目的となり、チャリティーという手段で資金を確保している。資金力は貧弱である。それに対して、

ソーシャル・ビジネスでは、社会問題の解消を目的としつつ、ビジネスの手段で利益を確保して、そ

の利益を出資者ではなく社会問題の解決のために追加投資していくのである。出資者は短期的な元本

の回収や利益を求めず、事業体としては手段として利益を確保した上で、社会問題の解消という目標

を達成するのである。その様な観点から、ユヌスはポーターの CSV に懐疑的である。 

 

ユヌスは、現代企業が考慮すべき 3Ｐ（利益：Profit、人：People、地球環境：Planet）に対し、CSV

といえども、利益への重視を回避しえないとし、社会的責任の実現には 3Ｐ間のバランスが重要（規

制やガイドライン）であり、持続可能性に富むソーシャル・ビジネスの可能性には社会的な期待が高

いと述べている。 

 

水谷は、「経営倫理学のすすめ」xvの中で、社会的に大きな影響力を有する企業は、従来の自社の存

続や競争優位を目指した効率性や競争性の重視に傾向せず、競争性に反する社会性とのバランスの維

持と効率性に反する人間性とのバランスを図ることで、経営経済性と経営公益性のバランスを調整す

ることが可能となる経営価値四原理システムを提唱している。企業は、自主的な倫理でなく社会的責

任として経営倫理を確保することで企業の社会的インパクトの発生を防止すると共に公益性を確保す

ることが企業の使命であると述べている。 

 

図 2 下段の「内心的、主観的な制約」とは、上段及び中段で述べた外部からの制約と異なり、個々

人の内心から発せられる自主的で緩やかな制約である。重要なことは、この様な内心的な制約が社会

や組織、住民に存在し続けることで、実態として社会や組織が構築されていくという現実である。そ

してその社会や組織から個々人の内心に対して制約を与えるという循環が存在しているということで

ある。このような考え方は、現代の社会活動の中で機能している制約の多くが、個々人の中に存在す

る志向や感情、関心などを基盤に、構築されていくとする社会構築理論的な思考である。 

 

ローカル・コモンズとは、私有や共有を越えた概念である。地域コミュニティなどの集団や組織が

実質的に所有し、地域住民が相互利益に配慮しながら共同事業として管理する「所有管理手法」であ
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る。参加に際し、無償利用も可能であるが、日本固有の入会権なども近似の概念と言えるが、日本の

入会権は、ほとんどが入会団体などの特定集団によって所有・管理されているため、誰の所有にも属

さない放牧地などを意味する「ローカル・コモンズ」とはニュアンスが異なるとも考えられる。 

 

土地や資源へのアクセスは、地域コミュニティのメンバーに限定されるのが通常であり、このよう

なコモンズが、ローカル・コモンズである。ローカル・コモンズの特徴は、 

①私有財や公共財、非所有財（オープン・アクセス）でない共有財、 

②競合性や排除性による区分では、競合性は高く、排除性が低い資源に該当すると考えられている。 

 

2009 年に、エリノア・オストロムとオリヴァー・ウィリアムソンが、新たな統治機能の可能性とし

て「経済的なガヴァナンスに関する分析」xviを発表し、ノーベル経済学賞を受賞した。ローカル・コ

モンズの概念は、ギャレット・ハーディンが指摘した「コモンズ（共有地）の悲劇」を回避する新た

な可能性として注目を集めたが、全ての社会において普遍的な有効性を有する概念ではない。前述し

た強制力のある公共法規や企業や組織による自主的な制約などと併用することで、各々の地域社会に

適した社会的制約として機能すると考えられる。 

 

２章．ドラッカーが唱えた企業の社会的責任に関する先行研究 

 

１．経済的価値と社会的価値の両立を目指す企業の社会的責任 

 

近代資本主義や自由主義を背景に急成長した企業により地域社会は豊かになった。しかしながら、

その一方で企業による社会的インパクトが生じている現実に対して、企業や組織、地域社会による社

会問題の解消活動の重要性が高まっている。ドラッカーは、企業の社会的責任をどの様に捉えていた

のであろうか。 

 

森岡は、本研究会の第三期「組織の社会的責任」分科会 2012 年度成果報告の中で、「組織全体に社

会的責任を統合するための手引き」の活用として ISO26000 の意義とドラッカーが唱えた社会的責任

について、「それどころか企業は、自らの利益追求が、自動的に社会的責任の遂行を意味するよう経営

しなければならない。」（p.16）xviiという記述を挙げている。 

 

これは、ポーターが唱えている CSV、原が唱えている公益資本主義等、昨今の社会資本を重視する

思考と同様の思考性を有していると考えられる。更にドラッカーは、企業の目的である顧客を創造す

るために不可欠な事項として、「マーケティング、イノベーション、人的資源、物的資源、資金、生産

性、社会的責任、条件としての利益の 8 つの重点領域がある。」（p.149）xviiiと述べている。 

 

この 8 つの重点領域は、企業や組織の基本的な活動目標であり、これらの活動目標を達成すること

で、企業や組織が社会的責任を果たすことが可能となる。これらの項目が、MSC の一部を構成してい

る。それでは、如何に「8 つの重要領域目標」を達成すべきであろうか。ドラッカーは、企業や組織が

社会的責任を果たすためのマネジメントの定義として、「マネジメントには、自らの組織をして社会に

貢献させるうえで三つの役割がある。それら三つの役割は、異質であるが同じように重要である。 

(1)自らの組織に特有の目的とミッションを果たす。 

(2)仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせる。 

(3)自らが社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行う。」（pp.42-43）。 

 

更に、社会的責任の問題が生ずる 2 つの領域として「(1)第一に、自らの活動が社会に与えるインパ
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クトから生ずる。(2)第二に、自らの活動とは関わりなく社会全体の問題として生ずる」（p.369）とい

う 2 種類の責任を述べている。つまり、企業や組織には、自らのインパクトへの責任について、「故意

であろうとなかろうと、自らが社会に与えたインパクトについては責任がある」（p.371）という最低

限の社会的責任と共に、自らの活動とは関わりなく社会全体の問題として生ずる広大な範囲の社会問

題に対処すべき責任も有しているのである。 

 

２．企業が社会的責任を認識し対処することの困難性 

 

 企業や組織は、自らの活動とは無関係かつ広範囲に存在する社会的責任を如何に認識し、どの様に

対処すべきなのか。先ずは、企業や組織が、社会問題を認識するための視点を確保することが必要で

ある。その上で、認識できた社会問題に対して企業自身がどの様な対処が可能で、その様な活動を積

極的に行うべき責任や能力を有しているかを的確に判断することが求められる。 

 

ドラッカーは、この難しい判断を行う際の基準として、「社会的責任の限界」（p.394）、「能力の限界」

（p.398）、「権限の限界」（p.401）を挙げている。企業や組織が有するこれらの限界を認識した上で、

社会的責任を果たすことが重要である。しかしながら、現代社会は企業や組織に対して更に厳しい要

求を求めているのである。ドラッカーは、「今日の社会的責任は、もはや企業の責任の限界を論じえな

い。社会の良心として、社会的な問題のすべてに責任をもつべきことを要求する。」（p.356）と述べる

と共に、「企業の社会的責任に関わる本当の問題は無責任、貪欲、無能ではない。そうであるならば答

えは簡単である。行動基準を定め守らせればよい。残念ながら社会的責任の問題の根本は別なところ

にある。それは、よき意図、尊敬すべき行為、高度の責任感でさえ、時として問題を起こすことにあ

る」（p.360）と企業事例を提示した上で、企業による社会問題解決の難しさを示している。 

 

３．MSC を活用することで解消できる社会問題 

 

 森岡は、「図解ドラッカー入門」xixの中で、MSC について「マネジメントの成績表。経営チームの評

価に焦点をあてたマネージャーの成績表と社員全員が意識すべき 8 つの目標領域とからなる。」と述

べている。更に、「MSC は、ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援すると共に、その成果を評

価する体系（システム）であり、組織の健康診断ツールとも云えるものである。」と述べている。ドラ

ッカー自身が、体系化して MSC として発表した論文はないが、藤島は「『マネジメント・スコアカー

ド』体系化の試み」xxの中で、ドラッカーとのインタビューや書簡の交換を通じて、ドラッカーが説い

た MSC の生い立ちや内容、具体的な MSC 策定の流れを紹介している。 

 

MSC の構成は上段に、ドラッカー経営の神髄ともいえる Integrity（誠実さ、真摯さ、完全性）、

倫理と社会的存在としての組織、その機関としてのマネジメント、社会貢献経営、社会責任経営が挙

げられている。それらを基本思想として、「5 つの重要な質問」で事業を定義すると共に、「8 つの重

要領域目標（測定と評価）」を定義している。更に、個人レベルとして上司と部下の自己目標管理と

して、マネージャー評価、マネージャーの 5 つの仕事（OOMMD：O:Objectives , O:organize , 

M:Motivate , M:Measurment , D:Develop）、マネージャーズ・レターを活用することを求めている。 

 

森岡は「マネジメント・スコアカードの可能性」xxiの中で、研究の結論として「MSC は、十分に機

能するマネジメント・ツールである。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、企業の真の自由、法のもとにおける自由を実
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現する』」（p.23)とドラッカーの「現代の経営」（p.206）xxiiを引用し、その重要性を述べている。 

 

企業や組織が社会的責任を果たすことは困難であるが、本研究会の過去の成果や現在の研究により、

企業の社会的責任を果たす新たな知見を示唆することが本論文の目的である。過去の MSC の研究にお

いて、自己目標管理を基盤に、事業活動の中核である「５つの重要な質問」や「8 つの重要領域目標」、

そしてそれらを統括する社会的存在である企業や組織の責任や貢献を体系化し、多くの企業事例とし

て MSC の有用性が蓄積されてきた。これら多くの知見は本研究会の活動結果としてのみ存在するので

はない。これら知見が現代社会の問題を解決する手掛かりとして役立ててこそ価値があるのである。

これこそ本研究会の社会的責任である。 

 

 企業や組織が社会的責任を果たすために、社会で生じている様々な問題を認識し、自社や自組織の

活動に MSC を導入する契機として、本論文では、社会問題を認識するための視点及び企業や組織活動

との良好な関係性の構築手法として、サービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチを導入する

有用性について述べる。サービス・エコシステムという概念を活用することで認識困難な社会を俯瞰

することが可能となる。また、実際のサービス活動の現場で従業員や顧客など様々なステークホルダ

ーとの人的コミュニケーションに際して配慮すべき関係性の構築についてナラティヴ・アプローチと

いう手法を活用することで、より良い関係性を構築、維持することが可能である。この連携が、本論

文で述べる MSC とサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの統合概念である。 

 

３章．サービス・エコシステムに関する先行研究 

 

１．エコシステムが求められる社会的趨勢 

 

江端と本荘は「コカ・コーラ パークが挑戦する エコシステム・マーケティング」xxiiiの中で、ビジ

ネス界でのエコシステムの変遷について触れている。1990 年代の「ウィンドウズ・エコシステム」や

「インターネット・エコシステム」である。本書では、「市場全体が一つの大きなエコシステムをつく

っていて、その中に、企業間、企業と消費者、あるいは、消費者同士がつながったエコシステムが存

在する。従来型の連携とは、異なるものであり、各要素が複雑に関係し、変化していくものである。」

と述べている。 

 

更に、自社のエコシステムをより強固にするために、パートナーや顧客との連携を強化する手法を

マーケティングの視点から述べている。更に、エコシステムの視点からのマーケティングをエコシス

テム・マーケティングと名付けて、そのための実践ポイントとして、 

①お互いを理解してパートナーシップ・モデルをつくる、 

②自社自身の強みと弱みを見極める、 

③バランスのよいパートナーを選ぶ、 

④消費者との新たなコミュニケーション軸を構築する、 

⑤消費者の視点からメッセージを出す、 

⑥相互のブランドを活用し潜在的ファンを増やす、という 6 つのポイントを挙げている。 

 

イノベーションの視点からエコシステムを紹介しているのが、アドナーの「ワイドレンズ イノベー

ションを成功に導くエコシステム戦略」xxivである。アドナーはイノベーションを成功に導く手法とし

て価値設計図という考え方を提唱している。価値設計図とは、サプライヤー、製造者、卸売業者、エ

ンドユーザーまでの直線的なつながりにのみにフォーカスせず、市場への道筋において直線的ではな

いが、成功のためには重要な補完的パートナーが、どこでどのようにつながっているのかを明確にす
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ることを目指して、イノベーションの死角を見落とさないよう直線的でない広角的な視点である。価

値設計図は、エコシステムとそこにおける依存関係を明確にする地図のようなものと表現している。

価値設計図を作成する具体的手順として、 

①エンドユーザーをはっきりさせる、 

②企業自身のプロジェクトをはっきりさせる、 

③サプライヤーをはっきりさせる、 

④仲介者をはっきりさせる、 

⑤補完者をはっきりさせる、 

⑥エコシステムのリスクをはっきりさせる、 

⑦青信号ではないすべてのパートナーのために、問題の原因を理解し、実行可能なソリューション

をはっきりさせる、 

⑧定期的に設計図を更新する。価値設計図は日々変化する。時間の経過とともに条件が変化し、そ

れに応じて価値設計図を変える必要がある、という 8 つの項目を挙げている。 

更に、具体的な業界や企業事例を挙げて産業レベルでのエコシステムの研究事例を示している。 

 

西澤は「ハイテク産業を創る地域エコシステム 」xxvの中で「クラスター政策から地域エコシステム

構築策へ」として、地域エコシステム構築モデルを巡る先行研究を紹介している。Triple Helix、

Knowledge Cluster、Bio-capital Cluster である。 

 

西澤はこれらの先行研究から、「NTBFs（New Technology-based Firms）簇業（多数新規創業）・成長・

集積の地域エコシステム構築モデルを NTBFs の集約によりハイテク産業形成に成功したボストンやシ

リコンバレー以外の地域に適用することによって、国を超えた地域における共通性と多様性、類似性

と差異性を明らかにできると同時に、多様性と差異性を乗り越えて、共通性と類似性を獲得するため

の条件や対応を動態的に解明することが可能になる。結果として、NTBFs 簇業・成長・集積の地域エ

コシステム構築を通じてハイテク産業の形成を狙う後発地域に対して、その成功の可能性とともに失

敗の可能性をも提示できると考えられる。」と述べている。この様な先行研究の帰結として、3 段階移

行モデルを唱えている。 

第 1 段階（準備期）として、技術とヒトの集積（企業家大学における技術とヒトの一定の集積）か

ら、 

第 2 段階（整備期）として、NTBFs の簇業と成長（必要条件と十分条件との結合による簇業と成長

の支援活動の展開）を経て、 

第 3 段階として、NTBFs の集積（成長企業出現による NTBFs 簇業・成長・集積エコシステムの承認

と地域への組込み、簇業の地域文化への昇華などにより、NTBFs の集積が進み、結果としてハイテ

ク新産業が形成される）へ向かうと述べている。 

 

この様な、産業クラスターを中核とするエコシステムの展開は、ポーターの CSV(共通価値の創造)

の 3 つの方法の一つとして提示している「企業が拠点を置く地域を支配する産業クラスターをつくる」

と類似する考え方と言える。 

 

カニェーケとハートの「BoP ビジネス 3.0」xxviの中で、エコシステムについて、「約 20 年前まで、

エコシステムという言葉は一般に生態系、つまりアルド・レオポルドが述べたように、その地域のあ

らゆる生物と物理的な環境が一つの単位として機能し、一または複数の均衡状態に達しているものを

意味している。しかし、この 10～20 年の間に、ビジネスの世界で使われることが増えた。情報技術と

ソーシャルメディアと社会文化の統合によって、複数の領域をまたぐ交流が進んだことに着目したも

のだ」と述べられている。コトラーも、マーケティング 4.0xxviiへ至った要因として ICT などコミュニ
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ケーション技術の向上により個人の高次的欲求が満たされ易い環境を背景に挙げている。 

 

現代社会では、人種、宗教、国家、地方自治体、市場、地域社会、企業グループ、NPO や NGO など

様々な社会が共存し、複雑に関係し合い、相互に影響を与え合っている。これらの関係が生態系とし

て持続可能な循環を維持できる状態であれば、社会問題は生じない。しかしながら、現代社会におい

ては、持続可能性を棄損するような社会的インパクトが数多く発生している。 

 

本論文の冒頭で紹介したミレニアム生態系評価からも想定されるように、人類は自身の活動や欲望

が生態系に与えている影響について改めて見直すべき時期が到来していると認識すべきである。この

様な社会的状況が各研究領域にエコシステムという概念が拡張された背景であると考えられる。この

様な社会的趨勢は、経済的価値を重視する企業活動や科学的普遍性を探求する学術研究活動に偏重せ

ず、自然環境や地域社会の持続可能性を考慮した活動の重要性を示唆している。 

 

 本論文のサービス・エコシステムは、マクロレベルとして、地球や自然環境など産業クラスターを

超えた広範囲の社会問題を認識することを可能としており、現代社会が抱えている社会問題の解消に

向けた企業の社会的責任を果たすための良き指針となると考えられる。 

 

ドラッカーは社会生態学者として、企業や組織の活動と社会との関係性に強い興味を抱き、我々に

多くの示唆を与えている。ミクロ的な企業や組織の活動に惑わされずに、社会全体を考慮した活動の

必要性を述べている。ドラッカーは「明日を支配するもの」xxviiiの中で、激化する市場における競争

を制するために「経済活動の連鎖全体のコストを把握し、その連鎖を構成する他の組織との連携のも

とにコストを管理し、成果を最大化しなければならない。」（p.131）、「市場で意味があるのは、経済的

な現実であって、プロセス全体のコストである。誰が所有しているかは関係ない。」（p.132）と経済連

鎖全体のコスト管理の重要性を述べている。 

 

この経済連鎖全体を認識する必要性とは、宇沢が唱えている社会的共通資本xxixや CSV が求める経済

的価値と社会的価値との両立といった思考とも共通する考え方である。このような、経済的価値と社

会的価値、事業活動や組織活動とそれらを取り巻く社会の関係性を認識するために、サービス・エコ

システムという視点から事業活動を俯瞰する必要性があるのである。サービス・エコシステムの視点

から事業活動を俯瞰するという流れは徐々に広がりを見せている。田口は「サービス・ドミナント・

ロジックの進展 価値共創プロセスと市場形成」xxxの中で、企業事例を取り上げてサービス・エコシ

ステム内で行われている価値共創について紹介している。 

 

しかしながら、金銭換算容易な経済的価値ならともかく、多くの社会的価値である自然や環境など、

金銭換算に適さない価値も多く存在する。本論文の主題であるサービス・エコシステムですら社会的

価値や社会的インパクトを認識する手掛かりとなっても、価値を算出し比較検証する手法の提示には

至っていない。この様な把握し難い全体像を捉えることの難しさに対して、ドラッカーは、「すでに起

こった未来」xxxiの中で、この様な社会を認識し理解するための手法として社会生態学という学問の有

用性について「社会生態学は、分析することではなく、見ることに基礎を置く。知覚することに基礎

を置く。社会生態学と社会科学との違いはここにある。捨象できないものが存在しないからだけでは

ない。社会生態学は、その定義からして、総体としての形態を扱うからである。総体は、部分の集合

よりも大きくはないかもしれない。しかし、部分の集合とは基本的に異なるものである。」（pp.322-

323）と述べている。知覚することの重要性は、まさしくサービス・エコシステムの視点から社会を俯

瞰することであり、ドラッカーの MSC を効果的に活用するための視点として可能性を秘めている。 
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２．サービス・ドミナント・ロジックから派生したサービス・エコシステム概念 

 

サービス・ドミナント・ロジック（以下 S-D ロジック）とは、2004 年にスティーブン・バーゴとロ

バート・ラッシュが、従来の製品中心のマーケティングに対して、新たなサービスという概念を導入

し、価値創造に際してスキルやナレッジを適用することを重視した斬新的な視点でサービス・マーケ

ティングを捉えた概念である。xxxiiJournal of Marketing 誌に「マーケティングのための新たらしい

ドミナント・ロジックの進化」として掲載されて以降、2004 年の論文は全世界で約 8,500 本以上の論

文で引用され、その後も彼らの S-D ロジックに関連する論文の引用は 25,000 を越えて引用されてい

る（Google Scholar 2016.4）。 

 

S-D ロジックの大きな特徴として、従来我々が考えているサービス活動を複数形のサービシィーズ

と捉えて、単数形のサービスという新たなサービス概念を確立したことである。ファーゴらは単数形

のサービスを、「（単数形の）サービスを他者あるいは自身のベネフィットのために、行為、プロセス、

パフォーマンスを通じて、専門化されたコンピタンス（オペラント資源としてのナレッジ・スキル）

を応用すること。」xxxiii（p.59）と定義している。 

 

有形財の製品や無形財のサービス自体を価値の源泉と捉えるのでなく、サービスを通じたスキルや

ナレッジの適応こそが価値創造活動の根幹であり経済活動の中核としてサービスを捉えたのである。

S-D ロジックは、2004 年に発表された論文では 8 つの基本的前提（FP）により S-D ロジックを定義さ

れていたが、その後、数度にわたり追加や修正が加えられた。2014 年には、中核となる 4 つの基本的

概念として①アクター（FP4）、②サービス（FP8）、③資源（FP9）、④価値（FP10）、という公理を含め

10 の基本的前提（FP）として整理された。更に、2016 年には５つ目の公理として、「価値共創はアク

ターが創造した制度と制度的配列を通じて調整される（PF11）」を追加して、11 の基本的前提として

定義されている。基本的前提の概略について図 3 に示す。S-D ロジックの変遷については、バーゴと

ラッシュの「サービス・ドミナント・ロジックの発想と応用」xxxivに詳しく述べられているので必要に

応じて参照することを勧める。 

 

 
図 3） サービス・ドミナント・ロジックの基本的前提 
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S-D ロジックという概念は、製品を中心に発展してきた従来の製品を中核に捉えていた概念、つま

り製品の生産と交換を経済の主要な構成要素と捉えているグッズ・ドミナント・ロジック（以下 G-D

ロジック）とは大きく異なる概念である。G-D ロジックは、グッズ中心性、企業中心性、交換価値中

心性という特徴を有していたが、現代のマーケティング思考との整合性を欠いていると考えざるを得

ない。 

 

S-D ロジックでは、現代のサービス・マーケティングとの整合性に優れ、顧客との価値創造を中核

に、サービスというスキルやナレッジの交換を通じて顧客が価値を主観的に実感、経験するまでの過

程に対して企業は責任を持つという概念である。S-D ロジックを理解するために重要な 4 つの概念で

ある、サービス、アクター、資源、価値について紹介する。 

①サービスとは、公理 1 に関係する要素である。企業と顧客は、サービスを通じて、他のアクター

あるいは自身のベネフィットのために資源を適応するのである。 

 

②アクターとは、公理 2 に関係する要素である。価値創造に際して、経済的および社会的エージェ

ントを生産者や消費者ではなく包括的なアクターと捉えることが特徴である。 

 

③資源とは、公理 3 に関係する要素である。アクターが支援を頼るものすべてが資源であり、オペ

ランド資源（静的資源）とオペラント資源（動的資源）があるが、S-D ロジックでは、オペラン

ト資源がより価値創造に関与する役割が大きく重要な要素となる。 

 

④価値とは、S-D ロジック全体に関係する重要な要素であるが公理 4 として、価値は常に受益者に

よって独自にかつ現象的に判断されると定義されている。この受益者が独自にかつ現象的に判断

することが、S-D ロジックの大きな特徴であると共に、既存のサービス・マーケティングや実務

での導入を困難にしている要因でもある。この解釈について、実務レベルで対応可能な手法を構

築することが S-D ロジックという概念の更なる普及にもつながると考えられる。 

従来の扱いなれてきた G-D ロジックから S-D ロジックへの思考の転換を図るためにバーゴとラッシ

ュは、下記の様なメンタル・モデルが受け入れられる必要があると述べている。 

①「新しいサービシィーズ経済は存在しない」とは、すべてのアクターが交換するのは、自分たち

の身体的および知的なスキルやナレッジ（サービス）を適用することである。つまり、すべての

経済がサービス経済である。グッズ（有形財）に対してより多くのサービシィーズ/付加価値（無

形財）を創造したり付加したりすることが重要なのではなく相互的なサービス活動こそが経済の

基盤である。 

 

②「サービシィーズは存在しない」とは、製造されたグッズを交換することが旧来の経済活動であ

り、グッズを伴わない交換（宿泊や移動）をサービシィーズとして概念化するのは G-D ロジック

の思想である。S-D ロジックの概念とは相容れない。 

 

③「生産者も消費者も存在しない」とは、生産や消費という個別の機能しか持たないアクターは存

在しない。対価を支払う消費者も、共同デザイン、セルフサービス、ポジティブな口コミ、ブラ

ンド・コミュニティ共創などを通じた能動的プロバイダーである。 

 

④「事業体は単独で価値を創造することはできない」とは、事業体は経済的コストを付加すること

はできても、企業がそれを付加価値と捉えることはできない。なぜなら、価値は受益者としての

アクターによって独自にかつ現象学的に判断されるからである。 
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⑤「事業体には相対的に境界がない」とは、企業が提供している資源のみで価値創造は達成できな

い。企業の枠を越えて社会に存在するあらゆる様々な資源（他の事業体、公共財、共有財、私有

財など）を統合することで価値が共創される。そのようなオープン・システムで価値共創を捉え

る概念は、2016 年に追加された公理 5 サービス・エコシステムの概念に通じる。 

 

⑥「市場は存在しない」とは、市場はシグナルを的確に読み解くことができ、他のアクターの役に

立つのに必要な資源を統合することができる進取の気性を持ったアクターによって絶えず創造

されている。これらの背景を理解、認識することが S-D ロジックをより深く理解し、実務への活

用を促すことができるという６つのメンタル・モデルである。 

 

S-D ロジックという概念は、既に多くの研究者により拡張的に解釈され、新たなマーケティングの

思考として多くの研究事例が報告されている。ネットワーク理論やエコシステムとの融合も、拡張さ

れた研究成果の一部である。本論文では、サービス・エコシステムという概念を、MSC へ統合するこ

とで、MSC の有用性や利便性を向上させることを試みたものである。 

 

サービス・エコシステムとは、サービス交換を通じて資源統合を可能にしたり制約したりする二重

でかつ動的な価値共創構造としてサービスを捉えている。この二重性とは、通常、人的アクターたち

は所属している社会的ルール、制度、規範、集団的な意味づけの範囲内で行動している。しかし、価

値創造の過程において彼らは自身と他者との価値創造を支援、共創する過程で自身が身を置く構造を

高度化させたり修正したりする行動を起こすのである。彼らが身を置く構造は彼ら自身によって形成

されたり再形成されたりする。 

 

この様な複雑なサービス循環をサービス・エコシステムと表現している。ファーゴとラッシュは、

サービス・エコシステムを「共通の制度的ロジックとサービス交換を通じた相互的な価値創造によっ

て結びつけられた資源統合アクターからなる相対的に自己完結的でかつ自己調整的なシステムである」

と定義している。また、ファーゴらは、サービス・エコシステムが有する 4 つの構成要素を提示して

いる。 

①相対的に自己完結的、 

②資源統合アクターの自己調整的なシステム、 

③共通の制度的ロジック、 

④サービス交換を通じた相互的な価値創造である。 

 

更に、サービス交換というミクロ的な現場で行われている価値共創活動を一次元的に捉えるのでな

く、複数の階層で構築された社会として価値共創を捉えている。サービス交換が行われているミクロ

レベルの上層部には、市場や業界などを想定したメソレベルの階層、そして最上部には、地球や自然

というマクロレベルの階層が存在している。下位の組織が上位の組織へ入れ子状に存在して、重層的

な構造をもつと捉えている。この様な拡張に至った社会的背景には、現代社会の経済活動が、一部の

企業や業界内に留まらず地域社会、環境にまで影響を生じさせているからである。 

 

つまり、サービス・エコシステムの視点とは、販売という狭義のマーケティングでなく、一連のサ

ービスプロセスを考慮した広義のマーケティング観として捉える必要があるのである。これは、マー

ケティングの空間的拡張である。つまり、現代の経済学やマーケティングは、学問の境界を超えて、

生物学を中心に論じられてきた生態学やエコシステムの領域へも拡張している。企業が社会や環境に

与える社会的インパクトを検討するために、この様な広域的な視点は不可欠であり、これは、社会科

学としてのマーケティングと生物学における生態学や生態系、エコシステムとの融合である。 
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３．MSC へのサービス・エコシステムを導入する意義 

 

前述した様に、経済学や経営学が、社会的責任を果たすために、生物学の領域まで拡張せざる負え

ない程、現代企業が有する社会的影響は巨大化しているのである。今までは、企業内でコントロール

可能なサービス活動が、現在社会では、企業ではコントロール不可能な様々な要因である顧客や取引

先、自然環境、社会環境等を介してサービス活動が行われている。つまり、企業や組織は、企業外の

社会的責任に対して積極的に関与し、解消するための活動を行う責任があるのである。このような社

会的環境が、サービス・エコシステムという概念を生み出した背景と考えられる。ドラッカーが、組

織に対して社会責任経営と共に社会貢献経営を求めている背景は、現代社会の趨勢を予測してのこと

であろう。この様な動的な社会的視点から組織活動を俯瞰できることがサービス・エコシステムと MSC

を統合する意義であり、組織活動により生ずる影響と外部社会に存在する問題や課題を表出化し、組

織の存在意義を見出す手掛かりとすることが可能となるのである。 

 

それでは次に、サービス・エコシステムの視点から価値共創と社会的インパクトを認識する手法に

ついて論じる。企業と顧客を含む様々なステークホルダーが価値共創を支援している中で、価値共創

活動に付随して社会的問題が生じている現状及びその様な社会をサービス・エコシステムの視点から

俯瞰した概観について図 4、図 5 で説明する。図 4 では、企業は自社の活動領域内で取引先や顧客と

共に価値共創活動を支援している価値の連鎖を平面的に示している。この様な価値連鎖の過程で生じ

ている社会的インパクトを解消することは企業や組織の責務である。しかし、図 4 の様な平面的な視

点で価値の連鎖や社会的インパクト、社会問題との関係性を認識することは困難である。なぜなら、 

 

図 4） 価値共創と社会的インパクト 

 

 

図 5） サービス・エコシステムの視点 
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個々のアクター達は、自らが属している組織や企業、社会の中で最善と思われる活動を行っているか

らである。この様な閉塞的な価値連鎖を解消するためには、自社や自組織中心の視点から社会全体を

俯瞰する視点への拡張が必要である。この視点の拡張が、サービス・エコシステム概念の核心である。 

 

そこで、サービス・エコシステムという視点で捉えた社会について図 5 で説明する。図 5 では、最

下段で組織と顧客との間で価値共創が行われている関係と共に、価値共創の際に組織や顧客の内外で

生ずる社会的インパクトを示している。企業は、顧客や市場ニーズと共に社会的な問題解決を目指す

ことになるが、組織が属している企業や業界の他、社会や環境などから多くの制約を受けつつ価値創

造を支援することが求められる。これは顧客が属する家族や地域社会についても同様である。 

 

つまり、日々行われているサービス活動で考慮すべきは、様々な社会的制約を考慮した上で顧客や

社会ニーズである価値創造を支援することと共に、その際に何処でどの様な社会的インパクトが生じ

ているかを認識することである。企業や顧客の上位組織内に存在している企業や家族、業界、地域社

会、そして最上位に存在している国や行政、自然環境の中に、どの様な社会問題が内在しているのか、

更に、組織活動により何らかの社会的インパクトが生じさせているのか認識し、組織として解消手段

を講じていくことで持続可能な社会を維持することが可能となるのである。 

 

現在の複雑な社会環境の中で価値共創を促進、支援するためには、企業中心の視点であるサプラチ

ェーンや、バリューチェーン、プロフィットチェーンとして平面的なプロセスで価値共創を捉えるだ

けでは不十分である。初期の S-D ロジックにおいても、図４の様な価値連鎖を価値星座と捉えて、 

サービス（スキル、ナレッジ）の効果を通じて、価値共創を概念化していたが、新たに追加した公

理 5（FP11）において「価値共創はアクターが創造した制度と制度配列を通じて調整される」として、

個々のアクターが属する社会が創造した制度的制約が重層的に関与しているサービス・エコシステム

という概念を展開させたのである。この様な重層的な社会観、関係性がサービス・エコシステムの概

念基盤である。 

 

４章．ナラティヴ・アプローチに関する先行研究 

 

１．ナラティヴの特徴 

 

S-D ロジックという価値共創マーケティングの特徴は、価値共創の源泉を個々のアクター間で行わ

れる資源統合を通じたサービス交換と捉える。即ち、個々のアクターが行うサービス活動であるスキ

ルやナレッジの交換によって顧客価値を共創できるよう支援することが企業の役割となる。個々のア

クターがスキルやナレッジを獲得するには客観的な論理的分析能力が必要である。しかし、スキルや

ナレッジを獲得又は交換する際には、双方の感情や想いという主観的な要因への配慮も必要となるの

である。 

 

この主観的な交流を適切かつスムーズに実施する手法が、ナラティヴ・アプローチである。本論文

では、MSC の有用性を最大限に引き出すために、サービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチ

の視点を統合させ、その有用性について提言するものである。 

 

MSC の中核概念として、社会貢献経営や社会責任経営を実現するために社会との関係性を認識する

ための視点を有することが重要である。しかしながら、社会の実情と企業の進むべき方向性が定まっ

たとしても、企業の全従業員が同様の認識を共有できているかは別問題である。MSC の中段で定めら

れた 8 つの重要領域目標を自身の目標として全従業員で共有することが不可欠である。ナラティヴ・
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アプローチの視点を導入する理由は、MSC 下段の上司と部下の自己目標管理、マネージャーの評価表、

マネージャーの 5 つの仕事、マネージャーズ・レターの実効性を高めるための手法として企業内組織

や上司、部下との良好な関係性を構築し、全従業員が自分事として企業の目標に向けて価値を共創す

るための手法として活用が期待できるからである。 

 

 ナラティヴ・アプローチの説明の前に、ナラティヴについて紹介する。野口は「ナラティヴ・アプ

ローチ」xxxvの中で、ナラティヴについて、「『語る』という行為と『語られたもの』という行為の産物

の両方を同時に含有する用語」と説明している。また、ナラティヴの形式的特徴として「複数の出来

事が時間軸上に並べられている」と共に、ナラティヴの 3 つの特徴として、 

①「時間性」（時間的順序）、 

②「意味性」（意味を伝える）、 

③「社会性」（語り手と聞き手の共同作業によって成立）を挙げている。 

 

更に、「物語としてのケア」xxxviの中で、「物語り」の 2 つの重要な作用について「現実組織化作用」

と「現実制約作用」を挙げている。「現実組織化作用」とは、現実理解に一定のまとまりをもたせる作

用であり、「現実制約作用」とは、現実理解を方向付け制約する作用である。「物語り」とは、これま

でに自分が経験し、想い、語られることで現実が整理され、関連付け、意味付けるプロセスである。 

 

ある出来事と他の出来事、ある出来事とある想い、ある想いと他の想いが重なり合って、ひとつの

物語ができあがる。こうして「自己」は一定のまとまりと一貫性をもつものとして存在することにな

ると述べている。この様な「物語り」の特徴を心理学領域や精神科領域などでも活用されているのが

ナラティヴ・アプローチである。ナラティヴ・アプローチの定義は、多種多様に述べられているが、

野口は、「ナラティヴ・アプローチが主張するのは、わたしたちの思考や行動がいかに言葉によって規

定されているかということである。精神論や技術論の対立、そして、主観主義や客観主義の対立はそ

の一例である。そうした言葉の枠組みに縛られて、わたしたちの思考や行動は大きく限定されている。

そこをいかに突破するか、そのための工夫がナラティヴ・アプローチなのである。」と述べている。 

 

 このようなナラティヴ・アプローチを経営という視点で捉えた研究も行われている。加藤は、前述

した野口の「ナラティヴ・アプローチ」（pp.231-256）の第 9 章に「組織経営におけるナラティヴ・ア

プローチ」として実際の企業内組織にナラティヴ・アプローチを用いて、組織における「一人称の語

り」に注目し、そうした語りを「語り合う」行為を通じて、集団や組織の活性化が起り得ることを明

らかにした。通常、従業員は企業内の組織に属し、その組織や企業から多くの制約を受けて行動して

いる。そのため、自身の行動や言動は「三人称（会社、私達）での語り」で行っていることが多い。

この「三人称の語り」が大きな制約となり思考や行動を大きく制約している。ここで、「三人称の語り」

と「一人称の語り」について簡単に図 6 で説明する。左図は、「三人称の語り」である。 

 



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 126 - 

 

図 6）「三人称の語り」と「一人称の語り」 

 

個人は、自身が属している部署や企業の中に存在し、その影響下で業務を行っている。つまり自身の

活動とは部署の活動であり企業の活動として捉えられるのである。その結果、自分の行動を語るには、

会社や部署という「三人称の語り」になるのである。この状況では、個人は上位組織からの制約を強

く受け自身としての存在意義を感じにくくなり、ストレスも多くなるのである。それに対して右図は、

「一人称の語り」である。個人の中に、部署や、企業、家族などが存在しており、それらとの関係性

を構築することで、私の部署、私の企業という、一人称で語ることができるのである。しかし、個々

の従業員が、自社や自部署を自分事として主体的に捉えることは、決して容易に構築できる体制では

ない。企業内には、役職などのヒエラルキーが存在しており、上位の職位者が部下に多くの制約を課

して、部下が自主的な活動を行うことを阻害するという事象が多々発生している。従業員が「一人称

の語り」を始めることには、一人称で語ることができるようになる「語りの場」の設定が必要である。 

 

「一人称の語り」は「自己の語り」であり、個々のアクターが有しているスキルやナレッジの移転

や創造に大きな影響を与えている。加藤の論文中にも紹介されているが、デニングxxxviiらの研究グル

ープは、「知識を構築し、移転する重要な方法の一つがストーリーである」と述べている。つまり、自

身が他者に自己の物語を語ることで、新たな知識の習得や自身の知識の移転が行われるのである。し

かし、自身が語った物語は自身や他者、組織を制約することもあるのである。これが「物語り」の「現

実制約作用」である。市場や会社、上司からの制約同様に自身の「物語り」からの呪縛に捉われてし

まわないよう注意が必要である。 

 

これらの制約は、更にサービス・エコシステムで認識された地球規模での環境問題や、文化や国家、

行政などからの制約も同様である。これらの制約に対処しつつ、自己の物語を語り続けることが必要

である。加藤は、多くの制約から自己の物語（一人称の語り）が行わるよう、3 つの企業に対して、ナ

ラティヴ・アプローチを用いて組織の活性化を実現させた報告について述べている。加藤はこれらの

企業事例を通じた考察として、「通常、組織の中で問題について議論しているとき、三人称である会社

が主語になっていることが多い。三人称である会社を主語にして、問題を客観的にかつ論理的に分析

し、根本原因を突き止め、その原因を修正することで問題解決を図ることが一般的である。しかし、

こうした問題解決手法が機能しない場合もある。」と述べ、問題を客観的に外部から語るのでなく、当
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事者としてどう感じているのか、問題を内側から一人称で語る（個人の物語を語る）ことの重要性を

述べている。 

 

２．MSC へのナラティヴ・アプローチを導入する意義 

 

 MSC 下段で行われる上司と部下との協業活動では、ナラティヴ・アプローチを意識した自己目標管

理を行い、全従業員が、自組織や自社、業界、社会が抱えている制約へ適切に対処し、自分事として

自主的な事業活動が行えるよう支援することが必要である。しかし、我々が事業活動を通じて社会を

認識し経済的価値と社会的価値を共創させていくには、上記の「三人称の語り」と「一人称の語り」

双方の視点が必要な事も忘れてはならない。 

 

個々のアクターは、外部環境を冷静に観察し、客観的事実として社会を捉えるには、「三人称の語り」

が必要である。サービス・エコシステムの視点で捉えるには、個々のアクターの主観でなく、組織や

制度という個人の主観を離れて存在している客観的な存在を認識する必要がある。つまり、サービス・

エコシステムは、社会を客観的事実として捉える視点なのである。 

 

それに対して、ナラティヴ・アプローチで重視されることは、外部からの客観的な事象を個々のア

クターがどの様に知覚、認識して判断するかという主観的な側面を認識することである。個々のアク

ターが現実社会を認識する際に生ずる、様々な葛藤や矛盾、非合理的な現実に対処するためナラティ

ヴ・アプローチの手法を活用する意図がある。つまり、「個人 MSC」として機能する自己目標管理が遂

行されることを支援することが可能なのである。この様な作用が MSC にナラティヴ・アプローチの視

点を導入する意義である。 

 

社会構築主義の立場で考えれば、そもそも、我々が生きている社会は、我々の主観的な想いや志向

性が「物語り」により共有され、組織化、制度化された社会として存在している。客観的に構築され

ている社会の源泉は、個々のアクターの主観から出発し客観化され、我々を制約しているのである。

更に、その様な状況で新たな主観が生成され、更なる物語によって客観的な社会が変容させていくと

いう循環の中で社会が維持されているのである。 

 

本章のまとめとして野口が前述した「物語としてのケア」で紹介している 3 つのナラティヴ・アプ

ローチ手法について簡単に紹介する。 

1 つ目は「外在化」である。外在化とは、病や問題の原因を自分の外に位置付けることである。つ

まり原因を自分以外のせいにするのである。その反対が内在化で、自分のせいにすることである。

現実の社会では、どちらの方法を採用しても簡単に問題を解消することは容易ではないが、内在化

の方がより本人を苦しめるのである。自分に原因を求めることは、今までの自分を否定し、これか

らの自分を変えていかなければならないからである。原因の内在化も外在化も、必ずしも問題の解

決に導いてくれるわけではないが、ある種の外在化は問題解決の有力な出発点となることがあると

野口は述べている。 

 

2 つ目は「無知の姿勢」である。無知の姿勢とは、セラピストや上司など相手に対して専門性や知

識を有する者が、相手と同じ立場となり対話を通じてお互いを探索することを可能とする手法であ

る。専門家としての知見を基に対話するのではなく、何も知らない第三者として相手の話を傾聴す

るのである。対話の目的は問題を巡る対話ではなく、問題を明らかにしたり、その解決策を探った

りするのではない。お互いを探索するための対話を通じて会話の領域を広げ促進することで新たな

気付きを得るための対話である。上司は、純粋な好奇心で接することで、部下が話すことをもっと
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知りたいという欲求を持ち、常に教えてもらうという立場をとる必要がある。この様な、無知の姿

勢を取ることで、部下自身も気付かなかった、いまだ語られなかった「物語り」が部下の心から突

然湧き上がり、新たな改善や改良の手掛かりを得ることがあるのである。 

 

3 つ目は「リフレクティング・チーム」である。リフレクティング・チームとは、上司と部下での対

話ではなく、部下のグループで自由に対話してもらい、上司のグループがその対話を観察する。そ

の後、上司のグループは、部下の対話について改めて対話するのである。ここで重要なことは、部

下のグループと上司のグループはお互いの会話を観察しているという方法を取ることである。上司

と部下による直接の対話では、主観的な対話が会話の中心とならざるをえないが、この様に対話を

外部から観察することで客観的な立場に近づけることが可能となる。部下は自分たちの問題につい

て、上司たちが対話している内容を聴くことで、より客観的な立場からの助言を見出す手掛かりを

得ることができる。ここに挙げた 3 つの手法以外にもナラティヴ・アプローチは存在するが、「物

語り」の特徴を活かしたナラティヴ・アプローチという手法を活用することで、単なる上司と部下

の情報交換の対話に留まらず、「問題の発見や解消の場」として面談を有意義な機会に変えてくれ

る可能性を秘めていると考えられる。 

 

５章. MSC の有効性を高めるサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの統合概念 

 

１．ドラッカーの唱えた MSC 

 

本章では、サービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチの統合に関係する MSC の特徴につい

て述べる。MSC の上段で語られているのは、ドラッカー思想の核心ともいえる「自由で機能する社会」

を構築するために必要な組織活動の本質ともいえる「Integrity」や「倫理」、「社会貢献経営」、「社会

責任経営」である。中段で述べられているのは、企業活動に不可欠な「5 つの重要な質問」及び「8 つ

の重要領域目標」である。更に、下段で述べられているのは、企業や組織をマネジメントするための

「マネージャー評価表」、「マネージャーの 5 つの仕事」、「マネージャーズ・レター」を通じて目指す

「個人 MSC」という 3 つの階層である。これら 3 つの階層は、企業や組織が行うべき活動としての区

分だけでなく、企業や組織が日常的な活動を行うに際して検討すべき対象の違いとして考慮する必要

がある。 

 

企業や組織は、個々の従業員やステークホルダーとの集合体として、それらを統合するためにマネ

ジメントが存在するのである。これらの活動の目標を設定し活動を導く手法が中段で述べられている、

「５つの重要な質問」や「８つの重要領域目標」である。この部分は、事業活動の中核であるが、MSC

の優れた部分は、上段で述べられている企業の社会的責任が、企業や組織の活動やマネジメントを包

括した存在であるという点である。ここで述べられている企業の社会的責任は、企業や組織が直接関

わっている市場や業界に限らず、広く社会や国家、自然環境など地球レベルを包括したマクロ的な社

会的責任である。 
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図 7）MSC とサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの関係 

 

 図 7 の左側には森岡が作成した MSC の基本フレームワークxxxviiiを示している。右側には本論文で新 

たに導入を試みた視点であるサービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチを追加したものであ

る。MSC の上段で述べられている企業の社会貢献経営や社会責任経営は、企業の存在意義であり、サ

ービス・エコシステムのマクロレベルで捉えることができる社会や環境に対する責任と同義であると

考えられる。企業はその存在意義を認識しながら、事業活動を通じて価値創造とその際に生じる社会

的インパクトに対処する責任がある。更に、その社会が有する社会問題を解消し、社会や顧客に対し

て新たな価値共創を支援することが求められている。 

 

サービス・エコシステムの重層的な構造と、MSC の構造を比較すると、その類似性が伺える。つま

り、MSC を実施するには、サービス・エコシステムの視点から社会や市場を俯瞰する必要があるので

ある。MSC の上段に存在する社会的責任を達成するための具体的な活動として、「5 つの重要な質問」

と「8 つの重要領域目標」を検討することが求められている。 

 

これらを導き出す視点として、サービス・エコシステムの広角的な視点が参考となる。なお、こ

の検討に際して重要なことは、マクロレベルやメソレベルから企業が受ける様々な制約についても認

識する必要があるということである。事業活動に際して生じるこれらの制約を考慮して事業プロセス

を策定しミクロレベルを含めて上位の階層に対して社会的インパクトを与えているのか絶えずモニタ

リングを行い、必要に応じて適切な対処を行うことが求められる。 

 

２．MSC にサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチを統合する 5 つのステップ 

 

 MSC の上段に記載されている「社会貢献経営」と「社会責任経営」とは、企業活動の存在意義であ

る。そのための手段の策定が、中段に記載されている「5 つの重要な質問」、「8 つの重要領域目標」の

活動である。「8 つの重要領域目標」の最初に記載されている「社会性（貢献責任）・顧客創造」は、上
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段に記載されている「社会貢献経営」と「社会責任経営」という目的に向けて事業活動を具体的な目

標や計画に落とし込むものである。具体的活動に必要な方向性は「5 つの重要な質問」で定められる。

つまり、企業の目標は、「5 つの重要な質問」により、方向付けされ具体的活動を「8 つの重要領域目

標」として検討される。その際に特に重要になるのが、「社会性（貢献責任）・顧客創造」である。MSC

上段から中段への流れでこの重要な「社会性（貢献責任）・顧客創造」を認識するための活動こそが、

事業活動の前提であり企業が果たすべき社会的責任である。 

 

MSC 下段では、現場レベルの活動について求められる行動が定められている。上司や部下は自己目

標管理を通じて、自主的な活動として事業活動を行うことが求められている。MSC では、そのための

ツールとしてマネージャーの評価表、マネージャーの 5 つの仕事、マネージャーズ・レターが示され

ている。 

 

それでは、MSC にサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチを統合するための 5 つのス

テップについて図 8 で説明する。 

 

図 8）MSC とサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチの統合手順 

 

我々が行うべきことは、 

①として、自社の活動の有無に関わらない社会問題や自社の活動から生ずる社会的インパクト及

び社会から受ける制約についてサービス・エコシステムの視点から事業活動を俯瞰し認識しな

ければならない。これは、企業の責任であると共に、新たなビジネスチャンスの模索でもあ

る。ここで重要なことは、事業活動が所属したり影響を受けたりしている制度配列に対して一

方的に制約を回避することを求めるのではなく、改善等を実施する他、排斥可能な制度につい

ては、政治的ロビー活動や地域活動を通じて制度自体を変革していくことも企業の社会的責任

に含まれるということである。根本規範として地球環境や自然、基本的人権など、最低限遵守

すべき制約でなく、現代の社会に不都合、時代遅れの制約については、適切かつ合法的な手段
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に従って改変、廃止、新たな制度の構築を行うことで、社会貢献経営を達成できる可能性につ

いても十分に考慮すべきである。 

 

②として、社会貢献経営、社会責任経営とサービス・エコシステムの視点から得られた知見を基

に、「5 つの重要な質問」についての回答を検討する。 

 

③として、実際の実務レベルである個々のアクターによる資源統合や価値共創に際して受ける制

約と事業活動により生ずるインパクトを検証する。 

 

④として、「5 つの重要な質問」の回答と実務レベルで得られた知見を統合して「8 つの重要領域

目標」についての回答を検討する。ここで重要なことは、MSC 下段の上司と部下との対話につい

て前述したナラティヴ・アプローチの手法を活用し、社会的な環境要因と自社内の客観的かつ

主観的要因について相互認識の共有を行うのである。自社の活動は社会の状況に合致している

のか、そのための活動が自社内で共有されているのか、主観的な要因も含めて全従業員が同じ

方向性を持てるよう意思疎通を図る必要がある。 

 

そして最後に、⑤として、サービス・エコシステムの統合分析として、全体の一貫性を確認し、

実務での運用、評価、改善を繰り返し、企業の社会貢献経営と社会責任経営が行われるよう努

めるのである。 

 

３．サービス・エコシステムの視点から捉える MSC 

 

サービス・エコシステムで考慮すべき、ミクロレベル、メソレベル、マクロレベルという階層か

ら、MSC の事業活動を俯瞰したフレームを図 9、図 10 に示す。図 9 は、サービス・エコシステムのマ

クロレベルの視点を中心に MSC と統合した図である。 

 

  図 9）サービス・エコシステムその 1 
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MSC がマクロ的に捉えている企業の社会的責任をメソレベル（市場や業界等）、ミクロレベル（自社

の事業領域）へ展開するために、「5 つの重要な質問」から導かれた事業定義を定めて事業活動を行

う。この事業定義は企業の強みや、利用可能な資源を効果的に活用し事業ドメインとして他社との優

位性を確保すると共に、社会問題を解消し、新たな顧客や市場を創造する原動力となる定義である。

そして、この定義の策定を支援する機能としてマーケティングとイノベーションを活用するのであ

る。 

 

マーケティングは、価値の創造と共に社会的インパクトの解消のためにも活用されることも認識

しなければならない。「5 つの重要な質問」から定められた事業に対して「8 つの重要領域目標」を策

定し、顧客や市場ニーズを満たしつつ、社会的インパクトや社会問題を解消し、持続可能な活動を目

指すことも必要である。この流れを示したのが図 10 である。 

 

 

図 10）サービス・エコシステムその 2 

 

MSC を導入する目的は、事業定義や事業活動の適切な計画と評価であり、内部監査業務に留まら

ず、新規事業の選定や既存事業の戦略まで幅広く活用できるツールである。そのツールを最大限に活

かすために、事業環境を認識する視点として、幅広い視野を有するサービス・エコシステムとの統合

は、MSC が目指す社会的責任と事業活動の継続性を支援する有効な視点である。 

 

サービス・エコシステムで認識可能な、重層的な社会の各階層からの制約と関係性について図 11

に示す。 
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図 11）サービス・エコスステムその 3 

 

通常、表面的には従業員と顧客というダイアディックなインタラクションに見える価値共創 

活動であるが、その背後には、企業内外の関係者や顧客や家族、地域社会等の様々なステークホルダ

ーが入り乱れる中で直接的かつ間接的にスキルやナレッジの交換が行われているのである。価値は当

事者間のダイアディックな関係性でなく、トライアディックな関係から生じているのである。 

 

上部社会からの制約という視点で、このミクロレベルで行われている事業活動を捉えた場合、企業

であれば、企業の規則、役割、目標に対しての責任が求められるし、顧客であれば本人の欲求や志向

の他、家族や所有財産、地域社会からの制約を受ける中で、サービスの選択を行う。彼らに制約を与

えているメソレベルの企業や家族、地域社会もその上位に存在する業界ルールや市場環境、行政、法

令、自然環境などマクロレベルから制約を受けているのである。しかし、その社会的制約の中には、

我々により調整、改定、廃止、創出可能な制約も多く存在する。 

 

企業は、社会的インパクトや社会問題を解消するためのミクロレベルで持続可能な事業活動を模索

しているが、重層的な社会に存在している様々な社会問題を解消するには、自身の活動を立体的に俯

瞰し、社会的価値に必要な制度の創出や改定、不要な制度の改廃を行うよう社会的なロビー活動を行

うことが必要である。企業が社会的責任を果たすために必要な要素は MSC に備わっている。後は、社

会的責任を果たすための社会との関係性を認識するための視点、すなわちサービス・エコシステムの

視点である。 

 

４．ナラティヴ・アプローチの視点から捉える MSC 

 

 MSC 下段では、現場レベルの活動について求められる行動が定められている。上司や部下は自己目

標管理を通じて、自主的な活動として事業活動を行うことが求められている。MSC では、そのための

ツールとしてマネージャーの評価表、マネージャーの 5 つの仕事、マネージャーズ・レターが示され

ている。ここで最も重要なことが、如何に自己目標管理が徹底され、全従業員が定められた目標を共

有して自主的に行動することができるかである。 
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ここで活用できる手法が、ナラティヴ・アプローチである。サービス・エコシステムの視点で社会

を俯瞰すると多くの制約が企業や組織、個々の従業員、顧客に関与していることを認識することがで

きる。それらの制約を、他人事や単に従わざるをえない制約として行動するのでは、決して自主的で

幸福な活動とは言えない。 

 

個人の力は微力であり、所詮個人で対処することには限界があるが、だからと言って他人事として

やらされ仕事を行うことは決して社会や企業、自身のためにはならない。価値共創に関連する全ての

アクター達が事業活動に際して、自分事として受け止め、自身がどの様に認識しているのか、どの様

に行動することが求められているのか、最適な自己決定を行うことができるかを客観的に認識するこ

とが求められる。 

 

巨大な制約に際しては、自身の所属する会社や地域社会の問題として自主的に受け止め、自分なら

どの様な選択や行動を行うべきか、自分や組織の役割を認識した上で行動することが必要である。ICT

の進歩により、社内や顧客との関係も間接的な関係が多くなる中、対面による直接的な関係を確保す

ることは、自己の物語を絶えず更新し、社会責任や企業に対する責任、顧客に対する責任が適切に果

たされているか確認する良い機会として機能するのである。 

 

 上司と部下との関係性について、ナラティヴ・アプローチを適切に行うには、組織における「一人

称の語り」に注目し、そうした語りを「語り合う」行為を通じて、集団や組織の活性化が起こるよう

にすることが重要である。組織の中で「一人称の語りの場」を確保する理由は、 

①評価されない安全な場であること、 

②お互いの語りに共感する場であること、 

③共通点を再発見する場であること、 

④新たな物語が生み出される場であることである。 

 

なぜなら、新たな物語は個人のみの思考や行動では生まれず、他者との語りの中でのみ生まれるか

らである。新たな物語が生まれる信頼関係を構築することが、ナラティヴ・コミュニティである。上

司と部下との面談以外でも、同年代、同性、同職種、同職位など、様々なナラティヴ・コミュニティ

の構築が可能である。野口は「ナラティヴ・アプローチ」の終章で、「ナラティヴ・アプローチは、ナ

ラティヴという概念を使ってなんらかの現象に立ち向かう方法の総称である。個別の語りを分析する

ことが目的なのではなく、それは現象を理解するための手段にすぎない。」と述べている。MSC に導入

するナラティヴ・アプローチについても、サービス・エコシステムで明らかにされた社会的問題や社

会的インパクトを自分事として認識する手段として有効に活用することが期待される。 

 

６章．MSC にサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチを統合する有用性 

 

１．サービス・エコシステムと社会的価値との関係性 

 

 S-D ロジックとは、製品中心の G-D ロジックから、サービスを中心としたマーケティングの新たな

概念である。その対象は企業の従業員と顧客間における価値共創から、従業員や顧客を含む様々なス

テークホルダーからなる価値星座の中で直接的、間接的にスキルやナレッジの交換が行われることで、

顧客や社会ニーズに適応する価値が創造される。 

 

更に、従業員や顧客、ステークホルダーに対して平面的な存在として認識するのではなく、所属し

影響し合う様々な組織や社会等の立体的な関係として関係性を捉えることを求めている。このような



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 135 - 

重層的な関係性をサービス・エコシステムでは、ミクロレベル、メソレベル、マクロレベルという 3

層構造で捉えている。マクロレベルとして捉えられている地球環境やメソレベルとして捉えられてい

る地域社会や市場、業界等には、企業が考慮しなければならない社会的インパクトや社会問題等、現

代社会が企業に求めている課題やニーズが数多く存在している。この様に、平面的なサービスプロセ

スだけでは把握し難い企業の社会的インパクトや社会問題等を立体的な視点で捉える手法としてサー

ビス・エコシステムの概念が活用され、MSC が求める企業の社会的責任を達成するための有効な視点

として期待することができる。 

 

２．MSC とサービス・エコシステムの近似性 

 

 MSC は、事業定義の検討に加え経営能力の評価、事業活動の評価という 3 つの機能を有している。

企業の社会的責任から企業が行うべき活動を定め、その活動の具体的な手法を定めることができるマ

ネジメント・ツールである。このマネジメント・ツールの基盤となるのは、経営層、中間管理職、従

業員の良好な関係性である。この良好な関係性を構築、維持するために、自己目標管理としてマネー

ジャー評価表やマネージャーの 5 つの仕事、マネージャーズ・レターが活用される。 

 

企業全体で企業の社会的責任を果たすためには、全従業員が共通の使命や目標、問題意識を持ち、

企業内外のステークホルダーと共に事業活動を協業することが求められる。従業員が、企業の社会的

責任を果たすには、自身のスキルやナレッジをステークホルダーと交換すると共に、自身の活動で生

じさせた社会的インパクトの他、顧客ニーズ、社会的ニーズを認識することが必要である。つまり、

MSC を効果的に運用するには、事業活動と社会との関係性を正確に認識する必要があるのである。こ

の認識手法については、サービス・エコシステムの視点から「5 つの重要な質問」、「8 つの重要領域目

標」を定義し、必要に応じて再定義を行いつつ、社会動向を絶えず認識していくことが必要である。 

 

 MSC とサービス・エコシステムは、それぞれ異なった背景、研究が積み重ねられ現代の体系に至っ

ている。この概念を強制的に統合することの有用性は未知数であるが、体系化され事業活動の評価指

標として多くの実績を生んでいる MSC の上段部で述べられている「社会貢献経営」、「社会責任経営」

や中段部の「社会性（貢献責任）・顧客創造」を検討する際の視点として、サービス・エコシステムの

概念を比較すると、両概念の関係性は実に親和性が高い志向性を有している。 

 

なぜなら、両概念が目指している社会的価値とは人類が訴求している共通の目的であり、対象とし

ている社会概念も近似しているからである。これは、ドラッカーが社会生態学者として研究してきた

社会観と、現代マーケティングの潮流としてサービス・マーケティングが捉えようとしている社会観

が接近してきていると言っても過言ではない。 

 

３．MSC の有用性を高めるための新たな統合概念の提示 

 

前章で、MSC の導入に際してサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプローチとの統合するた

めの手順について述べてきたが、本章では MSC にサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプロー

チを統合する有用性について論じる。サービス・エコシステムの視点とは、社会や事業活動を外部か

ら客観的に認識するための視点であるのに対して、ナラティヴ・アプローチとは、価値共創を担う個々

のアクターの内心に存在する主観的な領域での関係性構築を図るための手法である。 

 

つまり、事業活動として行われる価値創造活動に際して、サービス・エコシステムの客観的視点か

ら、様々な外部的環境を知覚、認識して事業活動を計画、実施を目指すと共に、ナラティヴ・アプロ



  ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group 

- 136 - 

ーチの視点から、企業の従業員である上司や部下が適切な事業活動の計画や実施、情報共有、意思疎

通、スキルやナレッジの交換、問題の解消を図るための「場」を確保することが本論文として述べた

い核心である。サービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチの手法を導入した MSC の全体像に

ついて図 12 にて紹介する。 

 

 

図 12）MSC とサービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチの連携 

 

左側は MSC のフレームワークである。上段に MSC の中核概念である社会貢献経営と社会責任経営が

あり、中段にはその手段となる「5 つの重要な質問」と「8 つの重要領域目標」、下段には個人 MSC で

あるマネージャーの評価表、マネージャーの 5 つの仕事、マネージャーズ・レターがある。企業は、

サービス・エコシステム（マクロレベル、メソレベル、ミクロレベル）という重層的で組織配列を認

識しうる広角的な視点から事業活動による影響や社会に潜んでいる社会問題を探索する。 

 

この探索から自社が行うべき事業を定義し、活動を計画、実行するのである。この活動は、現実社

会における客観的な領域での活動となる。社会構築主義の立場で解釈すれば、この様な客観的な事業

活動の根底には個々の従業員やステークホルダーである個々のアクター達の主観が統合されることで

構築されているのである。この様な関係が図 12 中央の記載である。 

 

更に、図 12 の右側に記載したのが、個々のアクターがナラティヴな交流を通じて想いを共感したり

共有したりすることで、価値共創を図り、新たな社会や制度を創り上げていく過程を示している。こ

の様な制約は事業活動を制約するだけでなく促進する方向に働くこともある。事業活動を通じて最少

の制約の下で最大の促進作用が発揮できるよう主観的領域へ積極的に関与し、介入することが重要で

ある。この主観的領域への介入手法がナラティヴ・アプローチである。MSC の下段の上司と部下との
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関係と共に、ステークホルダーとの関係に対してナラティヴ・アプローチを活用し、主観的な領域か

ら自社が目指すべき方向へステークホルダーのニーズを導くよう積極的に関与することが求められる。 

 MSC の実効性を担保するのは、上質の企業理念や十分に検証された「8 つの重要領域目標」でもな

い。実際に価値共創を担うアクターである従業員の活動が重要である。MSC にサービス・エコシステ

ムの視点を導入することで外部環境に適用した事業活動の羅針盤を得ることが可能である。しかしな

がら、その羅針盤に従い操舵するアクターが羅針盤の意図を正確に認識し行動するためには、ナラテ

ィヴ・アプローチの活用が不可欠である。 

 

つまり、MSC の有用性を担保するためには、目となるサービス・エコシステムと手足となる従業員

の動機付けを促すナラティヴ・アプローチの両概念を導入することで、MSC の実効性が一段と高める

ことが可能となり、企業のマネジメント・ツールとして期待が増すのである。 

 

以下に、ナラティヴ・アプローチの手順を紹介する。ナラティヴ・アプローチの手順は、 

①「上司と部下との面談」から開始するのがわかり易い。自社が目指すべき目標と、上司の目標、

部下の目標のベクトルが合致しているかの確認である。更に、自社や上司、部下が抱えている問

題の共有についても行う必要がある。問題とは、個人的な事業活動上の問題の他、社会的、個人

的な問題など多岐に及ぶ。これらの問題は、リスクマネジメントの手法と同様に、回避、低減、

移転、保有として対処すべき方法を共有する必要がある。 

 

②「ステークホルダーとの対話」である。ステークホルダーは、企業との間に多くの利害関係や様々

な問題を有している。この問題を解消することでステークホルダーと良好な関係性を維持するこ

とができ、より社会的価値を向上することができる。 

 

③「社会との対話」である。主観的な想いや感情から湧き上がった制度（クレーム、噂、口コミ、

慣習、法規など）が自社にとってどの様な影響を及ぼしているのかを的確に認識する必要がある。

ここで重要なことは、その制約や問題が真実かどうかは、関係ないということである。現実社会

に湧き上がった現実に対して真実の証明に留まらず、真摯に向き合い現実化された原因に耳を貸

し、真摯な対応を行うことが求められる。企業は社会の公器であり、大きな影響力を有しており、

その役割として対応すべき社会的責任である。更に、積極的に社会に対して働き掛けることが求

められる。自社や地域社会、国家、地球環境に望ましい制度を創り上げられるようナラティヴ・

アプローチを活用するのである。これが「物語り」が有する「現実組織化作用」である。つまり、

従業員やステークホルダー達との対話を通じて、新たな物語を創り、自社や社会に貢献していく

ことが求められている。 

 

④「主観と客観の統合としての現実の認識」である。図 12 の中央に記載されているのは、サービ

ス・エコシステムで認識すべき現実社会であるが、この現実の背後にあるのは、従業員やステー

クホルダーの他、様々なアクターの主観的な想いや感情である。これらが現実の社会を創り上げ

ているのである。その社会を認識する際に、その様な背後にある主観的と結び付けて考えること

ができれば、図 12 の中央と右側の図が示している循環を理解できるであろう。MSC は、サービ

ス・エコシステムとして現実社会を認識し、自社の進むべき方向を定める。従業員や個々のアク

ター達の協業の下で、新たな価値や新たな想いや問題が生じ、それを主観的に解消することで価

値共創が実現する。社会に湧き上がった想いや感情は、新たな制約や制度として、現実社会を構

築する。そして、その現実に向けて企業は活動を始めるのである。 
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 視点を変えて現実社会を客観的に俯瞰し、その動向や問題を客観的に認識するサービス・エコシス

テムと、個々のアクターが主観的に構築し独自の主観的価値観や志向性として構築される過程を支援

するナラティヴ・アプローチを対比させて再考することが重要なのである。企業や組織の目標は、市

場や顧客が抱えている問題やニーズに対処することである。そのために企業や組織は、顧客やその集

合体としての市場や外部環境（市場外、業界外、社会環境、自然環境など）を客観的に認識し、事業

目標を策定する必要がある。そのための視点となるのがサービス・エコシステムである。個々のアク

ターの価値共創の現場となるミクロレベルから、それらの活動に影響や支援を行う、メソレベル、マ

クロレベルを客観的に認識することが、サービス・エコシステムの重要な役割である。 

 

つまり、客観的に構築された制度主義的な客観的社会からの制約や支援に適切に対処することが求

められる。そのためには、個々のアクターの価値や知性の根源であるスキルやナレッジを合理的に構

築していく理性が求められる。それに対して、ナラティヴ・アプローチの重要な役割は、MSC 下段で

上司と部下との共創で構築された目標や使命に向けた自己目標管理の実効性を高めるための支援であ

る。社会構築主義的な視点で考えれば、個々のアクターが主観的に構築した現実社会が、客観的社会

で構築され最終的に現実社会の基盤となる。アクターでもある上司と部下の想いや感情を組織や社会

からの制約から擁護し、事業活動へ影響を及ぼすようなドミナント・ストーリーを読み替え、新たな

オルタネティブ・ストーリーへの「物語り」を再構築することが求められるのである。 

 

これは、前述した「三人称の語り」と「一人称の語り」にも関係する。サービス・エコシステムを

中心に客観的に社会を俯瞰するには、「三人称の語り」が必要であるが、その様な社会の中で制約、抑

制された自己が社会の中で十分な活動が阻害されるような状況であれば、ナラティヴ・アプローチを

活用し、「一人称の語り」から制約や抑制の要因であるドミナント・ストーリーを新たなオルタナティ

ヴ・ストーリーへ再構築することで、制約や抑制を回避し、自主的な自己目標管理を達成させること

が可能となる。ナラティヴ・アプローチを活用することで、自己目標管理を支援することが可能であ

るが、そのためには、上司と部下との良好な関係性の構築が必要である。そのためには、お互いの主

観を共有、共感できるような感性が必要である。グローバル化が進む現代社会において、普遍的で客

観的な理論的思考が求められる一方で、個々の多様性（ダイバーシティー）も求められる。現代社会

で事業活動を継続するには、客観的社会を俯瞰するサービス・エコシステムの視点と個々のアクター

の主観的要因を理解、共有するためのナラティヴ・アプローチの手法が求められるのである。 

 

４．新たな概念であるサービス・エコシステムとナラティヴ・アプローチ導入の有用性 

 

 最後に、MSC の実効性を高めることが期待できるサービス・エコシステム及びナラティヴ・アプロ

ーチを活用する有用性について述べ、本論文の結論とする。 

 

①「新たな視点」：企業や組織の事業活動において、日常活動では認識し難い社会的インパクトや社

会問題を認識するため視点が求められている。この様な認識し難い社会状況を知覚する手法がサ

ービス・エコシステムである。 

 

②「社会階層化概念」：サービス・エコシステムが有している視点では、現実の事業活動が行われて

いるミクロレベルの階層に留まらず、その上部組織として、メソレベルやマクロレベルという社

会の視点から社会を階層化し俯瞰することが可能である。MSC の基本フレームワークの構造に近

似しており両概念を統合することで相乗効果を期待することができる。 

③「MSC とサービス・エコシステムの近似性」：ドラッカーのマーケティング観は、広義的であり社

会や国家、自然環境をも包括するマーケティング観である。サービス・エコシステムも、従来の
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G-D ロジックという企業中心の狭義的なマーケティング観から脱皮した拡張されたマーケティン

グ観である S-D ロジックから派生した概念である。両概念の社会や環境を考慮するという志向性

には近似性があり、両概念の統合に際しても高い親和性を有する。 

 

④「企業の社会的責任」：ドラッカーは自からの能力の範囲内で最大限の社会貢献を目指しており、

企業が社会貢献経営や社会責任経営を実現するための手法として MSC を提唱している。これは

MSC の最上位概念であり、そのための手段として「５つの重要な質問」、「８つの重要領域目標」

を検討することを企業に求めている。それらの検証に際して、企業が置かれている社会を認識す

るための視点が必要であり、サービス・エコシステムを活用することで、複雑化した現代社会を

認識する視点を得ることができる。 

⑤「現代社会からの要請」：経済活動の発展により社会生活は豊かになったが、経済活動により生じ

ている地球規模での回復し難い社会問題が生じていることも無視できない。経済活動の中核に位

置する企業が社会問題の解消に向けて積極的に活動を担うことが求められている。現代社会が求

めている多様な社会問題を認識するための視点と活動の実施には、本論文の結論である MSC とサ

ービス・エコシステム概念を統合した新たな手法を導入することで MSC の実効性を高めることが

可能となる。 

 

⑥「価値共創の主体であるアクター達の共感」：価値創造の源泉は顧客の主観的判断であるが、その

背後にある社会的制約やアクター間の共感を構成するのは個々のアクターの主観であり、それら

を社会的価値とバランスさせるためにナラティヴ・アプローチという手法が有用である。個々の

アクターは所属する社会からの制約や社会へのインパクトに配慮しながら、役割や目的を達成す

るよう行動することが望まれている。主観への関与は、困難な事であるが、現代社会においては

企業が顧客の主観的価値に積極的に関与し、共感を得て、自社や顧客が求める経済的価値と社会

的価値とのバランスを図り、最適な価値として構築するための手法がナラティヴ・アプローチで

ある。 

 

７章．考察と今後の課題 

 

 本論文は、ドラッカーの MSC を導入する際に、サービス・エコシステム概念とナラティヴ・アプロ

ーチを統合することで、企業や組織が生じさせている社会的インパクトや社会問題を解決するための

活動を支援する提案である。組織活動を評価するための手法として確立された MSC を導入する際に、

サービス・エコシステムを導入することで、現代社会の複雑な関係や制約、社会問題、潜在ニーズ等

を階層的に認識することが可能となる。また、ナラティヴ・アプローチを導入することで経済的価値

や社会的価値を主観的に共有すると共に社会的意思として再構築することを支援することが可能とな

る。 

 

ドラッカーのマネジメントを最適に活用するには、個々の従業員の強みと弱みを認識した上で、

最大限の成果を上げるべく上司と部下の間で相互の認識や目標を共有することが必要である。このよ

うな企業内のインターナル・マーケティングが適切に行われることで、企業と顧客間で行われる価値

共創の基盤が構築されるのである。サービス・エコシステムは、様々なステークホルダーとの関係性

や社会問題を認識するための視点として有効であるが、関係性を構築するための手段については言及

されていない。ドラッカーの MSC を効果的に実践するためには、自己目標管理とナラティヴ・アプロ

ーチを統合することで、実務を通じた定性的、定量的な評価を通じた、実践的研究につなげていくこ

とが必要である。 

今後は、概念的な統合に留まらず、具体的な関係性を示す関連図やフレームワークまで落とし込
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まれた実務での使用に耐えうるツールとして検証を行うことが必要である。この様な理論化について

は、更に多くの社会的インパクトや社会問題の改善策についての知見を集積、評価していくことが必

要である。引き続き、MSC とサービス・エコシステムの統合概念を構築すべく研究を継続することを

記して、本論を締めくくる。 
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ドラッカーのマネジメントプロセス適用の事例研究 

－マネジメントプロセス適用のポイントを考える－ 

中野羊彦 

1.問題意識 

ドラッカーのマネジメントスコアカード(MSC)は、成果に焦点を合わせ、個人の自立的な活動を促

す目標管理の体系である。「成果をあげるために、企業はどのように事業を定義し、具体的に実行する

か。」「働く人に、どのように責任と仕事を与え、成果を上げさせるか」。これらは、MSC に限らず、

ドラッカーのマネジメントの要諦であるが、抽象的であり、私の場合はドラッカーの本を読んでも、

なかなかイメージできない。イメージできないので具体的な活動に適用できない。そこで、すでにあ

る具体的な事例で、ドラッカーの説を解釈し、イメージを明確にしたいと考えた。そして、これによ

り、ドラッカーの MSC の適用ポイントを明確にしたいと考えた。 

どのような事例を取り上げるか色々考えたが、その事例は、ドラッカーのマネジメントをイメージ

できる事例でなければならない。それだけでなく、かなり内容が詳細に分かり、網羅的・体系的に記

述されている必要がある。私は、その事例として「ホットペッパー」の事業を取り上げたい。この事

例は、当事者が事業の内容を詳細に執筆した本を出しており、また、ドラッカーのマネジメントをか

なり適用しているように見えるからである。但し、今回の分析は、ある程度 MSC のフレームワーク

に従ってはいるが、これに厳密に従っているわけではなく、簡略化している所もある。従って、この

論文の表題は「MSC の事例研究」ではなく、もっと一般的な語を使い、「ドラッカーのマネジメント

プロセス適用の事例研究」とした。 

「ホットペッパー」は、リクルート社が、飲食店や美容室の情報をユーザーに提供している媒体で

ある。もともとは、フリーペーパーの形で、紙の媒体として提供していたが、現在は「ホットペッパ

ーグルメ」や「ホットペッパービューティー」など、ウェブが主体になっている。ここでは、2008

年に出版された『Hot Pepper ミラクル・ストーリー』(平尾勇司著)をもとに、事例を考える。この本

では、著者が 2001 年から「ホットペッパー」事業を始め、創刊から 7 年赤字続きだった「サンロク

マル」事業を「ホットペッパー」事業に変えて、高収益の成長事業にした物語が、かなり詳細に述べ

られている。また、この物語には、マネジメントの仕組み成功のノウハウがたくさん含まれている。

本稿では、ドラッカーのマネジメントのプロセスに合わせて、次の３つの項目で、マネジメントプロ

セス適用のポイントを考える。 

①ホットペッパーは、どのように成果を定義したか 

②ホットペッパーは、どのように具体的な目標を設定したか 

③ホットペッパーは、どのように従業員が自律的に働くようにしたか 

先ず、この事例のダイジェスト版（ホットペッパーの物語）を記載する。そして、この事例について、

上記の３つの質問項目について、マネジメントプロセス適用のポイントを整理する。 

 

2.ホットペッパー物語 

(1)「事業コンセプト」「顧客」「顧客価値」の再定義 

「ホットペッパー」は、2001 年に平尾勇司氏が立ち上げたリクルート社の事業である。その中身

は、地域エリアの飲食店の情報をユーザーに無料で提供するフリーペーパー事業である。平尾氏が

「ホットペーパー」を立ち上げる前、その前身として「サンロクマル」という事業があった。この

「サンロクマル」は創刊から 7 年たっても一向に黒字化できないお荷物事業となっていた。「サン

ロクマル」事業のコンセプトは「広告付き電話帳」であった。特定の広いエリアの領域情報を、360

度ですべて掲載するという意味である。ホットペッパーと似たようなフリーペーパーの事業である

が、ホットペッパーのように、エリアが絞り込まれておらず、紹介する業種の範囲も絞り込まれて
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いない。「広告付き電話帳」というコンセプトでは、「誰に対して本当のところ何を売るのか」、顧

客と顧客価値が見えなかった。そこから始まる戦略ストーリーにも一貫性がなかった。「サンロク

マル」では、明確な売り上げ目標は設定されてはいたが、勝つシナリオがなく、「シナリオのない

芝居を役者が演じているような状態」であった。 

この迷走事業の事業部長をいきなり任されたのが平尾勇司氏である。平尾氏がまず手をつけたの

は、「広告付き電話帳」というコンセプトの再定義である。平尾氏は、「ホットペッパー」のコンセ

プトを「狭域情報ビジネス」と再定義した。情報のソースと情報提供の対象を「生活圏」というき

わめて狭い対象に絞ったのである。「生活圏」という切り口でとらえれば、「関東」とか「東京」な

どというマーケットは存在しない。実際に人々が生活し消費行動をとっているのは、東京で言えば、

銀座、上野、新宿、渋谷といった細かく分かれた生活圏である。一つひとつの生活圏は、半径 2km

から 5km のごく狭いエリアであり、消費の 8 割をその生活の中で行っている。平尾氏は、ホット

ペッパーを、「日常的な生活や行動に必要な情報を、その人々の生活圏に限定して提供するメディア」

とした。 

見たままでいえば「ホットペッパー」も「サンロクマル」と同じ雑誌メディアのビジネスであり、

「フリーペーパー」である。しかし、その本質は「特定の狭い地域に限定された消費情報を、今ま

でにない形で流通させ、その地域の消費を喚起することにある」と、あらためて定義しなおした。

そして、この定義と合わせた形で「地元(生活圏)の消費を活性化し、地域を元気にすること」を「ホ

ットペッパー」の目的とした。「サンロクマル」にはミッションがなかったが、「ホットペッパー」

では、「各地域を元気にする。街のクオリティを上げる」という大義・ミッションを掲げた。そして、

このミッションと事業の定義をもとに勝つシナリオを組み立てた。 

「ホットペッパー」は、「狭域情報ビジネス」という観点から、顧客のターゲット領域を絞った。

先ず、人間の最大の欲望である飲食、居酒屋からスタートさせ、エリアは半径２キロの生活圏に照

準を当てるなど選択と集中を徹底させた。飲食は、人間の基本的な欲求であり、しかも一つ買った

ら終わりではなく、毎日継続的に必要になる定番商品である。そこからスタートし、「飲食➡美容室

➡リラクゼーション➡キレイ➡スクール➡ショッピング」というように、消費者にとって比較し選

べる十分な量と質を満たしながら、一つ一つのコンテンツを順に高めていくストーリーを描いた。 

また、その発行地域もいきなり全面的に展開せず、限られたリソースを直視して、順番に発行地

域を増やしていくようにした。 

(2)継続的利益の仕組み作り 

「ホットペッパー」事業の検討がなされたのは、事業が立ち上がる 1 年前の 2000 年であった。

この時には、既にネット社会の到来が見えていたが、敢えて紙媒体（アナログ）で立ち上げた。そ

れは、お店（クライアント）に情報提供料というリアルな課金をするためである。「ホットペッパ

ー」を事業として成り立たせるためには、ユーザーには無料で情報を提供しなければならないが、

提供側のお店（クライアント）に対しては、情報提供料を取らなければならない。このような課金

は、ネットでは難しいが、紙媒体ならば可能であると考えた。紙媒体でお店に課金をする仕組みを

作りながら、フリーペーパーという形でお店の囲い込みと一般ユーザーの場作りを行ない、将来的

にはユーザー情報と囲い込み顧客をウェブに転嫁すればいいと考えた。つまり、最初から、課金の

ことを考えて事業の展開をしたのである。 

お店（クライアント）から課金し、お店を囲い込む仕組みを構築するために、お店への営業チャ

ンネルの確保、顧客接点作りの仕組み化を図った。即ち、情報料提供源の飲食店に対して、営業員

のコンサルティング力をベースにした人間関係の構築を図ったのである。このような、お店にメリ

ットを提供する人間関係を構築すれば課金の基盤ができる。「自分の周辺動向はわかるけど、他の

人たちの周辺動向や流行は何？」といった、お店の問いに答えるコンサルティングサービスを行い、
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http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%AF%A5%E9%A5%A4%A5%A2%A5%F3%A5%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%DD%B6%E2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C1%A5%E3%A5%F3%A5%CD%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C1%A5%E3%A5%F3%A5%CD%A5%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%DC%B5%D2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F0%CA%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FB%BF%A9%C5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A5%EB%A5%C6%A5%A3%A5%F3%A5%B0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D9%A1%BC%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%CD%B4%D6%B4%D8%B7%B8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%AB%CA%AC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%AE%B9%D4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B5%A1%BC%A5%D3%A5%B9
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これを効果的に活用した。こうしたコンサルティング力の発揮による顧客との人間関係構築が、情

報提供料の高単価維持要因になったのである 

(3)他社との差別化と強みの活用 

「ホットペッパー」が「生活圏エリアの紙のポータル」をめざす上で、そのライバルとして、す

でに全国各地には「タウン情報」が存在していた。それらは地元の飲食店からイベント情報まで幅

広く紹介していた。「ホットペッパー」が飲食店に絞って参入したのに対し、これらの「タウン情報」

は中途半端な広がりのコンテンツなので、「ホットペッパー」としては、ある面では戦いやすいとみ

ていた。しかし、これだけで「差別化」することはできない。 

クライアント(飲食店)に対して、競合との違いを明確にアピールするものについて、「ホットペッ

パー」は、それを「クーポン」に求めた。「クーポン」は、ユーザーがこれを持っていくとお店が値

段の割引をするものである。それまで「クーポン」はおまけに過ぎなかったものを、広告画面の必

須項目として形式と位置を決めてフォーマット化した。「クーポン」は価格戦略の手段にもなり、ク

ーポンの利用数を調べることにより管理の手段にもなる。 

これは効果を発揮したが、これだけでは他社にマネされてしまう。「ホットペッパー」の最大の強

みは、営業力であり、クライアントとの強固な人間関係作りである。もともとリクルート社は営業

力に強みを持っている会社であり、この強みを最大限に活かした。営業では、クライアントへのコ

ンサルティングサービスが重要になる。「ホットペッパー」では、普通の営業員が、掲載広告の原稿

を作り、飲食店に対して、コンサルティングをしている。彼らがコンサルティングしやすいように、

プチコン（小さなコンサルティング）と称して、４つの領域をフォーマット化した。a.原稿表現プ

チコン b.クーポン内容プチコン c.集客スケジュールプチコン d.メニュープチコン である。こ

のようにコンサルティングの内容を４つの領域に絞り、営業員に教育を行い、ノウハウを蓄積させ

た。これにより、飲食店と強固な関係を築くことができ、競合他社との差別化を図った。 

(4)勝つストーリー作りと活動の絞り込み 

「ホットペッパー」では、次のような勝つストーリーを作り、全員に周知徹底を図った。 

「まずは飲食コンテンツに集中する。半径 2ｋｍのコア商圏で NTT データの飲食件数のうち 15%

を獲得すれば、読者のマインドシェアを獲得できて、流通段階でみんなが自ら喜んで手にとって持

ち帰るインフラができる。その流通インフラが確立できれば、一気に効果のある媒体になれる。そ

の後に美容室、キレイ、スクール、リラクゼーション、ショッピングなどのコンテンツに展開を拡

大する。そして、街の生活情報誌になる。そのために、半径 2ｋｍにある街の飲食コア商圏内の飲

食店へ、特に居酒屋へ営業に行く。1/9 スペースを 3 回連続で受注する。1 人 1 日 20 件の訪問を実

行する」 

勝つシナリオは、単なる戦略だけではなく、日常の業務に落とさなければならない。それが「1/9

スペース」「3 回連続受注」「1 人 1 日 20 件の訪問」である。 

「1/9 スペース」というのは、原稿サイズの１つの形である。「ホットペッパー」では、営業員が

クライアントのそれぞれの欲求を満足できるように原稿を作る。そのための手段が、テンプレート

となる原稿制作フォーマット・パターンであるが、テンプレートは原稿サイズごとに異なる。また、

原稿サイズが異なるほど、台割りの展開が複雑になり、スペースの無駄が生じやすくなる。そこで、

いくつかのパターンを作りながらも、できるだけ「1/9 スペース」に集中するようにした。それを

「3 回連続セット」で受注すれば、クラインアントとの関係ができる。これを目標値の数で受注す

るためにデータを計算して割り出した数字が、「1 人 1 日 20 件の訪問」である。 

メンバーは、勝つシナリオに合わせて「コア商圏」「飲食・居酒屋」「1/9 スペース」「3 回連続受注」 

「20 件訪問」などのキーワードに活動の焦点を絞り、これらを念仏のように唱えて実践した。 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%B5%A5%EB%A5%C6%A5%A3%A5%F3%A5%B0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B8%DC%B5%D2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%CD%B4%D6%B4%D8%B7%B8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F0%CA%F3%C4%F3%B6%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F0%CA%F3%C4%F3%B6%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%DA%A5%C3%A5%D1%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%DA%A5%C3%A5%D1%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%DA%A5%C3%A5%D1%A1%BC
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(5)仕事の内容と管理指標 

メンバーは、自分たちの行動が全体戦略の中でどのように位置づけられているのか、論理的に納

得したいと考えている。そのために「ホットペッパー」では、事業の個々の仕組みや施策を全体図

の中で位置づけ、その整合性と連携を明らかにした。商品企画と営業方法、プロモーション計画と

営業トーク、流通企画と商品デザインなどの関係が一目でわかるように、全体図で俯瞰できるよう

にした。 

また、視点をそろえるために、様々な事実を数字で表すようにした。重要な事柄を数値で表すこ

とにより、目標も設定しやすくなる。例えば、「サンロクマル」時代に最も成功していた札幌版を

ベンチマークにして議論をした。飲食比率 50％、コア営業商圏掲載率 30％、クーポン掲載率 90％、

オフィス配布率 35％などである。 

具体的な計画では、3 ヵ年(36 ヵ月)計画を作った。計画を作るに際しては、マーケットと 36 ヵ月

の整合性、36 ヵ月と今期の整合性、今期と月次の整合性、月次と月次の整合性が問われる。その月

次ＰＬの売り上げが個人の目標を決めるベースになる。それぞれの地域の版を出している版元長が、

最もマーケットシェアを獲得している札幌版をにらみながら、自分の版の利益の到達目標を決めて、

それを実現する売り上げと件数、人員組織を決め、効果を出せる経費と原価を見込み、流れとして

矛盾しない 36 ヵ月の月次ＰＬを考える。版をひとつの会社に見立てて業績を管理し、版ＰＬは毎

月集計される。 

営業員の仕事は、「1 人屋台方式」というやり方をとった。営業の仕事の分業化をしないやり方で

ある。1 人の営業員が売るだけではなく原稿も作る、新規開拓営業も既存顧客リピート営業もする、

電話も訪問もする、入金フォローもする。顧客接点はすべて営業員が一人で担わせるようにした。

だから「一人屋台方式」と呼んだ。仕事の全プロセスを一人でマネジメントできることにこだわっ

た。自分の仕事がダイレクトに顧客満足につながるようにしたのである。営業の仕事は、一般的に

見れば、販売・原稿作成・代金回収など分業化した方が、効率が上がるかもしれない。しかし、こ

こでは、そのような社内の効率性の観点から仕組みを考えるのではなく、顧客との一元的な関係性

から仕組みを考えた。そして、営業員の目標については、単なる受注額だけではなく、顧客訪問数、

３回連続受注数など、勝つシナリオに合わせた目標にした。 

売り方の型を決めるために、商品企画、価格設定、戦術などをルール化して統一化した。「シー

ン・時間台割りの廃止」「メニュー台割りへの統一」「1/36 の廃止」「1/18 と 1/9 の商品企画の差別

化」「1/9 の 3 回連続受注への 1/36 インデックスサービス」など。 

その他の業務においても、勝つシナリオに合わせてできるだけ仕組み化し、効果的に遂行できる

ようにした。「新版を出すときの時間軸の設計の仕組み」「ＰＬ組み立ての仕組み」「組織人員設計

の仕組み」などである。 

(6)コミュニケーションの仕組み 

「ホットペッパー」の組織は、フリーペーパーを全国展開しているため、３つの階層に分かれて

いる。「事業部長やスタッフ（東京の本部）」「版元長（各地域版発行の責任者）」「チームメンバー

（拡販の営業を担当）」である。 

「ホットペッパー」では 1 年に 1 度「ビジョンプレ」を行った。これは「ビジョンプレゼンテー

ション」の略であり、版元長が、版元ごとにチームメンバー全員を集めて、これから 1 年間の版事

業計画を自分自身の言葉でプレゼンするものである。各版のマーケット・戦略・ビジョンや版元長

自身が実現したい姿や想いを伝える場になる。目標数値はもちろん、個人の行動目標、達成した時

の街の姿、読者の姿、お客様の姿、そして、その場に集まった一人ひとりの姿とチームの姿を版元

長が想いをこめて語る。 

「ホットペッパー」の会議態は３つしかない。「版元長会議」「スタッフ会議」全国各地の「版元
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ミーティング」である。各々の主な目的は、「版元長会議」は意思決定会議であり、「スタッフ会議」

はその版元長会議に諮る素案を作るプランニング会議、「版元ミーティング」は、それらの決定事

項の背景をチームメンバーに説明し理解を得るコンセンサス会議である。 

2 週間に 1 度開かれる全国版元長会議の内容は、会議終了時にはその決定プロセスも含めてレジ

ュメにまとめられて、翌日には版元長だけではなく、各版のチームメンバー全員にメールで配信さ

れる。その内容はあたかも版元長会議の実況中継のように書かれる。誰が何を言ったのか、まるで

自分がその場にいて意思決定に参加しているかのようにまとめられる。そして、3 日以内に版元長

会議報告が版元長自身から、版元ミーティングでメンバーに直接説明される。配信メールとは別個

に版元長自身が自分の言葉にまとめ直して説明される。「こう決まった」ではなく、「こんな意見が

出て、自分はこのように考えて、全体の意思決定は賛否を経てこのように決まった」と説明する。 

版元長会議は、本音の議論を言い合う場であり、時に激論を行った。特に当初は、「サンロクマ

ル」の事業のやり方を「ホットペッパー」に変えるための場になったため激論になった。版元長た

ちは「サンロクマル」の事業のやり方に慣れ親しんでいた。そのため、「コアエリアの設定」「飲食

業への特定化」「広告掲載料の価格の統一」などの、新しい施策について、激しい抵抗が起きた。

これに対して、平尾氏は事業の数値データなどを示しながら、粘り強く話し合っていった。 

「サンロクマル」のやり方を「ホットペッパー」のやり方に変更することについては、版元長だ

けではなく、各版元のチームメンバーたちも面食らった。チームメンバーたちも、それまで「サン

ロクマル」のやり方はうまく言っていないことはわかっていた。しかし、自分たちが一生懸命に努

力しているのに、何故うまくいかないか、その理由は分からない。平尾氏は、全国の各版元を周り、

「今までのやり方は何故うまくいかなかったか」「やり方をどのように変えたら良いか」「そのため

に自分たちは何をしなければならないか」を、チームメンバーたちと直接話し合った。 

版元長会議はマネジメントの役割開発を行う場でもあった。この会議の中で、事業のやり方の新

しいモデルを考えた。最初の型は「既存版成功モデル札幌版」と「新版立ち上げモデル」の２つだ

けだった。しかし、事業が様々な局面を打開し、成長し進化していく中で、成功した原因を議論し、

分析し整理した。そして色々なマネジメントの型をつくり広めた。「敦賀裕之の創刊事業パッケー

ジモデル」「穴沢忠の理想の組織変革モデル」「松田成勲の助け合うチームワークモデル」など。 

それ以外にも、表１のような情報の共有化を図るために様々な仕組みを作った。 

表１：情報共有化とモチベーションアップの仕組み 

業務を把握する仕組み ＫＰＩ、週間ヨミ売上げ計画表、月次版ＰＬ・Ｃ／Ｆ 

ナレッジ共有の仕組み ホットペッパー通信、全国版元長会議、週間情報共有シー

ト 

モチベーションを高める仕組

み 

サマーフェスティバル、癒しプラン、クリアスマスパーテ

ィ 

評価システム ＭＶＰ表彰制度、優秀ＰＣ賞（金銀銅）、株価、査定データ 

これらの施策が功を奏し、ホットペッパーが 2001 年に事業を始めてから 4 年後には、売り上げ

300 億円、営業利益 100 億円という、高収益事業になった。 

 

以上が、ホットペッパーの物語である。本稿では、この事例をもとに、次の項目について、ドラ

ッカーのマネジメントプロセス適用のポイントを考える。 

①ホットペッパーは、どのように成果を定義したか 

②ホットペッパーは、どのように具体的な目標を設定したか 

③ホットペッパーは、どのように従業員が自律的に働くようにしたか 

これらについて考え、マネジメントプロセス適用のポイントを考えたい。 
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3.ホットペッパーは、どのように成果を定義したか 

ドラッカーのマネジメントの出発点は、成果の定義である。何を持って貢献するかを明らかにす

るためには、貢献すべき成果が明確でなければならない。私は、企業の成果を定義するために、次

の３つの観点を設定した。 

①顧客・顧客価値の明確化 

②強みの見出しと活用 

③成果への具体化 

そして、上記の３つの観点で、「ホットペッパー」の事例をもとに、事業を遂行するポイントを、

表 2 のように整理した。 

表 2：成果を定義する上でのポイント 

観点 ホットペッパーの事例によるポイント 

顧客・顧客価値の明

確化 

①顧客のターゲットを絞り顧客価値の活用シーンを考える 

②顧客を取り巻く変化を見る 

③ミッションと関連付けて考える 

強みの見出しと活用 ①予期せぬ成功を見る 

②差別化要因の中から強みを考える 

③強みを更に強化する仕組みを作る 

成果への具体化とス

トーリー化 

①到達地点をはっきりさせる（儲ける仕組み、勝てるゴール） 

②小さく始める 

③仮説と成果指標を明確にする 

以下、個々の観点で、「ホットペッパー」による事業遂行のポイントを説明する。 

(1) 顧客・顧客価値の明確化 

ドラッカーは、非営利企業がやるべき活動を定義するために５つの質問を作った。「われわれの

ミッションは何か」「顧客は誰か」「顧客にとっての価値は何か」「成果は何か」「計画は何か」で

ある。この考え方は、企業の成果を定義することにも活用できる。 

事業の定義で、先ず考えなければならないのは、ミッション、顧客、顧客価値である。 

ドラッカーは、『マネジメント(上)』P99 で次のように言っていた。 

 

 

 

 

 

 

多くの企業で、顧客・顧客価値が考えられているが、それらは抽象的なものが多い。ドラッカ

ーは、「顧客に直接聞かなければならない」と言っているが、実際には、顧客や顧客価値が机上で

考えられていて抽象的なため、成果がイメージできないことが多い。 

例えば、「ホットペッパー」の前身である「サンロクマル」がそうである。「サンロクマル」の

コンセプトは、「広告付き電話帳」であった。「特定の広いエリアの領域情報をすべて掲載する」

という意味である。「特定のエリアの住民」「そのエリアの住民に必要な情報の提供」という点で、

顧客と顧客価値は一応考えられている。しかし、これでは、どのような顧客がどのような情報で

喜ぶのかがビジュアルに見えてこない。「ホットペッパー」のように、エリアが絞り込まれていず、

どの業種の情報を紹介するのかも、絞り込まれていない。 

事業の定義で必要なことは、先ず顧客の顔が具体的に見えるようにブレークダウンすることで

企業の目的とミッションを定義するとき、そのような焦点となるものは一つしかな

い。顧客である。顧客によって事業は定義される。(中略)顧客が財やサービスを購入す

ることにより満足させる欲求によって定義される。顧客を満足させることが企業の目的

でありミッションである。(中略)しかも、顧客の心を読もうとするのではなく、顧客自

身から直接答えを得なければならない。 
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ある。本当のところ「何を」提供するのか、それを「誰が」「なぜ」喜ぶのかを突き詰めなければ

ならない。私は、「ホットペッパー」を見て、顧客・顧客価値を明確にするポイントは次の３つだ

と考えた。 

①顧客のターゲットを絞り顧客価値の活用シーンを考える 

②顧客を取り巻く変化を見る 

③ミッションと関連付けて考える 

① 顧客のターゲットを絞り顧客価値の活用シーンを考える 

平尾氏は、「ホットペッパー」を立ち上げる時、事業のコンセプトを再定義したが、再定義する

にあたって、実際の消費者の行動を観察した。実際に人々が生活し消費行動をとっているのは、

東京で言えば、銀座、上野、新宿、渋谷といった細かく分かれた生活圏である。一つひとつの生

活圏は、半径 2km から 5km のごく狭いエリアであり、消費の 8 割をその生活の中で行っている。

従って、「サンロクマル」のような広いエリアではなく、生活圏のエリアに絞り、その中で日常的

な情報を提供する必要がある。ターゲットは、消費の活発な 20 代・30 代の OL をターゲットに

して考えた。 

彼らが特に求めている情報は何か。それは飲食情報だろう。飲食は、人間の基本的な欲求であ

り、しかも一つ買ったら終わりではなく、毎日継続的に必要になる定番商品である。先ずは、彼

らの喜びそうな飲食店、メニュー・イベントを考えよう。そして、そこから出発して、「飲食➡美

容室➡リラクゼーション➡キレイ➡スクール➡ショッピング」というように、一つ一つのコンテ

ンツを順に高めていくようにしようと考えた。 

また、彼らがフリーペーパーを利用したくなる動機をよく考え、単なる飲食店の情報提供だけ

ではなく「クーポン」を見出した。「クーポン」を体系的に整備し、これを飲食店に持って行って、

価格の割引ができるようになれば、みんなフリーペーパーを見るようになるだろう。 

このように、「ホットペッパー」と「サンロクマル」を比較すると、顧客・顧客価値を明確化し

て事業を絞り込む重要性がよく分かる。また、そのために顧客を観察する重要性がよく分かる。 

② 顧客を取り巻く変化を見る 

単に現在の顧客だけではなく、顧客がどのように変化していくかの予測も「ホットペッパー」

で見ることができる。 

例えば、紙の媒体の利用からネットの媒体の利用の予測である。ホットペッパーは、紙のフリ

ーペーパーから始めたが、将来はネットにすることも考えていた。あえて、紙にしたのは、クラ

イアントに対する課金を考えてもことである。「ホットペッパー」のには二つの顧客がいる。「飲

食店」(クライアント)と飲食店を活用する「ユーザー」である。事業として成り立たせるために

は、ユーザーには無料で情報を提供しなければならないが、クライアントに対しては、情報提供

料を取らなければならない。このような課金は、ネットでは難しいが、紙媒体ならば可能である。

紙媒体でお店に課金をする仕組みを作りながら、お店の囲い込みと一般ユーザーの場作りを行な

い、将来的にはこの関係をウェブに転嫁すればいい。このような、環境変化に合わせた事業内容

の変化の予測もポイントになる。 

③ ミッションと関連付けて考える 

「ホットペッパー」の場合、単に「顧客」と「顧客価値」を明確にするだけではなく、これと

「ミッション」との関連付けを行っている。事業コンセプトを、「狭域情報ビジネス」と定義した

だけではなく、「地元(生活圏)の消費を活性化し、地域を元気にすること」をミッションとして掲

げた。 

「ホットペッパー」の各版元地域の社員は、地元の人を採用している。地元の人は、地元の発

展を願っている。「生活圏の日常情報を様々な人に提供することにより、地域の賑わいを取り戻し

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F0%CA%F3%C4%F3%B6%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BE%F0%CA%F3%C4%F3%B6%A1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%BE%B2%C7
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たい」「クーポンの活用により、価格競争に巻き込まれずに、商品・サービスの品質を上げたい」

と思っている。社員のこのような想いを実現するように、「ホットペッパー」は、「各地域を元気

にする。街のクオリティを上げる」という大義・ミッションを掲げた。 

ドラッカーは、５つの質問の中で、①我々のミッションは何か ②我々の顧客は何か ③我々

が顧客に提供する価値は何か の順番に考えているが、実際には「ミッション」と「顧客」「顧客

価値」を往復しながら考えることが多いと思う。 

(2)強みの見出しと活用 

事業のコンセプトやミッション・顧客・顧客価値を明確にするだけでは、勝てる事業にならない。

競合他社が真似をしだすと同質化し、価格競争の泥沼に陥る。そのため、「ホットペッパー」も独自

性を出す工夫をしている。 

「ホットペッパー」には、そのライバルとして、すでに各地に「タウン情報誌」が存在していた。

これに対して、「ホットペッパー」は顧客価値を絞り込み、クーポンを活用するなど、独自性を出す

工夫をした。しかし、これだけでは、決定的に差別化できるわけではない。更に、競合他社にはな

い強みを活かすことが必要である。 

ドラッカーは、事業を定義する際、「強みを活かす」ことが重要であると言っている。しかし、新

規事業を考える場合には、強みを見出すことは難しい。既存で成功している事業は、既に何らかの

形で強みを活かしている。しかし、新規の事業では、それまでのやり方を変えて、別の強みを見出

さなければならない。多くの企業が、環境変化に合わせて自分の事業を変えきれずに衰退している。

それは、以前の環境では強みだったものが、環境変化で弱みに変化してしまい、それに適応できな

かったからである。環境変化に合った強みを見出し、事業に組み込むとともに、それを強化しなけ

ればならない。 

「ホットペッパー」を運営しているリクルート社は、もともと人材仲介会社であった。大都市広

域巨大集合メディアを作り、高い顧客サービスと強い営業力により、高いシェアを獲得し、高価格・

高収益を獲得するようなビジネスであった。それが 90 年代初頭にバブルがはじけて以降、世の中

がデフレになり、低価格が企業戦略の主流になった。今までの路線だけでは、高収益が維持できな

くなる。そこで、低価格で日常の生活に密着した新たな仲介ビジネスを考えなければならなくなっ

た。これが「サンロクマル」が出てきた背景だった。しかし、「サンロクマル」では新たな強みが見

出せず、うまくいかなかった。では「ホットペッパー」は、どのように強みを見出し活用したのか。

私は、次の 3 つがポイントだったと考える。 

①予期せぬ成功を見る 

②差別化要因の中から強みを考える 

③強みを更に強化する仕組みを作る 

①予期せぬ成功を見る 

ドラッカーは、イノベーションを起こす場合、「予期せぬ成功を見る」重要性を言ったが、これ

は、「ホットペッパー」が、新規事業のやり方を考えた場合にも、言えそうである。 

「ホットペッパー」の前身として「サンロクマル」があり、これがずっと赤字だったことは既

に書いた。しかし「サンロクマル」の全てがダメだったわけではない。「サンロクマル」にも、全

国各地に、フリーペーパーの版元があったが、版元によっては比較的にうまくいった所もあった

のである。それが「札幌版」だった。札幌版は、営業地域を中心市街地に絞り、オフィスのＯＬ

などをターゲットにしていた。比較的、飲食店の比率が高く、クーポンを活用するなど、比較的

今の「ホットペッパー」に近い事業を展開していた。広告掲載料の単価も高く、旧「サンロクマ

ル」の中では、収益も高かった。従って、「ホットペッパー」の新たな業態を見出すときに、参考

になった。そして、これを純化・徹底することにより、営業力の強みを考えた。このように、う

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%DA%A5%C3%A5%D1%A1%BC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%DA%A5%C3%A5%D1%A1%BC
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まくいかない事業の中にも、予期せぬ成功の例があれば、これを徹底的に検討することにより、

新たな事業の方向性と自己の強みの再確認ができるのではないかと思う。 

②差別化要因の中から強みを考える 

もう一つ、自己の強みを考える場合には、今の差別化要因の中から、強みを見出すことも必要

である。平尾氏は、リクルート社の強みは、営業力と顧客との人間関係構築力であると考えた。

「ホットペッパー」の場合も、これを決定的に活用した。しかし、それまでの事業と顧客は異な

る。「ホットペッパー」の事業は「狭域情報ビジネス」であり、それまでの事業では企業が顧客だ

ったものが、今度は、地域の零細な飲食店が顧客になる。従ってやり方は変えなければならない。

地元の契約社員を大量に採用し、地元のクライアントに対して人間関係構築力を発揮させる。そ

して、これらの契約社員全員に対して、クライアントに対するコンサルティングサービスを身に

つけさせる。営業員がその店の良い所を発見し、それを限られた広告スペースで表現して、主な

ターゲットの 20 代の女性読者に伝えなければならない。 

③強みを更に強化する仕組みを作る 

それまでの強みを変形し、新たな強みにして、これを構築・強化する。このための、強みを構

築・強化する手段が、プチコンである。彼らがコンサルティングしやすいように、プチコン（小

さなコンサルティング）と称して、４つの領域をフォーマット化した。 a.原稿表現プチコン b.

クーポン内容プチコン c.集客スケジュールプチコン d.メニュープチコン である。このよう

に４つの領域に絞って、ここを徹底的に強化した。そして、営業員に対する教育、ノウハウの共

有、継続学習などもこれを主体に考えるようにした。「ホットペッパー」では、このようにして飲

食店と強固な関係を築くようにできた。これは、顧客接点にいる一人一人が日々の営業活動の中

で作り上げる強みなので、構築するのに時間はかかるが、その反面競合は一朝一夕にはマネがで

きないものになった。 

「強みを活かす」と軽く言うが、世の中が変化していく中で、変化に合わせて強みを活かして

いくというのは、口でいうほど易しくはない。ここで重要なことは、単純に強みを活かすという

だけではないことである。顧客価値の向上につながるように、その強みを強化しなければならな

い。 

(3)成果への具体化とストーリー化 

ドラッカーは、「成果を明確にしなければならない」というが、我々は「成果」というと、静的

にゴールを記述して終わりと考えがちである。例えば、多くの企業で作成される中期計画などは、

ゴールの絵や数字が示され、これで終わりとなっている。仮にそこに至る道筋が示されていたとし

ても、多くがマイルストーンだけであり、それらの指標が相互に関連したストーリーにはなってい

ない。しかし、これだと抽象的になり、行動につながらない。具体的に成果を記述する場合には、

ストーリー化することが重要である。事業は静的なものでも、ビジュアルなものでもない。時間を

おって時間軸で考えるべきものである。ものごとは、因果関係を伴って、時間順に起きてくるもの

である。そうであるならば、具体的な成果や目標も、結局は因果関係を追って時間軸で考えていく

しかない。ドラッカーは長期目標と短期目標のバランスを言ったが、このためにもストーリーを作

って目標を考えることが有効である。 

では、どのように成果をストーリーとして分かりやすく提示したら良いだろうか。先ず、ホット

ペッパーのストーリーを見てみよう。 

「まずは飲食コンテンツに集中する。半径 2ｋｍのコア商圏で NTT データの飲食件数のうち 15%

を獲得すれば、読者のマインドシェアを獲得できて、流通段階でみんなが自ら喜んで手にとって持

ち帰るインフラができる。その流通インフラが確立できれば、一気に効果のある媒体になれる。そ

の後に美容室、キレイ、スクール、リラクゼーション、ショッピングなどのコンテンツに展開を拡

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DB%A5%C3%A5%C8%A5%DA%A5%C3%A5%D1%A1%BC
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大する。そして、街の生活情報誌になる。そのために、半径 2ｋｍにある街の飲食コア商圏内の飲

食店へ、特に居酒屋へ営業に行く。1/9 スペースを 3 回連続で受注する。1 人 1 日 20 件の訪問を実

行する」 

私は、成果をストーリーとして分かりやすく提示するポイントは、次の３つだと考えた。 

①到達地点をはっきりさせる（儲ける仕組み、勝てるゴール） 

②小さく始める 

③仮説と成果指標を明確にする 

①到達地点をはっきりさせる（儲ける仕組み、勝てるゴール） 

ストーリーの一貫した流れを作るためには、「流れの終わりから決める」ことが必要である。先

ず、到達地点を明確にしなければならない。ホットペッパーの場合には「街の情報誌になる」と

いう明確な到達地点を作った。そして、そこから逆算して「流通インフラになる」「半径 2ｋｍの

コア商圏で飲食件数のうち 15%を獲得する」という道筋を作った。このように結末から考える。

また、到達地点から考えることは「継続して利益を出す」という最終地点、つまりどうやって儲

けるのかという「収益モデルをはっきりさせる」ということにもつながる。ホットペッパーの場

合もそれを考えている。即ち、「ウェブでお店に課金をする仕組みを作って継続的利益をあげる」

という到達地点を考え、そこから「紙媒体でお店に課金をする仕組みを作る。そこから、お店の

囲い込みと一般ユーザーの場作りを行う。最終的にこの関係をウェブに転嫁する」というストー

リーを考えた。このようにストーリーを作るためには、到達地点を明確にする必要がある。 

②小さく始める 

ドラッカーは、『イノベーションと企業家精神』P158・P159 の中で、イノベーションを成功さ

せるには「小さくスタートしなければならない」「最初からトップの座を狙わなければならない」

と言った。このうち、「最初からトップの座を狙う」というのは前節の「到達地点を明確にする」

というのと同じような考え方である。ここでは、もう一つ「小さく始める」ということを考えて

みる。ホットペッパーの場合には、「飲食コンテンツに集中する」というのが「小さく始める」と

言えそうである。これがシナリオに入っている。また、事業を推進する場合にも、いきなり全エ

リアを狙うのではなく、特定のエリアでモニタリングをしながら全エリアに広げている。これも

「小さく始める」と言って良いだろう。 

③仮説と成果指標を明確にする 

前節で「小さく始める」というのを「ストーリーに入れるべきだ」と書いたが、「小さく始めて

モニタリングをするためには、仮説と成果指標を明確にして、これをストーリーに入れておかな

ければならない。ホットペッパーの場合も、ストーリーの中に「シェアの 15%」「1/9 スペースを

3 回連続で受注」「1 人 1 日 20 件の訪問」などは、これにあたる。 

 

4. ホットペッパーは、どのように具体的な目標を設定したか 

事業とこれを実現するためのストーリー、具体的な成果を定義した後、これを実現するために効

果的に目標を設定しなければならない。このためにはどうしたら良いだろうか。ここでは、目標設

定の観点を「各人が成果を出すための目標設定」とし、「ホットペッパー」の事例をもとに、ポイ

ントを整理した。 

表 3：目標を設定する上でのポイント 

観点 ホットペッパーの事例によるポイント 

各人が成果を出すた

めの目標設定 

①事業責任者は８つの領域の目標のバランスを取る 

②成果を特定し活動を集中する 

④ 目標設定のための指標をきちんと作る 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%BE%B2%C7
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上記の３つのポイントを説明すると次の通りである。 

①事業責任者は８つの領域の目標のバランスを取る 

ドラッカーは『マネジメント(上)』P130 で、８つの領域の目標を提示している。「マーケテ

ィング」「イノベーション」「人的資源」「物的資源」「資金」「生産性」「社会的責任」「利益」の

８つである。ドラッカーは、「これらの目標はどれか一つが突出するのではなく、バランスを持

って考えなければならない」と言う。これは、マネジメント・スコアカードのもとになってい

る考え方である。 

「ホットペッパー」の場合も、事業を推進するために、８つの領域についてそれぞれ工夫を

している。例えば、「人的資源」では「適任者を効率的に採用する採用システムや契約社員を活

用するための人事システムの工夫」、「物的資源」では「ウェブ入稿システムで日本のどこから

でも原稿を入れられる仕組みを作り印刷や物流を効率的に行う生産上の工夫」、「資金」では、

「新しい地域の版を作る時の投資と回収をバランスよくする工夫」など。たぶん、８つの分野

について目標をきちんと設定し、構築・改善をしていったのだろう。ただ、私が参照した本で

は、これを全部きちんと把握することはできなかった。しかし、８つの目標の追求は、事業を

推進するために必要なことである。 

②成果を特定し活動を集中する 

前節で述べたように、ドラッカーは、８つの領域の目標を設定しバランスを持って考える必

要性を説いた。確かに事業全体の発展を考えるのであれば、８つの領域の目標を考える必要が

あるだろう。事業責任者の場合にはそうすべきである。 

しかし、個々の従業員が自己目標管理をするために、目標設定をする場合には、むしろ、目

標の重点を絞った方が良い。具体的には、勝つシナリオやベンチマークに合わせて、これに焦

点を合わせた形で目標の焦点を絞るべきである。成果を得ようとすれば、成果に集中する必要

がある。成果に集中するためにも、目標の項目は少ない方が良い。 

また、目標の設定自体は仮説である。実際に目標達成のために活動を実施し、その仮説が正

しいかどうかをモニタリングし、フィードバックを受ける必要がある。仮に結果が意図通りい

かなかった場合、目標（仮説）がシャープでないと、目標設定（仮説）自体が間違っていたの

か、目標は正しく目標の遂行方法が悪かったのかが、よく分からなくなる。 

確かに、長期的な目標・短期的な目標など、バランスを持って考慮すべきものはある。従っ

て、複数の目標が必要である。しかし、全体への貢献が明確でない、バラバラの目標を立てて

も仕方がない。重要なことは、企業全体の施策や勝つストーリーに貢献する形で、重点を絞り

目標を設定することである。目標の連鎖が必要であるが、そのためには、勝つストーリーと戦

略指標がつながっており、これらが明確になっていなければならない。 

③目標の設定のための指標をきちんと作る 

モニタリングするためには指標が必要である。これは具体的に検証できるものでなくてはな

らない。指標は必ずしも数字である必要はないが、検証できるだけの具体的なものでなければ

ならない。できるだけ数字に置き換えた方が検証はし易い。 

「ホットペッパー」は、事業を推進するにあたって、数字を極めて重視している。それは、

みんなの視点をそろえるためには、数字が一番良いからだ。言葉は様々な解釈ができるが、数

字は一義的な意味しか持たない。意思決定の透明性も確保できる。そのため、様々な事実を数

字で表すようにした。例えば、各地域の版元では、「サンロクマル」時代に最も成功していた札

幌版をベンチマークにして議論をした。飲食比率 50％、コア営業商圏掲載率 30％、クーポン

掲載率 90％、オフィス配布率 35％などである。自分のエリアの版が、札幌版の数値とどう違

うのか、その数値の内訳を解明することにより、その数値の裏側にある事情も明確になる。 
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また、重要な事柄を数字で表し、これにより指標も作った。そもそも勝つシナリオ自体が、

「1/9 スペース」「3 回連続受注」「1 人 1 日 20 件の訪問」など、いろいろな数字を含んでいる。

成果を定義する段階から、勝つストーリーを明確にし、時間軸に沿った形で、マイルストーン

を数字で表す努力をしている。 

数字の指標によるオペレーションのやり方を見ていると、組織によって違いがある。「上司へ

の報告のための数字」「結果をまとめただけの数字」「学習するための数字」など、どの組織も

何らかの数字を集計しているが、その数字が生かされている組織と死んでしまった数字を後生

大事にしているだけの組織がある。大切なのは結果の数字ではない。いかなる意思を込めて目

指す数字を立てて、それを実現するためにいかなる見通しを持ち、いかなる手を打つかを計画

することだ。そして、その計画と現実の結果がどれだけ乖離したかがわかり、その原因を考え

なければならない。このようなことを集中的に実施するためにも、指標は必要である。 

  

5.ホットペッパーは、どのように従業員が自律的に働くようにしたか 

従業員が、エネルギーを持ち、成果に集中して自律的に働くようにするためには、「自己目標管理」

が重要である。事業の遂行の出来不出来は、従業員の働きによって決まる。従業員が自律的に働い

てこそ、企業は成果を実現し、変化に対応していくことができる。しかし、従業員に自律的に働か

せるということは、ある面で従業員に「責任と言う重荷を負わせること」を意味する。これは口で

言うほど簡単ではない。 

アメリカの著名な心理学者であるマズローは、ドラッカーの「従業員は自由と責任を与えれば自

律的に働く」という考えを批判した。マズローは「責任という重荷を本当に負わせるのはタイヘン

なことである。多くの人はそれに耐えられない」と言った。ドラッカーは、マズローの批判に対し

て真摯に考えた。人が責任と言う重荷を背負って働く条件は何だろうか。 

ドラッカーは『マネジメント(上)』P315で、「責任という重荷を負うには何が必要か」という問い

に対して、それは「人の良し悪しではない」「焦点は仕事に合わせなければならない」と言っている。

そして、『マネジメント(上)』P316で、そのための仕事の条件として次の３つを挙げている。 

①仕事自体が生産的なものでなければならない。 

②成果についての情報をフィードバックすること 

③継続学習が組み込まれていること 

ここでは、上記のドラッカーの条件をもとに、従業員が自律的に働く観点を、表4の３つ観点で

考えたい。そして、それぞれの観点について「ホットペッパー」の事例をもとに、遂行するポイン

トを整理したい。 

表 4：従業員が自律的に働くためのポイント 

観点 ホットペッパーの事例によるポイント 

自分でマネジメントが

できる職務設計 

①顧客価値に連動したフィードバックがされる職務設計をする 

②自由裁量性を与える 

③継続学習ができるようにする 

高い生産性 ①成果を出す仕事に集中する 

②生産性を上げるための型の設定をする 

③情報の共有化をする 

効果的なコミュニケー

ション 

①全体との関係で成果・貢献が分かるようにする 

②相手に合わせた形で本音のレベルで議論ができるようにする 

③透明性がある仕組みを作る 
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(1)自分でマネジメントができる職務設計 

①顧客価値に連動したフィードバックがされる職務設計をする 

メンバーが自律的に仕事を推進するために、第一に重要なことは、自己目標管理ができるよう

な職務設計である。ドラッカーは、責任と言う重荷を負う仕事の条件の②で「成果についての情

報をフィードバックすること」を揚げたが、それができるような職務設計をすることが重要であ

る。一番良いのは、目に見える形で顧客満足の成果が確認できるようにすることだ。多くの組織

では、ここの所の重要性が見過ごされている。 

「ホットペッパー」の場合は、営業員の仕事を、自分の仕事がダイレクトに顧客満足につなが

る仕組みにした。各営業の一人一人が売って原稿を作る、新規開拓営業も既存顧客リピート営業

もする、電話も訪問もする、営業も入金フォローもする。顧客接点はすべて営業が一人で担って

いる。「1 人屋台方式」と呼ばれる方式で職務設計をした。 

多くの企業では、目標管理が導入され、自己目標管理が標ぼうされているが、分業化が進み自

分の成果が見えにくいような、職務の割り当てが多い。顧客価値が見えるような一気通貫で権限

と責任が付与されていない。つまり、仕事に対してきちんとした責任が与えられ、これを自由に

推進することができ、顧客が見えるような形でフィードバックが与えられてこそ、自己目標管理

を推進することができる。 

②自由裁量性を与える 

上記のことは、従業員に対して、自由裁量性を与えることを意味する。ホットペッパーの場合

には、顧客価値が見えるような一気通貫で権限と責任が付与されており、対顧客折衝においては

自由裁量性が与えられている。一人一人の顧客への折衝については、各人が任されている。リク

ルートの強みは、顧客との強固な人間関係作りであった。これを完遂しようとすれば、上からの

指示ではなく、各人の自由な創意工夫で実現するしかない。 

③継続学習ができるようにする 

ドラッカーは、「責任という重荷を負うには何が必要か」という条件に対して、③で「継続学習」

をあげた。ドラッカーがいう「継続学習」とは、通常考えられる「スキルのトレーニング」とは

別のものである。「継続学習」とは、「働く者が学んだことを生かして、自らの仕事ぶり・仲間の

仕事ぶり・仕事の仕方を継続的向上させること」を意味する。単なる個人のスキルの向上だけで

はなく、仕事そのものの改善、チームとしての成果の向上も意味する。 

「ホットペッパー」の場合、現場の営業員の継続学習の基盤となるのは、先ずは「1 人屋台方

式」である。彼らは、顧客の接点のすべてを任され、顧客の反応を見ながら、自己の仕事のやり

方を改善していく。 

また、組織的な継続学習の仕組みとして、プチコンの活用がある。プチコンを全員が高度なレ

ベルで実現できるには、プチコンできる材料とその共有が必要だ。優れた営業員がすでに個人的

に顧客との間で行っていたこの眠れるノウハウを掘り起こすこと、更に全員がそのノウハウを開

発し、発表し、共有し、学習することをが、継続学習になる。 

そのために、プチコンのコンテストを実施した。営業の売り上げや件数を評価の指標とするよ

うにプチコンの成績も重要な評価の指標に置いて、プチコンを競い合った。全国の営業員が書式

に基づいて自分の仕事をプチコンとしてまとめる。全国の版元長が手分けしてその作品をすべて

読んで、決められた基準で評価する。優れた作品はプチコン金賞として表彰する。それらの作品

は一冊の冊子にまとめられ残される貴重な財産となる。そして、全員に配布されて、みんなが学

習する。プチコンは、既に書いたように「強みを構築する手段」であるが、継続学習の仕組みを

使って、強みを更に補強している。 

また、版元長に対しても、今後幹部として育成するために継続学習の仕組みを導入している。
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その一つが、版をひとつの会社に見立てて月次ＰＬを管理するやり方である。この工夫をするこ

とが経営センスを磨くことになる。 

また、版元長会議は、通常の業務の意思決定をするだけではなく、マネジメントの役割開発を

行う場でもあった。この会議の中で、事業のやり方の新しいモデルを考える。最初の型は「既存

版成功モデル札幌版」と「新版立ち上げモデル」の２つだけだった。しかし、事業が様々な局面

を打開し、成長し進化していく中で、成功した原因を議論し、分析し整理した。そして様々なマ

ネジメントの型をつくり広めた。 

(2)高い生産性 

ドラッカーは、「責任という重荷を負うには何が必要か」という条件に対して、①で「仕事自体

が生産的なものでなければならない」をあげた。実際、ドラッカーは「仕事自体を生産的なもの

にすることなく、仕事に責任をもたせようとしても無駄である」と言っている。つまり、従業員

に当事者意識を持たせるためには、仕事を生産的にしなければダメだということである。しかし、

日本人の場合、当事者意識を持たせるためにコミュニケーションの議論は出てきても、生産性向

上の議論は、なかなか出てこない。だからこそ、ドラッカーのマネジメントプロセスを考える場

合、生産性向上を重要なポイントとして考える必要がある。私は、ホットペッパーを見て、高い

生産性実現のためのポイントは、次の３つと考えた。 

①成果を出す仕事に集中する 

②生産性を上げるための型の設定をする 

③情報の共有化をする 

①成果を出す仕事に集中する 

ドラッカーは『経営者の条件』の中で、成果を出すエグゼクティブは、「時間から考える」「一

つの仕事に集中する」と言っている。「時間から考える」とは、「仕事に劣後順位を決め、無駄

なことはやらない」ということである。「生産性を上げる」とは、仕事を効率的にやるだけとは

限らない。無駄なことを効率的に実施してもしょうがない。成果は何かを特定し、そこの集中

することが必要である。 

ホットペッパーの場合、勝つシナリオと成果指標を作り、営業員をそこに集中するように促

した。営業員は、勝つシナリオに合わせて「コア商圏」「飲食・居酒屋」「1/9 スペース」「3 回

連続受注」「20 件訪問」などのキーワードに活動の焦点を絞り、これらを念仏のように唱えて

実践した。これにより、本当に成果を出す活動に集中することができた。 

②生産性を上げるための型の設定をする 

ドラッカーは、「同じ仕事の論理でも、『仕事を生産的にする論理』と『人が働く労働の論理』

は異なる」と言う。「人が働く労働の論理」は、「生理的側面」「心理的側面」「社会的な側面」

「生計的側面」などで見なければならないが、「仕事を生産的にする論理」は、「仕事に内在す

る論理」で決まる。つまり、「仕事を分析し、プロセス化し、管理手段を組み込み、ツールを設

計する論理」である。かつて、フレデリック・W・テイラーは「科学的管理法」と称し、肉体

労働について、仕事の論理に基づき、仕事を分析し生産的な仕事に組み立てることを行った。

知識労働においても、これを行わなければならない。ドラッカーは、『マネジメント(上)』P252

で、仕事を生産的なものにするために、「①仕事の分析」「②プロセスへの統合」「③管理手段の

組み込み」「④ツールの設計」の４つの要素について述べている。 

「ホットペッパー」では、この①②③④を研究し標準化して、徹底的な「型」の設定を行っ

た。例えば、「商品企画、価格設定などの仕事のプロセスを分析し、これをルール化して、売り

方の型を決める」「新版を出すときのベストプラクティスを分析し、その設計を仕組み化して型

にする」など、仕事の論理に基づき、「標準型」を作り、これを仕組み化する。その他「ＰＬ組
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み立てを仕組み」「組織人員設計の仕組み」「業務を把握する仕組み」「ナレッジ共有の仕組み」

「モチベーションを高める仕組み」「評価システム」など、様々な業務をパターン化し、仕組み

化した。成果を上げるためには、従業員が目標を設定し、自律的に動けるようにすることが大

切であるが、そのためにも、生産性を向上する仕組みを作り、従業員の仕事をサポートする必

要がある。 

プチコン（小さなコンサルティング）の４つの領域をフォーマット、「原稿表現プチコン」「ク

ーポン内容プチコン」「集客スケジュールプチコン」「メニュープチコン」も一種のパターン化

である。４つの領域に絞ることによって、営業員に教育を行い、ノウハウを蓄積することがで

きる。 

これらは、各人の業務を縛ることになり、自己目標管理の自由裁量に逆行するように見える。

しかし、「ホットペッパー」の従業員の大部分は、顧客と接する営業員であり、顧客の接点にお

いて多種多様な局面が現れて、創意工夫の余地は大きい。従って、ベストプラクティスの型や、

合理的なシステムの部分はきちんと定まっていた方が、逆にメンバーの総意工夫は発揮しやす

くなるのである。 

③情報の共有化をする 

生産性を上げるためには、「情報の共有化」も重要である。ホットペッパーでも様々な施策を

とっている。これは節を独立させ、次の「効果的コミュニケーション」で説明する。 

(3)効果的なコミュニケーション 

次は、コミュニケーションの仕掛け作りである。ドラッカーは『マネジメント(中)』P141 で

コミュケーションについて次の４つの原則があると言っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドラッカーの言うことは抽象的でイメージしづらいが、要するにここで言いたいことは、コ

ミュニケーションとは「聞き手と心を共有し納得感を引き出すことだ」と考える。コミュニケ

ーションは情報の伝達ではなく、話し手が聞き手に何らかの要求を出すことであるが、聞き手

が、話し手の要求を知覚し、自分の期待に沿って解釈し直し、それについて「納得した」時に

初めてコミュニケーションが成立するということだと思う。 

そう考えると、ドラッカーが、部下から上司に対して「マネジメント・レター」を書かせる

理由も分かってくる。自分で目標を設定し自己目標管理をする当人に対して、上司が要求を伝

えたとしても、それだけでは納得しがたい。当人が上司に対して様々な質問をして、そのリア

クションが帰ってきた時に初めて納得する。つまり、コミュニケーションの要諦は、メンバー

と心を共有しメンバーの納得感をどのように引き出すかということである。 

私は、ホットペッパーを見て、メンバーの納得感を引き出すためには、次の３つが必要だと

考えた。 

①全体との関係で成果・貢献が分かるようにする 

①コミュニケーションは知覚である。 

コミュニケーションを成立させるのは、話し手でなく受け手である 

②コミュニケーションは期待である 

我々は期待しているものだけを知覚する。期待していないものは反発を受ける。 

③コミュニケーションは要求である 

ビジネスにおけるコミュニケーションは多くの場合、相手に「行動」や「考え

ること」を要求する。 

④コミュニケーションは情報でない 

コミュニケーションは、思想、意見、情報を伝達しあい心を通じ合わせるプロ

セスである。 
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②相手に合わせた形で本音のレベルで議論ができるようにする 

③透明性がある仕組みを作る 

①全体との関係で成果・貢献が分かるようにする 

先ず、「自分のすべき行動について、全体との関係で成果・貢献が分かること」であるが必

要である。全体との関連がなく、個々の指示だけでは人は納得しない。「ホットペッパー」で

は、事業の個々の仕組みや施策を全体図の中で位置づけ、その整合性と連携を明らかにして

いる。商品企画と営業方法、プロモーション計画と営業トーク、流通企画と商品デザインな

どが、連携して設計されていることを全体図で表す。メンバーはこれにより、個々の施策と

全体との関連が分かる。 

また、1 年に 1 度実施する「ビジョンプレ」では、版元長自らがメンバー全員を集めて、

これから 1 年間の版事業計画を自分自身の言葉でプレゼンし、版のマーケットや戦略、ビジ

ョンや版元自身が実現したい姿や想いを伝える。メンバーは、自分の成果・貢献がチームの

成果とどのようにつながっているかが分かる。 

更に、版元長が集まって全体の意思決定をする版元長会議と、各地の版元ミーティングを

有機的に連携できるようにしている。版元長会議の内容は会議終了時にはレジュメにまとめ

られて、メンバー全員にメールで配信される。そして、3 日以内に、版元長自身から版元ミ

ーティングメンバーに、この会議の内容について直接説明される。版元長自身が自分の言葉

で説明する。このような説明により、メンバーは会社全体がどのように動いているかを理解

することができる。 

②相手に合わせた形で本音のレベルで議論ができるようにする 

次に、「相手に合わせた形で本音のレベルで議論ができること」であるが、コミュニケーシ

ョンではここが一番重要だと思う。多くの企業では、上から下に建前の情報を流してコミュ

ニケーションができたと思っている。しかし、ドラッカーが言うように、下の人間が心から

納得したと思わない限り、コミュニケーションが成立したことにはならない。「マネジメン

ト・レター」で示したように、下の人間の本音の話を聞いて、初めてコミュニケーションは

成立する。「ホットペッパー」では、版元長会議での激論の様子や、平尾氏がメンバーの不満

を素直に聞いている様子を見ると、かなりメンバーたちの本音の話を聞いていることが分か

る。例えば、次のような事例は、本音で議論ができたのではないか。下記は、旧「サンロク

マル」時代から赤字を続けている大宮版のメンバーと、平尾氏とのやりとりである。 

 

『Hot Pepper ミラクル・ストーリー』(平尾勇司著)P144～P145 より 

「この大宮版は廃止してもいい。こんな商品と組織のままならもうやめた方

がいい。でも、皆さんに責任があるが事業にはもっと責任がある。もう一度事

業計画を皆さんにプレゼンテーションする。皆さんが賛成するなら一からやり

直す。不賛成ならもう終わりにしましょう。」  

僕(注:平尾氏)は新任版元の武藤と一緒に大宮のメンバー10 人の前でこう切

り出した。 

旧「サンロクマル」時代から数えると創刊から 8 年を経ても大宮版は赤字で

累積赤字も 3 億円近くになっていた。(中略) 

大宮版の事業再生プレゼンテーションが全メンバーを前に版元長の武藤か

ら行われた。「マーケットはある」「どのようにすればいいのかの戦略」「実現

したいビジョンは何か」「そのためにあなたが毎日必ず実行しなければならな

いことは何か」を説明した。そして、賛成か否かを問い直した。全員が賛成に
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手を挙げた。そして、一人ひとりにこのプランに対してどのように感じたかを

意見として発言してもらった。 

メンバーはこう答えた。 

「じつは恥ずかしかった。こんな商品をお客様に案内して読者に提供してい

る自分が…。こんな働き方をしている自分が恥ずかしかった。でもこのプラン

なら抜け出せる気がする。商品も働き方も自分もみんなも変われる気がする。

それがうれしい」 

誰よりもこの大宮に住んで生活しながらこの仕事をしていたメンバーが、今

のままではだめだと自覚していた。抜け出すきっかけを探していた。 

「このプランはあなたが選んだプランです。あなたがこのプランを実現する

ことを決めたのです。私は責任をもって実現します。あなたも責任をもって実

現してください。」 

武藤のこの一言でミーティングは締めくくられた。 

これが当時業績不振から脱却するために大宮版で行われたイチかバチかの

勝負のビジョンプレミーティングだった。その後大宮版の快進撃が始まった。

このミーティングが 8 年間迷走し続けたあの大宮版を一瞬にして変えた。(後

略) 

これは、メンバーに対し、本音のレベルで、各人のすべき行動について全体の成果・貢献

に関連付けて話をし、メンバーが納得して心情が変化した事例である。「事業をやめる」と本

音で言う。勝てるストーリーを言い、全体との関連で各人のやるべきことを位置づける。一

人一人のメンバーの意見を言わせる。大宮の街の発展と言う所と関連付ける。責任という重

荷を持つことを互いに誓い合う。これらは互いに本音のレベルでものを言い、メンバーの納

得感を引き出した事例と言えるだろう。 

「ホットペッパーは」、他にもサマーフェスティバル、クリアスマスパーティなど、全国の

メンバーが一堂にあつまり、本音で言い合える場を用意している。 

③透明性がある仕組みを作る 

最後は「透明性があること」である。上が恣意的に意思決定するのではなく、一定の理屈・

基準で決めて伝達しなければ、人は納得しない。またホットペッパーは、経営の状況を従業員

にも開示している。ドラッカーは「誰が正しいか」ではなく、「何が正しいか」が重要だと言っ

ている。「ホットペッパー」の場合は、数字で議論をすること、人事評価のシステムが明確であ

ること、合理的なルールに基づいて行っていることなどを行っており、透明性を確保している

と思う。 

 

6.まとめ 

以上、「ホットペッパー」の事例を取り上げて、ドラッカーのマネジメントプロセス適用のポイン

トを考えてきた。「ホットペッパー」の事例と関連付けて、マネジメントプロセス適用のポイントを

列挙すると、表 5 のようになる。 

表 5：事業遂行上のポイントのまとめ 

観点 ホットペッパーの事例によるポイント 

 

 

成

果

顧客・顧客価値の

明確化 

①顧客のターゲットを絞り顧客価値の活用シーンを考える 

②顧客を取り巻く変化を見る 

③ミッションと関連付けて考える 

強みの見出しと ①予期せぬ成功を見る 
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の

定

義 

活用 ②差別化要因の中から強みを考える 

③強みを更に強化する仕組みを作る 

成果への具体化

とストーリー化 

①到達地点をはっきりさせる（儲ける仕組み、勝てるゴール） 

②小さく始める 

③仮説と成果指標を明確にする 

目

標

設

定 

各人が成果を出

すための目標設

定 

①事業責任者は８つの領域の目標のバランスを取る 

②成果を特定し活動を集中する 

③目標の設定のための指標をきちんと作る 

自

律

的

に

働

く

仕

組

作

り 

自分でマネジメ

ントができる職

務設計 

①顧客価値に連動したフィードバックがされる職務設計をする 

②自由裁量性を与える 

③継続学習ができるようにする 

高い生産性 ①成果を出す仕事に集中する 

②生産性を上げるための型の設定をする 

③情報の共有化をする 

効果的なコミュ

ニケーション 

①全体との関係で成果・貢献が分かるようにする 

②相手に合わせた形で本音のレベルで議論ができるようにする 

③透明性がある仕組みを作る 

 

7.補足と今後の課題 

最後に、若干の補足と今後の課題について考えてみたい。 

(1)マネジメントプロセス適用のポイントの中での優先順位 

私は「ホットペッパー」の事例を取り上げて、各観点に合わせたポイントを抽出した。 

どれも重要なものであるが、この中で優先順位はないのだろうか。私は「成果の定義」の分野が

優先順位の第一だと思う。それは、「成果の定義」と「勝てるストーリー作り」が、今の日本にと

って特に欠けていると思うからである。今、日本では「働き方改革」が言われているが、改革が

なかなか進まない。生産性がなかなか上がらずイノベーションが起きづらい。改革と言われてい

るものも、残業規制か、ダイバーシティのような人間関係の改善が主である。上記でいうと「効

果的コミュニケーション」の分野の議論が中心になっている。しかし、生産性向上やイノベーシ

ョンを起こすためには、先ずは成果の定義をしっかりすることが第１優先であり、次は「自分で

マネジメントできる職務設計」や「高い生産性」のような成果に集中する仕組みづくりが第２優

先だと思う。 

今までのやり方を改善しようとすると、日本では、どうしても「組織の改善」や「人間関係の

改善」など内部志向になってしまう。そのために日本社会は、たくさんの課題を抱えながら停滞

している。今、本当に必要なことは、我々の事業は何か、どうやって社会や顧客に価値を提供す

るか、社会や顧客はどのように変化していくのかなど、外部と真剣に向き合い、外部に貢献する

想いを持つことではないだろうか。 

(2)リーダーシップスタイルとの関係 

今まで、マネジメントプロセス適用のポイントについては述べてきたが、リーダーシップスタ

イルについては述べてこなかった。メンバーが自己目標管理を推進するにあたって、リーダーシ

ップスタイルはどのように関連してくるのだろうか。 

ドラッカーは、特定のリーダーシップスタイルが特に良いとは言っていない。例えば、チーム

の運営の仕方について、オーケストラ型とかジャズバンド型など提示しているが、どの型が良い
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かについては状況によって異なると言っている。 

「ホットペッパー」の平尾氏のリーダーシップスタイルは、トップダウン的である。これは「サ

ンロクマル」という事業を立て直すために、メンバーの徹底した意識改革が必要だったからだろ

う。「サンロクマル」のやり方に慣れ切った人たちの意識を変え、新たな仕組みを導入するために

は、ボトムアップやサーバントではなく、トップダウンのリーダーシップスタイルで実施せざる

を得なかったと思う。 

トップダウン的なリーダーシップスタイルでは、メンバーが自ら考えなくなるのではないかと

言う心配が出てくるが、一概にそうとは言えない。「ホットペッパー」の場合でも、顧客の価値の

創出の所では、メンバーは自ら考え、自己目標管理を行い、継続学習をするようになっている。

また、版元長に対しても、版元長会議などで自ら仕事の仕組みを考えるように仕向けている。大

切なことは、リーダーシップのスタイルではなく、仕事の与え方であり、目標による管理の仕組

みであり、本音でものが言えるコミュニケーションのあり方でないだろうか。 

「ホットペッパー」のようなトップダウン的なリーダーは、例えばユニクロを創業した柳井正

氏やセブンイレブンを創業した鈴木敏文氏などがいる。いずれも、新しい事業を創業するために、

かなりトップダウン的に進めているが、従業員に対しては自ら考えることを求めている。例えば、

セブンイレブンは、以前、鈴木敏文氏によってトップダウン的に事業が進められてきたが、現場

のレベルでは、アルバイトの店員でも、他のコンビニエンスストア以上に、「仮説・検証」を使い

自ら考えることが求められてきた。グローバル的にみても、ボトムアップ・トップダウンどちら

かが良いとは言えない。例えば、グーグルはボトムアップ的であるが、アマゾンはトップダウン

的であり、どちらも事業を発展させている。 

ドラッカーがリーダーに求めているのは「真摯さ」である。顧客を創造し社会に貢献し、従業

員が生き生きと働くように真摯に考えることが重要であって、成果を上げるためのリーダーシッ

プスタイルは変化する。大切なことは、環境に合わせてマネジメントプロセスをきちんと考え、

真摯に行うことである。ドラッカーは『マネジメント』の本は書いたが、リーダーシップの本は

書かなかった。 

(3)変化への対応 

但し、トップダウン的なリーダーシップスタイルが特に効果的なのは、特定のビジネスモデル

を徹底して遂行する時である。従って、このリーダーシップスタイルで問題になるのは、「変化へ

の対応」の時だろう。どのようなビジネスモデルでも、長く続けられるものではない。今まで遂

行してきたビジネスモデルが通用しない時が来る。その時に、どのようなトップにも限界はある。

発想を転換する時には通常はトップを変える。トップを後継者にスイッチするが、あまりトップ

ダウン的だとカリスマ的リーダーになり、後継者選びなどで失敗する可能性がある。例えば、前

述の鈴木敏文氏は、実際に後継者選びで失敗したし、ユニクロの柳井正氏なども、後継者が危惧

されている。 

ホットペッパーも、現在はビジネスモデルが次第に変化している。平尾氏は、とっくの昔にホ

ットペッパーから離れた。フリーペーパーを置く地域は減少しており、予想通り、今やネットが

メインになっている。ネットで、ホットペッパーグルメを見ると、ネットを活用した予約機能、

検索機能がメインになっている。ネット万能の時代になり、消費者が賢くなると、むしろ「食べ

ログ」のような「口コミで飲食店を評価するやり方」の方が優位性を持つかもしれない。15 年前

に優位を持つやり方が現在も通用するとは限らないのである。 

今、リクルートはＡＩや画像解析技術を使って付加価値を付けることを考えている。例えば、

ホットペッパービューティーでは、画像解析技術を使い、ユーザーがネイル画像を閲覧すると、

デザインや色が似ている他のネイル画像を表示してくれる機能を開発した。これにより、サイト
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のユーザー回遊率が上がったという。 

上記の事例は、既存の事業に新しい技術を使った事例であるが、ＡＩのような技術は、今や事

業そのものも変えようとしている。例えば、データ活用である。リクルートは、ホットペッパー

の他、ケイコとマナブ、じゃらん、ゼクシィなど、様々なマッチングビジネスを扱っているが、

これがデータ活用の武器になる。美容や旅行、就職、住まいなどあらゆる領域でビジネスを展開

することにより、原稿や商品・店舗の画像、社員による営業日報など、膨大な非構造データが溜

まっている。リクルートは、これらをＡＩで整理・分析して何らかのビジネス価値を引き出すこ

とを考えているようだ。そうなると「グーグル」のようなビジネスモデルになるかもしれない。

15 年前の「ホットペッパー」の本が書かれた時代には、マッチングビジネスで収益を上げること

がテーマであった。ところが、仮に「グーグル」のようなビジネスモデルが主体になると、「ホッ

トペッパー」も、事業の推進主体としてではなく、単なる有益なデータを集める媒体として見ら

れるようになるかもしれない。 

(4)他の事例の検討と今後の課題 

今回、ドラッカーのマネジメントプロセス適用の事例を考えるにあたっては、「ホットペッパー」

の事例で実施したが、実際は、私はそれだけではなく、「都田建設」「旭山動物園」「早稲田大学ラ

グビー部」などの事例も検討した。事例ごとに何冊か本も読んだ。いずれも、ドラッカーのマネ

ジメントプロセスと共通した所が多いがリーダーシップスタイルは異なる。 

「都田建設」は浜松市の工務店であるが、「住まいづくりやものづくりを通して『愛、夢、自由、

仲間』（ドロフィーズ）のライフスタイルを広める」ということがミッションの、ミッション経営

である。このミッションのもとに、顧客・顧客価値などがよく考えられている。また、この会社

はコミュニケーションの仕組みを工夫し、トップと社員との関係が、より濃密である。本稿では、

当初この事例を扱うことを検討したが、目標管理の仕組みなどがよく分からなかったため断念し

た。 

「旭山動物園」は、旭川市の動物園であるが、ここも「動物の魅力・素晴らしさを伝える」と

いうことをミッションにしたミッション経営である。ここの特徴は、ミッションやビジョン・顧

客・顧客価値などをトップが決めるのではなく、メンバーみんなで話し合って決定することであ

る。いわゆるボトムアップ型である。誰かトップが決めたわけではなく、全員が力を合わせて事

業を大きく変革した稀有な事例であり、チームの関係性の作り方など、研究する価値がある。た

だ、ここは都田建設以上に、内部の管理システムがよく分からなかった。 

中竹竜二市が監督として率いていた「早稲田大学ラグビー部」は、ビジョンやシナリオは監督

が決定するが、それ以外はメンバーの徹底したセルフマネジメントを貫いている事例である。「自

らの強みやスタイルを活かすこと」、「監督が指示することなく、チームで話し合いながら練習の

仕方や試合展開を話し合うこと」など極めて興味深い。セルフマネジメントの独自のやり方が、

非常に参考になる。しかし、この事例は顧客・顧客価値などが出てこない。 

いずれの事例も、「ホットペッパー」ほどは、マネジメントプロセス全般の分析をすることがで

きなかった。そこで、今回は「ホットペッパー」の事例を紹介した。 

ただ、今後は「ホットペッパー」以外の事例についても検討し紹介したい。私が、現在特に興

味を持っているのは「旭山動物園」の事例である。「ホットペッパー」がトップダウン型なのに対

して、「旭山動物園」はボトムアップ型である。どちらの優劣をつけるわけではないが、私は、日

本人の強みを考えると、チーム皆で考えて行動するボトムアップ型の方が向いているようにも思

う。従って、この事例を研究すれば、いろいろ応用できるのではないか。今後そのようなことも

考えていきたい。 

以上 
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気象予報業と MSC 
髙橋 磨 

 

 自然現象によるリスクを減じようとした場合、気象予報は密接に関連した業務である。 

現在日本では、営利・非営利を問わず「業務」として予報（＝観測の成果に基く現象の予想の発表）

を行う、すなわち、自ら行った予想を、日常的・継続的に他者に提供（発表）する場合には、気象業

務法の規定により、気象庁長官より気象予報業の認可を受ける必要があることが定められている。（気

象業務法第 17 条） 

 この法律に基づき、2017 年 7 月 18 日現在で以下の数の認可を受けている企業・組織・個人が存在

する。 

 

 気象・波浪を範囲とする許可 70 者 

 地震動を範囲とする許可を受けている者が 50 者 

 火山現象を範囲とする許可を受けている者が 2 者 

 津波を範囲とする許可を受けている者が 1 者 

 

 これらの認可を受けている企業・組織・個人のうち、特に営利目的で気象予報業を営んでいる企業

を、俗に「民間の気象予報会社」と称する。  

 民間の気象予報会社の大きな特徴の一つに、顧客本位な気象情報の提供が出来るという事があげら

れる。顧客本位な気象情報とは、顧客が気象からどのように判断をして行動するかという事に着目し

た気象情報の提供形式である。例を挙げると 

 

興業開催時に雨が降って（気象の動き）中止になりそう（予想される結果） 

⇒弁当の製造を抑えて廃棄ロスを無くそう（リスクヘッジ） 

⇒製造の都合上午前 1 時までに判断したい 

 

という意思決定の基準を持っている顧客の場合、気象庁発表の天気予報（都府県を概ね 3-5 に区分け

したレベル、朝 5 時半発表）では、十分な判断が出来ない恐れがある。 そこで、日付が変わる頃に 

 

興業開催地付近では、開催時刻の 10 時頃から 2 時間ほど、 

時間 20-30 ミリ程度の雷を伴った雨が降る恐れがあるでしょう 

 

といった予報が欲しいという「ニーズ」が生じる。 こういったニーズに対応する事ができるのが民

間の気象予報会社の特徴となっている。 

 

 

このように「民間の気象予報会社」というのは、他の業界と異なり、潜在的なニーズがある上に、

「正確な気象予報」という目的と使命が明確で判りやすく経営層も従業員も容易に一丸となりやすい

業界であるにも関わらず、業界トップ社は上場を果たし、「ベンチャーの見本」「情報産業の見本」と

評価が高いのに比べて他社は然程名前を聞かない。 このギャップが何処にあるかを明確にするべく、

今回、民間の気象予報会社として著名である「株式会社ウェザーニューズ」社事業についてマネジメ

ント・スコアカード（MSC）で分析を行ってみる。 
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＜ウェザーニューズ社概要＞ 

 

◆企業概要 

（株）ウェザーニューズ （以下 WNI） 

創業は 1986 年 6 月。 米オーシャンルーツ（Ocean Routes）社の日本支社（1970 年 3 月設立）支

社長だった石橋博良氏が、日本国内に於ける陸上及び航空対象の気象予報事業を 180 百万円で MBO し

て創業。1993 年 10 月には米オーシャンルーツ社を買収し、世界最大の民間気象予報会社となる。 

2017 年 5 月現在、資本金 1,706 百万円、社員数 826 名 

2016 年 6 月～2017 年 5 月の営業期で売上高 14,542 百万円、営業利益率 19.57% 

 

 

◆特徴 

 WNI 社が他の民間気象予報会社と異なる点は幾つかあるが、その顕著な例として幾つか上げて説明

をする。 

 

《徹底した差別化戦略「RC（リスクコミュニケーション）」と市場開拓力》 

 石橋氏が創業を計画した当時の日本の気象予報は、海洋気象も航空気象も現在の気象庁発表天気予

報とほぼ同じ「東京地方は晴れのち曇り やや風が強く沿岸部は波が高い」程度だった。 そこで石

橋氏は「自分達は（天気）予報を売らない。予報そのものよりリスクコミュニケーションサービスを

やる」、「自分達は物真似はしない、例え苦労してでも独自路線を貫く」という差別化戦略を徹底し企

業文化に落とし込んでいる。 

 

 また、この差別化戦略に必須なのが強力な市場開拓力である。発祥が「太平洋上を航行する船舶に

対する気象航路情報を提供する」という顧客ニーズに合わせた気象情報の提供であったことから、顧

客の気象情報に関するニーズを発掘して顧客本位の気象情報を開拓するという動きは、自然と企業の

文化として芽生えて根付いたと推察される。 

 

《「サポーター」という有料会員の存在》 

WNI 社には事業ドメインとして独自呼称の「BtoS」と称するものがあるが、この S というのが、WNI

社に月額会費を払って会員となっているサポーターである。 サポーターのうち希望する者は、自分

の今いるところの周囲の天気の状態を報告している。（報告は無報酬） この報告情報を同社予報士の

判断及び処理の上、実況として取込み、気象予報の精度向上に貢献させている。 

 

 気象予報の精度を向上させるためには予報ロジックの根拠と実況の照合による「振返りの積み重ね」

が最も重要である。 

 気象庁提供の実況データ（有人観測、地域気象観測システム、気象レーダー）でも振返りは可能で

あるが、気象庁は気象観測の自動化を推進した結果、1995 年には 109 あった有人測候所を 2010 年ま

でに 2 カ所と大幅に削減している。 その代わり地域気象観測システム（AMeDAS）を 1700 カ所設置し

て対応しているが、自動観測では観測不能な気象（例：落雷・地吹雪など）が有る事、5 分ごとの平

均値で報告するので激しい気象変化には対応出来ていない等の課題がある。 

 これらを補完する一つの手段として、サポーターに「感測」をして報告を入れて貰うことで、実況

の補足情報として予報ロジックと照合することで予報の精度向上に寄与することが出来る。 

このため、サポーターは同社の予報精度向上のためには欠かせない存在となっている。  
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5 つの重要な質問と事業の定義について 

WNI 社は「5 つの重要な質問と事業の定義」を以下として定めていると思われる。 これらの情報

はホームページから筆者が独自に読み取ったものである。 

 

目的とミッションは

何か？ 

全世界一人一人に本当に役に立つ気象情報サービスを提供する。 

「Always WITH you!」 

顧客は誰か？ 顧客本位な気象情報を要求する全ての個人や団体 

顧客にとっての価値

は何か？ 

精度の高い顧客本位な気象情報 

（気象リスク最小化のへ貢献） 

正確な気象情報生成サポートへの参加 

（国内 650 万人超に及ぶサポーター） 

我々の成果は何か？ サービスメニュー、提供地域の拡充 

気象サポーターの価値創造 

（気象サポータープロジェクト ex：「ゲリラ豪雨防衛隊」） 

我々の計画は何か？ 2018 年 5 月期に以下の状態を目指す 

売上高 15,500 百万円（BtoB:9,250 百万円／BtoS:6,250 百万円） 

営業利益率 14.8％ 

欧州のエネルギー、流通、小売業向けの気象情報提供事業の開始。 

蓄積データを効果的に解析出来るよう基幹インフラ刷新 

価値創造を高める気象観測インフラの整備 

グローバル展開を実現する人材の確保と育成、マネジメント力に向

けた人材強化 

BtoS サービスポジションを確立する広告 

事業は何か？ 世界の気象情報交換台 

 

創業者である石橋氏の思いが、ミッションや顧客の求める価値に繋がっている。 

 

 民間の気象予報会社であるので、目的とミッションは単純に「気象情報サービスの提供」というこ

とになるが、当該社ではここに民間の気象予報会社の特徴たる「顧客本位」に繋がる言葉が加えられ

ている。 

 また特徴でも述べたように、サポーターに対して価値創造をすることでいかにサポーターを大切に

しているかが良く判る。 また成果指標や計画を数値／非数値両方で示すことが出来ている。 

 

 この 5 つの質問事項を全て充足出来る情報がホームページ上に掲載されている民間の気象予報会社

は、調べた限りでは WNI 社のみであったことから、5 つの重要な質問に対して明確な回答が可能な会

社は、確固とした「事業」を導き出すことができ、更に持続的な成長が見込まれると云う事が改めて

裏付けられる。 
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8 つの重要領域目標について 

 8 つの重要領域目標については、外部に発信している中期経営計画に関する資料等から、事業目標

を領域的にどのように考えているのかを筆者が独自に読み取ったものと、経営計画資料への記載は無

いが、ホームページ検索などから読み取ったものを列挙する。 

 

社会性（貢献責

任）及び顧客創造 

フルサービスウエザーカンパニーを目指す 

気象文化の創造を目的とした「WNI 気象文化創造センター」の運営への支

援 

●労務管理に起因する係争問題 

マーケティング 常に顧客が望む気象情報の開拓 

安全性に関するニーズへの対応 

省エネルギーに関するニーズへの対応 

自然エネルギー利活用に向けたサービス確立 

外航海運向けに全船隊最適化ソリューション提供 

（サービスブランド化） 

アジアのエリアマーケティングによるサービス販売 

欧州、米国でのコラボレーションの検討 

BtoS のサービスポジションを確立する広告戦略や UI/UX の継続的改善 

既存 BtoS のプラットフォームに応じたビジネスモデルの確立 

イノベーション 新興国を中心とした各気象機関との連携とインフラ整備 

蓄積データの効果的解析を目的した基幹インフラ再構築 

価値創造を高める気象観測インフラの整備 

サービス開発力強化のための IT パートナーの活用 

人的資源 グローバル展開への機動力・マネジメント力に向けた全社的人材強化 

サポーターの価値創造 

物的資源 独自の観測インフラ網 

 （独自気象衛星、各種レーダー＆センサー） 

資金 2017 年 5 月末（31 期末）時点で 7,636 百万円の現金及び預金並びに売掛

金 2,461 百万を持つ。 BtoS 事業が少額課金ビジネスモデルで安定した

代金回収が可能になっている。 

生産性 欧州マーケットへの参入によって日米韓台豪中英欧のグローバルサービ

スへの展開を実現するが、それを 800 名程の従業員で行う。 

利益 2020 年 5 月の 34 期末時点で、売上高 16,700 百万円、営業利益 3,000 百

万円達成を目標としている。 

 

 市場独占が目前に迫っている BtoB の OSR（Optimum Ship Routing 航海中の気象条件に燃費効率や時

間（納期や定時・定刻）などを加味した最適なルートやスピードを推奨するサービス）については、

サービスメニューの拡充や販拡により、同社の強みとしている分野を更に強化することでサービスブ

ランド化を目指している。 

 

 BtoB の OSR 以外の航空気象、鉄道気象についても販路拡大やサービスの拡充による売り上げ増大を

計画している。 また新しい分野として自然エネルギーへのエネルギーシフトに対する支援も計画し

ている事が判る。 
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BtoS 事業においては、月額 100 円～400 円の利用料金を「キャリアに通話料と一緒に回収してもら

う（キャリア決済）」というビジネスモデルであるために安定した利用料回収が可能になっているが、

フューチャーホンからスマートホンへの移行時のサービス見直し等で解約してしまうケースが多いの

も実情である。 特に、MNP（他の携帯会社への移行）や、MVMO（仮想移動体通信事業者）が提供する

「格安 SIM」を使ったスマートホンへの移行の場合は、決済手段の変更が生じるため、このことが解

約への切掛けとなるケースも少なくは無い。 

 

 さらには、フルサービス化を推進すればするほど提供する情報量が多くなるので、サポーターが必

要とする情報にたどり着くのに時間が掛かって、解約への切掛けとなっていることも想定される。 

これについては、SEO（Search Engine Optimization）・ASO（Apple Store Optimization）対応やキャ

ンペーン等々によるユーザーへの訴求機会の増大から再契約を促進させる、また、ユーザーエクスペ

リンスを高めることを目標としたユーザーインターフェースの継続的改修（UI/UX）による解約防止を

実行していく旨の計画も伺える。 

 

 その他には中期計画の最終段階ではアジアや欧米への進出によるグローバル化を目指していること

が読み取れるが、直近としてはグローバル化に備えて事業運営を支える IT や人材強化への投資を行う

としている点が注目される。 

 

 

 しかし、気になる点として、2008 年に労働管理に関する問題（解決済）が生じているが、WNI 社と

しては何らコメントを発していない。 

 

 当該社では二桁ほどの人数の人員を一旦「試用」として採用し、半年程度の試用期間を経てそのう

ちの 1-2 名を本採用として契約職にするという採用制度を取っている。 

2008 年 4 月に気象予報士の資格を持って入社した新入社員が、テレビ放送局向けの天気予報原稿を

大量に作成する業務に携わり、半年間で 1000 時間もの時間外労働を強いられた上に、上長より作業進

捗の遅延について厳しく叱責を受け、半年後の試用期間後の契約職への変更は難しい旨を告げられ、

試用期間終了 2 日後の同年 10 月 2 日に「会社選びの時点に戻りたい」との言葉を残して、自らこの世

を去っている事案が生じている。 

 

 また、2011 年には、経営職従業員が人事評価シートに個人の目標を記載して提出しなかったためリ

ーダー格からの降格をされたこと、事業再編で幕張では担当しなくなる事業に就いている従業員に対

して代替業務への斡旋や必要なトレーニングを受けさせなかったことについて、対象となる両名とも

組合員であったことなどから「組合への不当な介入」として組合側が東京都労働委員会に救済申立て

という事案も発生している。  

（何れも「会社は双方とも十分な救済措置を講じており、組合員のみを対象とした不当な介入には

当たらない」として申立ては却下棄却とされている） 

 

 人々の生命財産を気象リスクから守る事を理念として創業し、そのための情報発信を続けている会

社が、なぜ所属従業員の生命や尊厳を守ることが出来なかったのか。 目的とミッションがこれほど

シッカリし、重要領域の目標もあるにも関わらず、従業員と取締役経営幹部との間で何らかの「溝」

が生じているような気がしてならない。これらはマネージャーがマネージャーの仕事を理解していな

いのが原因では無いかと察せられる。 

 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 169 - 

 マネージャーの基本的な仕事は、8 つの事業領域目標に対して自身の部門が貢献するべき目標を定

め（Objectives）、部下を集めてチーム編成をし（Organize）、動機付けをし（Motivate）、測定指標を

定め（Measurement）、人材開発及び相互成長する（Development）であるが、このことを念頭に置いて

いたのであろうか。 

 

 さらに、これらの事案の上司と部下との間に、コミュニケーションが出来ていたのであろうかとい

う疑念も生じてくる。 

 上司と部下との間の有効的なコミュニケーションとは、受け手である部下の関心から始まり、部下

の理解を明らかにし、部下への期待に焦点を合わせていくことである。 これらのコミュニケーショ

ンの前提として、ドラッカーは自己目標管理「Management by Objectives and Self Control」が存在

すると述べている。 自己目標管理においては、部下は上司に対して組織全体や自らが属する部門に

自らはどのような貢献を行わなければならないと考えているかを明らかにする必要がある。 

 

 また、ドラッカーはこうも述べている。 部下と上司は視点が異なるので、自己目標管理が上司の

期待と完全に合致することは「まれ」である。 自己目標管理の最大の目的は、上司と部下の理解の

違いを明らかにすることにある。 こうして同じ事実を違ったように見ていることを互いに知ること

自体がコミュニケーションである。 

 

 この観点から察すると、コミュニケーションが出来ていたとは考えにくいのが明らかである。 

 なお、上司と部下のコミュニケーションを実現する仕組みとして、ドラッカーは「マネージャーズ・

レター」を提唱している。 これにより、部下、上司それぞれが自己目標管理を実施出来るようにな

り、そして各々が相手の自己目標を互いに把握し、そして連携に努めることが可能となる。 実際、

筆者も 1 年間、半期に 1 度の割合で年の離れた部下や常勤契約職員との間でマネージャーズ・レター

をやってみた結果、全社及び組織目標と直近の仕事や組織が抱える課題についての齟齬はかなり少な

くなっていたという認識を持っている。 

 

 

最後に 

 WNI 社は民間気象予報会社のパイオニアであり、ここ 2-3 年の財務諸表から見受けられる企業の健

康状態としては、悪いところは見当たらない。 また、ベンチャー企業、情報提供産業、気象ビジネ

スの成功例として語られることが多く、事実「民間気象予報会社＝WNI 社」というイメージがつき始

めている。 

 MSC フレームワークに照らして企業分析を行ってみても、企業活動の中心に顧客を据えていること、

ユニーク且つ明確なミッションを掲げていること、そこに向かって自らの強みを更に強化したり、明

日の事業を模索する動きを見せたりするなど、成功する理由が良く判った。 

 

しかしながら、MSC フレームワークでの企業分析の結果、特に「社会的責任経営」や「Human Ability」

（人材の強みを組織に生かす力）から鑑みると、若干懐疑的な面も見受けられる。 ここがこの会社

の弱点では無いかと思われる。 

 

 中期経営計画内の投資項目の中に「グローバル展開への機動力・マネジメント力に向けた全社的人

材強化」という記載があるのは、社会に与えたインパクトに適正に対応しようとしている表れと信じ

たい。 
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マネジメント・スコアカードの運用とその課題  － ある中小企業での実践報告 

 

 

 

市川 充 

１．はじめに 

「マネジメント・スコアカード」は、複数の戦略目標をバランスさせ、実現に向かって不断に挑戦

していく、ドラッカーが提唱したビジネスツールです。 

 筆者が従事している会社は、コンピュータシステムにおけるインフラストラクチャに当たる製品の

販売、構築、支援、保守を行なっています。この分野は時代の変化が早く、筆者は事業責任者として

壁にぶつかっていました。技術を追求するだけでなく、組織の問題を解決する必要を感じ、2007 年に

日本経済新聞社が主催していた CIO 養成講座（森岡謙仁講師、上田惇生講師）にたどり着き、「ドラ

ッカー」マネジメントを知ることとなりました。それまでは、「事業テーマ」と「数値目標」と「目の

前のお客様」が漠然とあるだけでしたが、ドラッカーの知見を少しずつ導入しはじめました。まだ進

化の途中ですが、その一端を紹介します。 

 

２．シートの概要 

筆者は、３つのシートを使っています。まず、「マネジメント・スコアカード」は、事業を継続す

る上で、事業領域の定義を行ったうえで８つの個別目標領域を設定し、バランスすることを目指しま

す。８つの分け方は著作によって若干違いますが、筆者は以下の８つを目標として使っています。 

 

「マネージャーズ・レター」は、部下（従業員）が上司に宛てて書くレポートで、次の項目を書いて

もらい、上司がフィードバックすることで、部下の目標を支援するツールです。 

 

「アミュレット事業戦略検討シート」は、筆者がドラッカーを知る以前から使っていた事業目標設定

シートをアレンジし、ドラッカーの「問い」に置き換えたフレームワークであり、９つの質問からな

ります。 

 

それぞれのシートの背景にあるフレームワークや詳しい解説はここでは省略します。 

 

市場における位置と地位、イノベーション、マネジメントの実力と展開、従業員の実力と姿勢、

物的資源と資金、生産性、社会的責任、利益管理 

あなたが担当する事業の部門名と担当する上長の目標、自分の目標、自分の仕事の要求水準、

目標達成のために行なうべきこと、目標達成に対する障害、上司や会社が行なっている活動で

助けになっていること、上司や会社が行なっている活動で障害になること、目標達成のために

今後１年行なうべきこと 

事業テーマ、お客様は誰か？ お客様にとっての価値は何か？ まだお客様でない方は誰か？  

市場ではどんな変化が起きているか？ 市場ではどんな新しい機会があるか？ 着目した機会

（成功と失敗）は何か？ 私たちの事業は何か？ 私たちの事業はどうなるか？ 私たちの事業

はどうあるべきか？ 
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「マネジメント・スコアカード」『現代の経営』「７章 事業の目標」1)を参考にしています。「マネー

ジャーズ・レター」は、『現代の経営』「２７章 優れた経営管理者の要件」2)を参考にしています。

「アミュレット事業戦略検討シート」の解説は、ドラッカー「マネジメント」研究会の第四期

（2014-2015 年度）分科会成果報告 2)に詳細があり、ドラッカー学会の Web サイトからダウンロー

ド可能です。 

 

３. 運用手順と担当者 

 事業責任者は「マネジメント・スコアカード」を構想し、設定し、編集し、保守します。従業員は

「マネージャーズ・レター」で目標を管理し、「アミュレット事業戦略検討シート」でお客様の声や社

会の変化をモニタリングします。３つのシートは半年を一つの区切りとして作成します。作成手順は

次のように１０段階に分かれています。 

（１） 「マネジメント・スコアカード プレリリース版」を作成し、従業員に公開する。 

（２） 「マネージャーズ・レター」を従業員が記す。その際、（１）を参考にしてもらう。 

（３） 「マネージャーズ・レター」を事業責任者と従業員でレビューする。 

（４） 「マネジメント・スコアカード」を改定して公開する。その際、（３）を参考にする。 

（５） 「マネジメント・スコアカード」の目標を事業責任者と従業員が一体となって実践する。 

（６） ２ヶ月後ぐらいに「アミュレット事業戦略検討シート」を従業員が記す。 

（７） 「アミュレット事業戦略検討シート」を事業責任者と従業員でレビューする。事業上の仮説

や実験計画を立てる。 

（８） 「アミュレット事業戦略検討シート」を検証する。仮説や実験計画をもとに、実証実験を事

業責任者と従業員とともに試す。 

（９） 実施期間終了後、「マネジメント・スコアカード」を事業責任者が評価する。 

（１０）実施期間終了後、「マネージャーズ・レター」を従業員が評価する。 

 

表 1 マネジメント・スコアカードの流れ 
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４ 運用の実際 

 

４−１ 「マネジメント・スコアカード プレリリース版」を作成し、従業員に公開する。 

 最初の版は事業責任者が作ります。一番最初は思いつきで構いません。すでに個別に計画が立って

いる分野や、数値目標(KPI)や期間内に実施することがわかっていることは記載します。併せて、社

内、社外のイベントをスケジュール表に記載します。こちらは、少し先が見通せるように１年間分を

用意します。作成したものは従業員に配布します。これは、「マネージャーズ・レター」を書く時の参

考の意味と、現場を担当する側から批評してもらう意味の２つがあります。 

 

表 2 マネジメント・スコアカードのサンプル 
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表 3 「マネジメント・スコアカード」に付属させるスケジュール表 

 

 

４−２ 「マネージャーズ・レター」を従業員が記す。その際、「プレリリース版」を参考にしてもら

う。 

 従業員には、１週間から２週間ぐらいの時間を取っていただき、マネージャーズ・レターを業務時

間内に書いてもらいます。計画の中にある矛盾を指摘されることや、厳しい言葉もいただきます。ま

た、記述やレポートに消極的な場合は、仕事の抱えすぎや、働く意欲が失われている場合があります

ので注意深く見ていきます。レポートとして完成度を追求するものではなく、ざっくりと簡潔に書い

ていただくようお願いしています。 

 

４−３ 「マネージャーズ・レター」を事業責任者と従業員でレビューする。 

 上司と部下で１対１でのレポートの読み合わせを行います。要望や意見については、事業責任者と

して真摯に受け止めます。人事面接の側面もあるので、良い意見、優れた着眼点や視点、姿勢に関し

ては気づいたところを褒めるよう心掛け、本人の強みを認識してもらいます。「マネージャーズ・レタ

ー」が簡潔に書いてあると、議論の中でより自由に広がりを持って進めることができ、現実的な視点、

目標を見つけやすくなります。後日、読み合わせ結果は清書してお渡しします。 
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表４ 「マネージャーズ・レター」のサンプル 

 

４−４ 「マネジメント・スコアカード」を改定して公開する。その際、４−３を参考にする。 

 「マネージャーズ・レター」の結果を考慮し、「マネジメント・スコアカード」を修正します。「マ

ネジメント・スコアカード」のすべての項目は、「マネージャーズ・レター」を書いてくださった方々

の協力と努力なしでは実現できません。事業責任者の妄想に過ぎなかった初版は、大きく書き換わり、

具体性を帯びたものになります。出来上がった改定版「マネジメント・スコアカード」は、会社の見

えるところに貼っておきます。数値目標なども入れておくので、節目節目でチェックするようにしま

す。これを持って「マネジメント・スコアカード」が正式にリリースされます。 

 

４−５ 「マネジメント・スコアカード」の目標を事業責任者と従業員が一体となって実践する。 

 １つ１つの数値目標や定性目標は、どんな単純なものでも PDCA(計画、実行、評価、改善)の取り

組みが必要です。会社の内部的な事柄、例えば「従業員の実力と姿勢」の目標の１つに「働き方を見

直して就業規則を変える」があったとします。文面を考え、給与システムを修正し、場合によっては

社会保険労務士の先生と相談し、適正な手順が必要です。お客様やイノベーションに関わるものはさ

らに大変です。未知のお客様にお会いし、やったことのない実験を成さねば達成できません。実行す

るには、時間と人をやりくりして、一つ一つ手分けして実施していくしか他はありません。 
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４−６ ２ヶ月後ぐらいに「アミュレット事業戦略検討シート」を従業員が記す。 

 ６ヶ月の事業期間の途中の２ヶ月後に、「アミュレット事業戦略検討シート」を書いてもらいます。

期間は１週間から２週間ぐらいの時間を取っていただき、業務時間内に書いてもらいます。このシー

トには、ただ一つの正解はありません。同じ部門に所属しても職種や立場によって考え方や見方が異

なれば、シートの内容も変わってきます。 

 

表５ アミュレット事業戦略検討シート 

 

 

４−７ 「アミュレット事業戦略検討シート」を事業責任者と従業員でレビューする。事業上の仮説

や実験計画を立てる。 

 シートをレビューする中で、なぜこれを書いたのかを１対１でヒアリングします。従業員も顧客と

仕事の実体験から出ているので真剣です。その事業のお客様がどのような価値観を持って、どうなる

のかについて一定の予測、仮説を立てます。シートはレビューで合意した内容を追記して、コピーは

従業員に返却します。 

 

４−８ 「アミュレット事業戦略検討シート」を検証する。仮説や実験計画をもとに、実証実験を 事

業責任者と従業員とともに試す。 

 担当者と共に、「アミュレット事業戦略検討シート」で立てた仮説について検証します。実際にお客

様の意見を聞く、Web サイトで実証実験を公開して反応をみる、パートナーの営業マンにサンプルを

試してもらうこと等です。失敗も多いのですが、新たな改善や発見につながります。 

 

４−９ 実施期間終了後、「マネジメント・スコアカード」を事業責任者が評価する。 

半期が終わったところでマネジメント・スコアカードの個々の行動計画の採点を行います。個別の

目標がどのように達成されたか、失敗や出来なかったところを見つけます。評価は５段階で「◎よく

できた  ○まあまあ  □やや課題あり  △大いに課題あり  ×全くできない」という定性的なものを事業

責任者が記します。数値目標の場合は事前に評価基準を定めていくことの方が多いです。結果は「ア

ミュレット事業戦略シート」作成前に全員に配布し共有します。 
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４−１０ 実施期間終了後、「マネージャーズ・レター」を従業員が評価する。 

半期が終わったところで、各自「マネージャーズ・レター」の取り組みを評価してもらいます。た

だし、この作業は、従業員の報告義務はありません。半期が終わる直前に、次の「マネージャーズ・

レター」を書いてもらいますが、ある程度そちらに反映してもらえれば良いと思っています。 

 

４−１１ 実施期間中に重複する作業について 

 以上が実施手順の流れですが、期間前後に関連する活動について説明をします。 

 

（１） マネジメント・スコアカード「プレリリース版」作成 

２回目以降はすでに実践期間が始まっている中で作成します。従業員と共に作成した「アミュレ

ット事業戦略検討シート」「実践報告」「実験報告」の内容を反映して作成します。 

（２）「マネージャーズ・レター」作成 

２回目以降は、少しずつ集まってきた情報を活用します。自身が書いた報告やお客様や市場の動

向を踏まえて記述します。真剣に取り組んでいる分野ほど、課題も解決方法も深く掘り下がりま

す。 

（３）「マネジメント・スコアカード」評価 

それぞれの達成度を確認し、予想より出来たこと、出来なかったこと、新たに気づいたことを整

理します。すぐに実践できるものは対応します。課題は、期間中に実施する「アミュレット事業

戦略検討シート」作成の中で検討するか、期間後半で作成する次の「マネジメント・スコアカー

ド」に繰り入れています。 

 

５ 実施スケジュール 

 

 以上の手順を実施スケジュールを図示すると次のようになります。 

 

表６ マネジメント・スコアカードの流れ 
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６ マネジメントの５つの仕事と「マネジメント・スコアカード」 

 

 ドラッカーは、マネジメントの５つの仕事として、OOMMD を提唱しています。OOMMD とは、

「Objectives 目標を決める」「Organize 組織する」「Motivate 動機付け」「Measurement 測定する」

「Develop 人材育成」の５つの頭文字をとったものです。確かに「マネジメント・スコアカード」

を書くだけでは、絵に描いた餅であって、事業責任者の自己満足に過ぎません。従業員が書くレポー

トである「マネージャーズ・レター」や「アミュレット事業戦略検討シート」を反映させることで、

実体に即したものなります。マネジメントの仕事が「OOMMD」であるならば、筆者は３つのシート

を組み合わせ、以下のような対応をしています。 

 

Objectives 目標を決める 

  「マネージャーズ・レター」により事業責任者の目標を参考にしながら従業員が自らの目標を見

出す。 

Organize 組織する 

  「マネージャーズ・レター」をフィードバックすることで、従業員の意見を汲み取った「マネジ

メント・スコアカード」を作り上げ、課題を明らかにして、役割、責任、期限を決める。 

Motivate 動機付け 

  「アミュレット事業戦略検討シート」を書き、仮説検証プロセスに参加することで参加意識を高

める。 

Measurement 測定する 

  仮説検証プロセスを通し、言わば「思いつき」の発案がどのような成り行きになるのかを体験す

る、「マネジメント・スコアカード」も数値目標を入れ、測定の対象となる。 

Develop 人材育成 

 仮説検証プロセスにより、測定結果をフィードバックし上司と部下が互いに学び合い成長する。

失敗や成功を通じてチャレンジ精神が培われると共に、自ら機会を作って成果を生み出す心構えが

できてくる。 

 

７ 成果 

 

 「マネジメント・スコアカード」を導入することによって、次のような成果が出ました。 

（１） 目標にバランスがとれてきた。 

バランスの取れていない目標とは、お客様や市場や社内資源やスケジュールの点で無茶な目標の

ことです。「マネジメント・スコアカード」を作成し続けることで今まで見え辛かった目標同士

の矛盾が随分減りました。 

 

（２） 社会の変化、お客様の変化を事業に取り込めるようになった。 

今回の取り組みを通じてわかったことは、お客様との接点の大切さです。活動の質をあげるには、

お客様との結びつきから得られる気づきが大切です。したがって、お客様やパートナー様へ訪問

し学ぶ時間を確保することで、変化を早く取り込めるようになった。 

 

（３） 従業員の意識が変わってきた。 

様々な活動において、背景を踏まえて広い視点で考えられるようになった。それぞれの活動を「作

業」ではなく「事業」として理解し、些細な作業でも「お客様」をイメージして「プロジェクト」

として認識できるようになりました。気の滅入る失敗があったとしても、機会として捉え、リカ

バリーする回数が増えました。失敗の芽を発見し、未然に防ぐ意識も増えました。 
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（４） 「利益」「収益性」が向上した。 

現在導入４年目（８シーズン）になりますが、最初の１年は「利益」「収益性」は下がりました。

２年目（３期目）から改善が始まり、現在も改善中です。事業には様々な要因があり、廃棄した

事業、新たに取り組む事業があるので一概に成果が出ているとは言えませんし、成功をお約束す

るものではありません。 

 

（５） 製品やサービスの品質が向上したかどうかはわからない。 

製品やサービスの品質はお客様が評価することであり、私どもでも部分的には実施しています。

体系的な利用者満足度調査はしていないので明確ではありませんが、仕組みの改善によって、エ

ラー率の低下やクレームや事故に対する予測能力は改善しています。 

 

8 課題 

 

 まず、筆者が従事している会社は社員 10 名以下の小さな会社ですが、３つのシートを運用するだ

けでも結構な負荷を感じます。今のやり方で大きな組織に適用することは難しいと思います。それぞ

れの問いを従業員と共に真剣に受け止めるには、時間と勉強が必要となります。３つのシートも１回

書いただけで終わらせるのではなく、そこで出た疑問を突き詰めていく努力も欠かせません。何百人

で実践するには適切な分担が必要です。将来権限を移譲する場合は、以下のような人材を育成する必

要でしょう。 

（１） マネジメント・スコアカードは事業者の責任に関わってくるので経営者以外に作れません。経

営者の判断力を鍛えるためにも事業責任者（＝経営者）が作る。 

（２） アミュレット事業戦略検討シート、マネージャーズ・レターのミーティングとレビューは次の

ような人物（複数）に移譲します。 

・信頼があり、人の話をきっちり聞く力を持っている人 

・顧客を知っている人 

・経営者の考え方と軸を同じくしている人 

 

課題というほどではありませんが、検討事項として、次のようなことを強く感じます。 

 

（１） 課題が明確になってきたことで、実践、検証など、やることが増えた。 

出来ること、必要なこと、やりたいことが明確になったために、時間の不足感を強く感じます。

優先順位を決めて、選択的に仕事をする必要があります。 

 

（２） 小さな市場で確かな存在感を確保することが大切である。 

どの市場で何を価値ありとみなし、何ができるかを積み上げる作業は企業活動の基本の一つで

す。この作業を積み重ねる中で、小さな市場でも存在感を確保していきます。「マネジメント・

スコアカード」の運用を通じ、その意味を強く感じるとともに、難しさや面白さがわかってき

ました。 

 

（３） 事業責任者と従業員の思いは一つにならなくても構わないが、目標は共有すべきである。 

「マネージャーズ・レター」では、上司や会社が行なっている活動に言及する部分があります

が、これはそれぞれの思いを一つにするための問いではなく、違いを整理するも 

のです。この違いが、業務の設計、制度の設計の改善に生かされます。事業責任者と従業員が

共感するのは「アミュレット事業戦略検討シート」を作成し、レビューした時です。顧客や市

場に対して、違う役割や能力の人間がそれぞれの強みを生かして、共通の目標を作り上げてい
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く作業だからで、この作業で重要と思われたものは翌期のマネジメント・スコアカードに反映

します。 

 

9 アミュレット株式会社での実践例 

 

ここでは、著者の実践例を示します。名前、項目などは適当に修正していますが感じは掴んでいた

だけると思います。「青色」が最初に記述した部分で、「赤色」がその後レビューで記述した部分です。 

（１） マネジメント・スコアカードの実践例 
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（２）マネジメント・スコアカード スケジュールの実践例 
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（３）マネージャーズ・レターの実践例 
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（４）アミュレット事業戦略検討シートの実践例 
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（５）参考：アミュレット事業戦略検討シートのそれぞれの問いの狙い 
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１０ 終わりに 

 

 マネジメント・スコアカードは、事業責任者の挑戦の宣誓書であると共に、それを支援する従業員

の皆様には、自ら機会を作って挑戦の場であると考えます。時代の変化が激しく、明日が見通せない

日々が続くからこそ、我々はマネジメント・スコアカードを必要とし、これからも全力でアップデー

トしていく他はないと考えます。 

 

筆者の「マネジメント・スコアカード」の導入においては、ドラッカー「マネジメント」研究会及

びファシリテーターである森岡謙仁様のご助言と応援、アミュレット株式会社の協力があって実現し

ています。この場を借りて感謝したいと思います。当論考が皆様の参考になれば幸いです。 

 

１１ 参考文献 

1) P.F.ドラッカー（1954）、上田惇生（2006）、『ドラッカー名著集 2 現代の経営［上］』、ダイ

ヤモンド社、82p〜120p. 

2) P.F.ドラッカー（1954）、上田惇生（2006）、『ドラッカー名著集 3 現代の経営［下］』、ダイ

ヤモンド社、219p〜220p. 

3) 市川 充. “アミュレット事業戦略検討シートを使ってみよう”. 、“ドラッカー「マネジメン

ト」研究会 第四期（2014?2015 年度）分科会成果報告書”. ドラッカー学会. 入手先

<http://drucker-ws.org//wp/wp-content/uploads/2016/05/DMSD_20160202.pdf>.  

172p〜184p.、(参照 2017-09-25) 

4) P.F.ドラッカー（1954）、上田惇生（2006）、『ドラッカー名著集 3 現代の経営［下］』、ダイ

ヤモンド社、226p〜227p. 

 

１２ キーワード 

マネジメント・スコアカード(MSC)、マネージャーズ・レター、アミュレット事業戦略検討シー

ト、３C 分析、５つの重要な質問、KPI、マネージャーの５つの仕事（OOMMD）、PDCA、中小

企業 

 

１３ 執筆者のプロフィール 

市川 充 

アミュレット株式会社 代表取締役 ドラッカー学会会員 

１９６７年 東京都江戸川区出身 

１９９３年より情報技術の実験、検証、カスタマイズ、サポート事業に従事。２０１７年現在、

ドラッカー「マネジメント」研究会および英語でドラッカーを学ぶ会に所属し、情報技術をい

かに成果あげるものにできるか研究開発に取組んでいる。 

 

以上 
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  非営利組織（ホームレス支援）における MSC 実践 

―「ハウジングファースト（Housing First; HF）」実践機関としてのクリニック立ち上げ 

（SWOC；ソーシャルワーカーズオフィス・クリニック）― 

 

森川すいめい 

 

１．開設前に見えていた課題 

 

我々は以下の課題について困難を感じていた。そこでそれらの課題解決を目標として SWOC を立

ち上げた。 

 

１）「ホームレス」状態から脱することが困難になるほどの何らかの障害（精神、知的、身体、内部障

害等）をもつ人たちがいるが、その支援は不十分である 

「ホームレス」に関して各国の論文を検索していくと、その多くは障害との関係が示されている。

一方で日本での調査はほとんどなされていない。2007 年～9 年にかけて、著者らは東京の一地域にお

ける精神疾患有病率調査と知的障害者割合調査を行った。この結果精神障害をもつ可能性のある人は

4 割～6 割、知的障害をもつ可能性のある人は 3 割だった。この割合は、各国の調査と相関している。

しかし国の、障害をもつホームレス状態にある人たちの支援は極めて不足していると言わざるを得な

い現状にあるため、彼ら彼女らは容易にはホームレス状態から脱することができないでいた。この理

由は、ホームレス状態にある人たちへの障害を理解した上での支援の制度がないだけではなく、我が

国においては障害をもつ人が地域生活を営むための支援が極めて乏しいことも起因していた。例えば

精神障害に関しての我が国の支援費割合は、医療と福祉にかける予算が 97:3 で、地域生活を支えるた

めの福祉を主体としたお金がほとんどない。 

また、障害をもつ人たちにとっては、専門的な医療支援とソーシャルワーク(social work; SW)の支援

が必要となってくるがこれも存在する地域は極めて限られていることから必要な支援が受けられてい

ない現状があった。 

 

２）実態もニーズも不明である 

 日本の「ホームレス」の定義は国際基準にない。「ホームレス」とは住まいを失った状態にある人を

さすが（推計 30 万人以上）、日本では「路上生活者」（約 6 千人）のみをさすため、真の「ホームレ

ス」状態のひとたちへの支援施策が存在しない。このことは支援の基本となるニーズ調査が行われて

いないことにもつながっている。ニーズに基づかない支援が展開されている。 

 

３）「貧困ビジネス」の存在 

 住まいを失った状態で支援を受ける場合は、最初に何らかの施設に入ることが暗黙のうちに求めら

れている。このとき、生活保護者をターゲットとした「貧困ビジネス」というものが存在していて、

貧困者の利益を蝕み自立を阻害している。例えば、一人一人が生活保護を利用するとアパート生活で

の家賃を含めて 12 万円/月程度の支給を受けることになる。しかし貧困ビジネスと呼ばれる類のもの

は、本人たちがアパート自立をする前の中間施設として位置づけられ、場所によっては 25 人部屋に

人を押し込み、門限は 9 時～17 時で、強制的に食事代を保護費から奪い、本人たちの手元には月に 2

万円程度しか残らないといった所もある。昼ご飯は出ないことが多いため、2 万円で昼飯代をやりく

りしなければならない。こうした仕組みは、彼ら彼女らの自立を阻害するだけではなく、彼ら彼女ら

から自由を奪いその自尊心を削り取ってしまっている。 
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４）住まいの確保が困難 

 「貧困ビジネス」を避けることができたとしても、住まいを失った状態からアパート生活を得るに

は、いくつかの障壁がある。その一つは、アパートの確保である。生活保護を利用できたとしても、

住まいを失った人がアパートを借りるのは容易でない。また、東京等地価の高い地域ではアパートを

借りることがより難しい。生活保護は申請した地域で利用することになるのだが、申請した地域の地

価の影響で家賃が高い場合は、他の地域に移ることが制度上難しいために、ますます住まいを確保す

るのが困難となっている。 

 

５）住まいを確保した後の安定支援が不足 

 前述したように、障害をもつ人たちへの生活支援予算が極めて小さいことから、我が国の地域生活

支援のパワーはとても小さくなっている。よって、障害をもち住まいの安定のために支援が必要な人

たちへの支援は、現状ほとんどないか利用が難しい。 

 

６）支援者の貧困 

前述のことは、支援者の貧困にもつながっている。支援者の給与が小さいことによって、支援の担

い手が不足している。 

 

７）人権が尊重されていない 

 貧困であることは、そのまま自己決定の選択肢が激減することと同義になりやすい。例えば生活保

護を利用した場合、本人の意思決定の範囲が相当狭まることになる。例えば医療サービスを利用する

にも指定された場所しか受診できないだけでなく、医療にかかりたくなくても「検診命令」という仕

組みによって医療受診が強制されることもある。 

さらに、障害を持っていて働けない状態だったとしても、適切な医療機関にかかることができなけれ

ば、障害の有無は考慮されずに就労を強要させ、心身の状態を悪化させてしまうこともまれではない。

生活保護のケースワーカーの多くは、障害に関してはまったくの素人であることが多く、彼ら彼女ら

にとってどんな助けが必要かわからないことも多いからである。結果的に障害者の権利は著しく侵害

されている現状がある。 

 

 

 

２．「ＨＦ」実施機関としてのＳＷＯＣ 

 

ＨＦとは、1980 年代に米国で生まれた障害等を理由に長期にホームレス状態にある人たちへの支援

方法である。それまでの支援では、長期にホームレス状態にある人への支援は困難を極めており、そ

の状態から脱することができないでいた。ＨＦ型支援は、まさにそういった人たちを支援対象として

考案され実行された。 

 

ＨＦ型支援の画期的な点の基礎に、こころの回復（リカバリーモデル）がある。これまでの支援の

多くは、住まいを失った人を弱者として、情けによって屋根と食を提供するという類のものだった。

この考え方にはいくつかの問題点があった。 

その一つは、情けによって提供される屋根と食であるゆえに、それぞれが劣悪な環境でもかまわな

いという思考が存在していた。してあげているのだから文句を言うな、せっかくしてあげているのに

贅沢だというような上から目線の考え方が存在し、支援を受ける者と支援をしてあげる者とが存在し

た。この考え方は支援を受ける者の自尊心を著しく傷つけてしまう。 
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ＨＦ型支援は、本人の選択が尊重される。どのように何を選択するかの権利を支援者が奪うことが

ない。支援者が行うことは選択肢を拡げ、可能性を高め、本人の選択を援助することである。旧来の

支援モデルが自尊心を傷つけるのに対し、ＨＦ型支援は、自尊心を回復する。 

 

また、旧来の支援モデルは、支援者によってその能力を評価され判断されるといったことが起る。

このことも個人の自尊心を著しく傷つける。 

例えば、支援を受けるためには、「能力がない」ことを証明しなければならない。以前は、住まい

を失った若者が生活保護申請をしに行っても、「若いから働けるでしょ」と行って保護申請を拒否され

るといったことも起っていた。お金がなくなって明日の食料がなくても、若さが評価されて生活保護

申請ができなかったということもあった。若い人は、若くても生活保護を申請しなければならない理

由を証明しなければならなかった。 

 

そしていざ能力がないことが証明されて支援を受けた後は、今度は、支援者の考える能力評価を受

けながら、支援者の課す試験をひとつひとつクリアしていく（生活リズムが整っているか、金銭管理

ができるか、部屋の掃除ができるか、集団生活のルールを守っているかなど）といったステップアッ

プを強いられる。生活リズムや部屋の掃除などは本人の責任において行われるものであって、それら

ができるかできないか等は支援者が評価するものではないはずなのだが、そういったことができると

評価されなければ次のステップに進ませてもらえない。集団生活のルールなどは、アパート生活がで

きるかどうかにはまったく関係ないことだが、最終ステップであるアパートを得るための条件になっ

てしまっている。旧来のモデルは、こういった過程において、人の自尊心を傷つけていった。 

 

ＨＦ型モデルでは、こうした評価を一切受ける必要は無い。安定した住まいを得るための条件とし

て他者の評価を受ける必要がない。住まいは人権であるとして、住まいを無条件で得ることができる。

住まいを得るために条件が課せられることはない。たとえば心身を病んでいて病院に行かないという

意思があったとしても支援者によって病院に行くことが住まいを得る条件だとされることはない。旧

来のモデルは病院での治療が条件になってしまっている。 

 

旧来の支援とＨＦ型支援の決定的な違いのもう一つは、その合理性にある。旧来の支援は、支援者

の評価を受けながら最終ゴールとしてのアパート生活がある。アパート生活は訓練された人間が達成

したゴールであるとされるために、住まいを得たあとの支援はあまり想定されていない。訓練の評価

は厳しいために住まいを得るに至る前に脱落する人も少なくないのだが、住まいを得た後も住まいを

失う人もいる。それは、アパート生活以前の訓練と、いざアパート生活が始まった後に起る助けが必

要な課題が別のものであるからだ。その課題と感じるものは個人個人異なる。 

ＨＦ型支援は、最初からアパート生活を始めるから、アパート生活がゴールではなく出発となる。

アパート生活をしながらどういった困りごとがあってどんな支援が必要かについて本人が選択できる

ように援助していく。結果的に約 90％の人がアパート生活を維持することになるのは極めて合理的な

結果である。 

 

ＨＦの成果に関しては、大規模な調査も行われており、どの地域で行っても、その理念が守られて

いる限りは約 9 割の人たちがアパート生活を 1 年以上維持していることが証明されている。現在は米

国の各地だけでなく、カナダ、フランスなどいくつかの国で国策として実行されている。我が国では

米国で作成されたフィデリティーに基づいた質が担保された形でのＨＦ型支援はほとんど行われてい

ないが、試験的に小さく始めている自治体もある。 
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そうした現状の中で、我々は、ＨＦ型支援を実現すべく、また前述の課題を解決すべく、ＳＷＯＣ

を立ち上げることにした。 

 

 

 

３．ＳＷＯＣ立ち上げの背景 

 

1999 年；東京都豊島区にて、路上生活者支援を行う当事者団体と当事者支援をする団体が立ち上がっ

た 

・良かった点；声を出せない人たちが声を出せるようになった。 

・課題；路上で病院に行けずに死んで行く人が豊島区だけでも毎年 10 人以上いた。福祉事務所では、

路上生活者が相談に言っても門前払いをされることが多くあった。 

2002 年；医療班立ち上げ 

・良かった点；病気のある人は、福祉事務所を通し病院に行きやすくなった。 

・課題；支援者の数が少なく全員ボランティアだったため支援の継続性を保つことができなかった。 

2003 年；NGO TENOHASI 発足 

・良かった点；これ以降、NPO 法人になり、支援の継続性が高まっていった。 

・課題；知的・発達・精神障害をもつひとたちの支援先がなかった 

2008 年、2009 年；路上生活者の精神疾患、及び、知的障害者の割合（それぞれ 4～6 割、3 割） 調

査実施 

・良かった点；日本中で路上生活者の中に障害をもつ人たちがいることが認知され、これ以降、路上

生活者支援の文脈の中で障害者支援が考慮されるようになった。派遣切りのあった年でもあり、その

過程で路上生活状態になった人がいて、その中に多くの障害を持った人たちがいたことが明らかにな

った。 

・課題：路上生活から脱した後の障害者支援の貧困さが浮き彫りになったが解決策がなかった。 

2010 年；元ホームレス状態にある人たちへの支援開始（NGO 世界の医療団、浦河べてるの家等の団

体と連携、現在 7 団体以上の綿密な連携が実行できている） 

・良かった点；路上生活から脱した後に孤立することが減った。 

・課題；貧困ビジネス型施設の影響による住まい確保困難、障害者の人権を尊重する支援の不足は、

以前から存在していたが依然手つかずだった。 

2015 年；ホームレス状態から直接アパートに移るための支援スタイル「ＨＦ」を実行するための団体

連携開始（ＨＦ東京プロジェクト（HFTP）） 

・良かった点；ＨＦを開始した。 

・課題：住まいを得た後の支援体制が弱い。 

2016 年 4 月；ソーシャルワーカーズオフィス・クリニック（ＳＷＯＣ）発足 

・良かった点；住まいを得た後のひとの生活支援ができるようになった。 

・課題：マネジメント不足 

→ ＳＷＯＣ開始 1 年前よりドラッカーマネジメント研究会森岡謙仁先生助言を受けながら MSC シ

ートを作成し、これの改良を続けた。 
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３．開始時ＭＳＣの適用・事業名：HFTP・SW＆クリニック（SWOC）部門 

我々の使命 ＨＦ（以下ＨＦ）を支援常識にする  事業定義；ＨＦ実践機関 

顧客は誰か 「ホームレス」（A 路上生活者、B 住まいを失った人) ②「ホームレス」支援をするひと 

顧客の価値 自己選択 ②支援が楽になる・支援コストが減る・うれしい 

我々の成果 人生が変わったと思うひとの数 ②支援してよかったと感じるひとの数 

活動計画 クリニック立ち上げ(2016.4)/ＨHF の実行(2016.4～)/他 HF 団体との連携会議参加(2016.4～)/

クリニックの経営安定（2016.10）/調査チーム（HFTP-r）立上げ(2016.5)/調査の実施（2017.6

～） 

８つの重量目標領域／活動  測 定 指 標 2016 年 4 月開始時点計画 

■社会性 

１.社会貢献/２.社会責任 

 

ホームレス数減少 / HF 実行チーム数 

 

測定予定 

■顧客創造 

１．住まい 

２．ボランティア 

３. 賛同協力者 

４．リピーター 

５．カスタマー 

５．プロスペクト 

６．ポテンシャル 

 

協力的な大家・不動産数 

ボランティアスタッフ人数 

サービス利用者を紹介する人数及び団体数 

ホームレスで SWOC の支援を受ける人数 

支援した路上生活者人数 

対象地域の路上生活者人数 

対象地域の住まいを失った状態にある人数 

 

2 件 

医師 3 名 

測定予定 

測定予定 

測定予定 

年 100 名 

調査予定 

■マーケティング 

１．既存サービス 

２．既存製品の廃棄 

３．新サービス 

４．新市場 

５．流通チャネル 

６．アフターサービス 

７．信用供与 

 

利用者数、顧客満足度、診療報酬額(訪問看護含む) 

自立しサービス終了者数 

HF 準備シェルター数 

非路上生活者の「ホームレス」/福祉事務所職員数 

ボランティア団体・福祉事務所で支持職員数 

利用者を依頼してくれた人への成果報告率と満足

度 

生活費貸与者の割合。医療費未回収者の割合 

 

調査予定、目標 140 万円 

調査予定 

8 戸 

調査予定/開発中 

9 団体・調査予定 

測定予定 

測定予定 

■イノベーション 

１．サービス 

２．市場の価値観変化 

３．市場投入プロセス 

４．開発プロセス 

５．人事管理 

６．組織運営 

 

HF 型アパート生活移行支援数 

アパート生活維持率 

サービ非利用時の支援費 /利用時の支援総額の減

少平均額 

炊き出し等の相談場所からの支援開始 

HFTP-r 年 12 回開催 

スタッフ数・顧客数・自己目標管理・ＭＳＣ理解

度 

 

測定予定 

測定予定 

調査予定 

マニュアル作成予定 

実施予定 

6 名・未・80 名/月・測定 

■人的資源 社員のミッション理解度、仕事満足度、離職率 測定予定・離職０人 

■物的資源 設備投資額、医療機器装備率,HF 関連物件確保 充足。寄付が主.戦略未 

■資金 必要資金（研修、人材確保、調査費） 年間 20 万 

■生産性 

１．経営資源の活用の程度と

成果 

２．バランスと全体の生産性 

３．人の働きぶり 

 

相談員：利用日数＝1 名：月 60 回 

顧客満足度対援助時間比、総資産収益率、PSW

数/訪問回数 

スタッフのミッション理解度と仕事満足度報告 

 

測定予定 

調査準備,3 件/日×20 日/名 

測定予定 

■利益 当期利益率、経常利益率 測定予定 
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４．MSC によって成功した点 

 

・ゴールが明瞭になることで、事業の定義がぶれることなく計画を立て実行することができた。 

・測定すべきものが明瞭になることで、成果が明瞭になった。 

・経営は予定通り安定した。 

・実践すべきことのうち実践できていない点が常に明瞭になっている。 

・ミッション実現のために調査が必要である意識を持ち続けることができたため、調査機関を SWOC

の外に作ることができた。 

 

以上のことによって、日々の仕事量の多さによって見失いそうになる成果へ向かうために必要な

様々なことをおろそかにしない意識をもつことができるようになり、この結果、成果に向い続けるこ

とができている。 

 

 

 

５．うまくいっていない点 

 

１）スタッフの思いの違いを埋めるための時間を生み出すことができていなかった 

人はコントロールできないものであるのだが、コントロールのできなさが過度になることでマネジ

メントが機能せず、結果的にスタッフの疲弊度が高まった（MSC によって問題点として明瞭になっ

た良い面でもある）。スタッフ一人一人にも人生があり、それぞれが実現したいもののためにここに集

っていることを明瞭にする時間が少なかった。このことによってスタッフ間の経営意識の差が生まれ、

やりたいこととやらなければならないことについてそれぞれ誰がどうして担うのかの意識の共有がで

きていなかった。この結果、スタッフ間の関係性が悪くなり、離職者を 1 名出すことにもつながった。 

 

２）ミッション実現と経営安定のための仕事量のバランス（ビジネスモデル）の当初設定を変更しな

ければならなかった 

当初のビジネスモデルは、ソーシャルワーカーが 1 日 3～4 件家庭訪問をすることで自分自身の人

件費を稼ぐことができて、それ以外の時間は自由にボランティア活動をしていくというものだった。

しかし、1 日 8 件訪問に行く人と、4 件を守る人と、まったく稼ぐ仕事をしない人とがバラバラに存

在することになった。 

それぞれの行動に意味はあったのだがそれぞれの大切にしたい理由がそこにあることを共有する時間

を創出できなかったことにより（話し合いの時間を創出する設定は事前に行われていたが実行できて

いなかった）、意識はずれ続け、この結果、離職者を出してしまった。互いに何を考えているのかわか

らずバラバラになってしまった。 

 

３）半年で達成すべきと計画していたものの多くが半年では達成できなかった 

特に問題だったのが半年後の収益が予測を遙かに超えて増加したことであった。それはスタッフの

ミッションへの共通理解のシェアが弱かったためであると考えられた。収益の急な増大は個人の力に

よって実現した。それはその個人がいなくなった場合には誰も実現できない程の努力によってもたら

されたものであった。 

このことはその人がいないと経営が安定しない構造を生み出してしまったことになり、事業継続にと

っては不利益であった。そうなってしまったのは、スタッフ間の対話の時間がほとんどなかったこと

によると考えられた。この問題点を明らかにしスタッフ間で共有し理解していく修正作業に 1 年半を

要した。 
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以上のような課題は、ＭＳＣによって浮き彫りにすることができたのは確かである。 

 

 

 

６．改善計画 

 

ＭＳＣ作成によって浮き彫りになっていった課題は、ミッションの共通理解、それぞれのスタッフ

が何に価値をもつかの共有、個人の価値とビジネスモデルとのバランスについての、スタッフ間の対

話の時間が十分ではなかったからと思われる。それぞれの個人の価値を尊重しつつミッションや経営

とのバランスを生み出すために、本論文作成後、改革のための会議が予定されている。 

 

 

 

7．予期せぬ失敗と危惧と今後の計画 

 

１）発足後の国の決める診療報酬の改定 

ビジネスモデルであった、「ソーシャルワーカーが訪問看護をすることによって、他の訪問看護ス

テーションと連携しながらＨＦを支えていく」ことが困難になった。二つの機関からの同時訪問がで

きなくなったのである。地域生活支援の担い手を生み出す計画を大幅に変更することになった。 

 

２）福祉事務所のアパート転宅許可速度が遅い 

我々の現状モデルは、ホームレス状態にある人に対して、一時的に個室のシェルターを用意し、極

めて短期間でアパート生活転宅を目指すものである。しかし、行政区の転宅許可速度が 3～4 ヶ月と

遅く、この間に不安に耐えきれずに疲れてしまって離脱する人が出てきている。ＨＦ型支援の調査論

文の一つに、支援者と関係をもってからアパート生活に移行するまでの期間が長いほど、支援者との

関係が悪くなるといったものがあるが、このことを実感させられている。 

 

３）自治体レベルでＨＦの考え方が広がっているが理念がない 

実際にモデル事業として実施する自治体がいくつか誕生したが、そのスタイルは、理念を置き去り

にしたものとなっている。ＨＦが最も大切にしたいことの真逆である管理的な考え方が実行されてい

る。ＨＦに関する調査では、住まいを得ることそのものに価値はあるのだが、それ以上に、本人の人

権や選択する機会を奪わないといった理念が守られたかどうかでアパート維持率が変わっている。行

政がＨＦの理念を無視して実行した場合は、その成果があがらずに過小評価されてしまう危惧がある。 

以上の失敗と危惧から、我々は事業計画の変更を余儀なくされている。ビジネスモデルとしては、支

援対象者の範囲を拡げること、医師はボランティアで確保されていたが今後は常勤医師を雇用すると

いった具体的な収益確保のための計画を立てている。 

福祉事務所との連携強化に関しても今後の検討課題としてあげている。 

また、理念に基づかないＨＦモデルが行政によって実行された場合、ＨＦの意義が失われてしまう。

我々は、理念を遵守したＨＦモデルこそが成果をあげるものであると証明すべく、調査計画を強化し

た。 
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８．予期せぬ成功とその先 

 

障害をもつホームレス状態にあった人たちの幾人かがアパート生活を得ることになったのだが、そ

の中でも、家をゴミ屋敷にして追い出された人や、すぐに激昂してしまうようなアパート生活などで

きるはずがないと思われた人が数名アパート生活を手にして維持している。しかも、その中には、ボ

ランティア活動を開始したり、就労移行支援を受けて就労に向かう人たちも出てきている。 

 就労に関しては、障害を持っていながらもアパート生活開始後に就労を再開する人の割合が予想を

超えて高い。特に支援を開始して 1 年がたち、急に就労に向かう人が増えてきた。今後、理由を調査

する予定にしている。 

 このような予期せぬ成功は、ＨＦ型支援を推進することに大きく寄与している。アパート生活が無

理ではないかと思えるくらいの精神障害が重いと思われる人も、支援によって生活できることが証明

できることによって、例えば施設や病院で強制的に生活させられ日常を管理されている人たちが自由

な生活を得ることができることの証明にもなる。 

また、精神障害が重い人への家主の不安は強いままである。しかしＨＦ型の支援が入ることで家主の

不安が払拭されることを証明することはできるかもしれない。事業は家主の不安を払拭するための支

援モデルの提案をしていくことになる。 

 我々はまた、予期せぬ成功を経ることで、新たに自前のアパートを購入する計画を立てることにな

った。住まいがありさえすれば何とかなるという確信を得たためである。 

 以上のことは調査を行いながら事例集を作成することでＨＦが広がっていく流れを作っていくと考

え現在、準備をしている。 

 

 

 

９. 2017 年 9 月時点での MSC の変化 

 

以上のことを踏まえ、2017 年９月現在の MSC は次のように変化している。 

 

 ＭＳＣ（「マネジメント・スコアカード」）の適用・・事業名：HFTP・SW＆クリニック部門 

我々の使命 ＨＦを支援常識にする  事業定義；ＨＦ実践機関 

顧客は誰か 「ホームレス」（A 路上生活者、B 住まいを失った人) ②「ホームレス」支援をするひと 

顧客の価値 自己選択 ②支援が楽になる・支援コストが減る・うれしい 

我々の成果 人生が変わったと思うひとの数 ②支援してよかったと感じるひとの数 

活動計画 /調査の実施（2017.6～）/調査結果まとめと発表(2018.3) 
 
８つの重量目標領域／活動  測 定 指 標 2017 年 7 月時点現状 

■社会性 

１.社会貢献/２.社会責任 

 

ホームレス数減少 / HF 実行チーム数 

 

測定予定/未 

■顧客創造 

１．住まい 

２．ボランティア 

３. 賛同協力者 

４．リピーター 

５．カスタマー 

５．プロスペクト 

６．ポテンシャル 

 

協力的な大家・不動産数 

ボランティアスタッフ人数 

サービス利用者を紹介する人数及び団体数 

ホームレスで SWOC の支援を受ける人数 

支援した路上生活者人数 

対象地域の路上生活者人数 

対象地域の住まいを失った状態にある人数 

 

3 件 

医師 3 名 

6 

測定中 

測定中 

年 100 名 

調査方法未開発 
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８つの重量目標領域／活動  測 定 指 標 2017 年 7 月時点現状 

■マーケティング 

１．既存サービス 

２．既存製品の廃棄 

３．新サービス 

４．新市場 

５．流通チャネル 

６．アフターサービス 

７．信用供与 

 

利用者数、顧客満足度、診療報酬額(訪問看護含む) 

自立しサービス終了者数 

HF 準備シェルター数 

非路上生活者の「ホームレス」/福祉事務所職員数 

ボランティア団体・福祉事務所で支持職員数 

利用者を依頼してくれた人への成果報告率と満足

度 

生活費貸与者の割合。医療費未回収者の割合 

 

調査中,調査予定,200 万/月 

調査中 

13 戸 

調査方法未開発 

9 団体・調査方法未開発 

測定方法開発予定だが高い 

測定中・多い 

■イノベーション 

１．サービス 

 

２．市場の価値観変化 

３．市場投入プロセス 

４．開発プロセス 

５．人事管理 

６．組織運営 

 

HF 型アパート生活移行支援数/オープンダイアロ

ーグ型支援による顧客満足度（日本型開発） 

アパート生活維持率 

サービ非利用時の支援費/利用時の支援総額の減少

平均額 

炊き出し等の相談場所からの支援開始 

HFTP-r 年 12 回開催 

スタッフ数・顧客数・自己目標管理・ＭＳＣ理解

度 

 

測定中/測定予定 

 

約 9 割/年以上 

調査予定 

マニュアル作成予定 

実施 

11 名・測定中・80 名/月・低 

■人的資源 社員のミッション理解度、仕事満足度、離職率 測定予定・離職１人 

■物的資源 設備投資額、医療機器装備率,HF 関連物件確保 充足。寄付が主.戦略開始 

■資金 必要資金（研修、人材確保、調査費） 年間 100 万円 

■生産性 

１．経営資源の活用の程度と

成果 

２．バランスと全体の生産性 

３．人の働きぶり 

 

相談員：利用日数＝1 名：月 60 回 

顧客満足度対時間比、総資産収益率、PSW 数/訪問

回数 

スタッフのミッション理解度と仕事満足度報告 

 

アンバランスだが達成 

調査不能要調整 

測定予定だが上昇中 

■利益 当期利益率、経常利益率 測定中だが予定通り 

＊変更点は斜字とした 

 

 

10．これまで実行できていないもののうち今後行っていく計画のもの 

 

・新たな支援方法の開発計画として、オープンダイアローグ（1980 年代にフィンランドで生まれた精

神疾患を有する人たちへの支援モデルとなるもので、回復率や就労再開率が従来の医療モデルに比

べて 3 倍近く高い）の仕組みを取り入れるための話し合いが継続されており、そのスタイルの確立

を予定している。 

・現時点ではオープンダイアローグに関してＭＳＣに反映していないが、今後反映させていく。 

・スタッフ間の対話の時間が不足している点について、対話の時間確保を予定している。このことに

よって互いの価値を尊重しつつ使命に向かうための各自の役割を確認していく。 

・マネージャーズ・レターは、現時点で活用できていない。現時点では組織のメンバーの意思決定に

階層がない組織であるからだが、人員が増えることによって意思決定の階層が生まれることは必須

である。今後マネージャーズ・レターの活用について検討を続ける。 
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・人的資源におけるスタッフの熟練度や態度に関しての評価について、どのようにしたら自己目標管

理ができるかの話し合いをスタッフ間で行っていく。 

・常勤医師の確保が予定できている。医師以外のスタッフの増員の予定している。 

・これまでの支援対象者は主に路上生活者であったが、スタッフの増員に従い、その対象者を広義の

ホームレス状態にある人へと拡げる計画を立てている。 

・リサーチ機関による多くの調査とその発表を計画している。このことによって、ＨＦ型支援の方が

成果においても、またコスト面においても効果があることを示すことができる。また、ＨＦの理念

を守ることが成果につながることを示す根拠を提示することで、間違ったＨＦの進行を防止できる。 

・ＨＦを行うための日本型のフィデリティー（日本の制度や文化に即したもの。米国型のフィデリテ

ィーは日本に合わないものがある）を作成することで、日本のどこででも実現できることを目指す。 

・予期せぬ成功によって明らかになってきた日本の制度内での支援モデルに関して、これを提案でき

るように事例集を作成していく。このことは、各地で支援困難となっている人たちへの支援にもつ

ながると考えられる。 

・精神科病院に長期に入院している 20 万人の「ホームレス」状態にある人たちの住まいを確保し地

域生活が安定するための支援モデルを確立していく。 

・本事業は、これまでボランティア事業としての意味合いが強かったが、ＭＳＣによって社会貢献の

目標を変えないまま、本業として支援活動ができるようになっている。この方法についてまとめ、

他の場所でもできるように情報開示していくことによって日本にＨＦを拡げ根付かせていく。 

 

 

 

11．MSC 利用によってもたらされた効果を以下にまとめる 

 

・事業のゴールの明瞭化によって計画を立てやすく間違った計画を立てることが少ない。 

・問題点がすぐに明瞭になるため、問題が起ったときに問題が何かがわかり、かつ修正計画を立てや

すい。 

・（忙しさに追われて見失いそうになる）成果のために必要な事を見失わずに実行できる（優先順位を

下げないでいられる）。 

・人を中心にマネジメントができる。収益やビジネスモデルを優先させすぎずに、スタッフ一人一人

の満足度や幸福度を測定することを失念させない。 

・成果を測定する意識を持つことができ、そのことによって成果へ向うことからぶれることがなくな

る。 

・失ってはいけない事業全体に必要な様々な事項に関して、すべてをチェックできる。ＭＳＣはまさ

に、事業の診断ツールであると実感できている。 

 

ＭＳＣは、我々の事業進行において必要不可欠のものとなった。事業立ち上げからまだ 1 年半しか

経っていないこともあり、ＭＳＣを十分に使いこなしていない部分もあるが、時間の経過とともにＭ

ＳＣを使いこなすことができると実感している。現時点で得ている効果は上記５つにまとめられるが、

今後もこれらは変化していくと考えている。事業の変化においては、常にＭＳＣによる事業診断を継

続していく必要があると考えている。 
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HF、ホームレス、オープンダイアローグ、精神障害、ＭＳＣ、ドラッカー 

 

 

 

＜執筆者プロフィール＞ 

 

森川すいめい（もりかわ・すいめい） 

翠会みどりの杜クリニック院長、ゆうりんクリニックボランティアスタッフ、精神科医。1995 年よ

りボランティア活動に参加し被災地域やホームレス状態の人への支援活動を行っている。認定ＮＰ

Ｏ法人世界の医療団理事等 5 つの NGO の理事を務める。著書に障害をもつホームレス者の実態に

ついて書いた「漂流老人ホームレス社会（朝日文庫,2015）」、日本の自殺希少地域について書いた

「その島のひとたちはひとの話をきかない(青土社,2016」がある。アジアアフリカを中心に世界 45

カ国を旅した。 
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弁護士業務とマネジメント 

平成２９年７月 坂田真吾 

 

はじめに 

（１）論じられないマネジメント  

 弁護士業界でも、近時、ドラッカーの著作に興味を持つ者が増えている。その理由は、世の中でド

ラッカーに対する関心が高まってきたというだけでなく、ドラッカーの物の見方や、特にプロフェッ

ショナルの在り方に対する考えに、弁護士として共感を覚えるということがあるのだと思われる。 

 一方で、法律事務所の運営に、具体的にどのようにドラッカーのマネジメント理論を適用すること

ができるのかについて、深みをもって論じられることはほとんどない。ドラッカーの著作でも、しば

しば一人のプロフェッショナルとしての弁護士の倫理等について言及されることはあるが、弁護士の

組織である法律事務所が具体的にどのようにマネジメントされるべきかについては、筆者の知る限り、

記されていない。 

 法律事務所のマネジメントを論じることは難しい。その一番の理由は、弁護士は、本質的に、組織

がなくても仕事をすることができるから、であろう。弁護士の業務は多様化しているが、伝統的にも

これからも裁判業務、交渉業務が主要なものと言えよう。いずれも一人か、せいぜい数名程度の弁護

士で対応するべき業務であり、人を増やせば増やすほど事案の全体像を適切に把握することが困難と

なり、かえって成果をあげることができない。収益や費用も、原始的形態としては、組織ではなく個

人に帰属する。筆者の所属する事務所も、受任事件の契約は各弁護士が行い、収益も個別の弁護士に

帰属し、経費のみを共同して負担するという形態をとっている。いわば、一人一人が、独立した「法

律事務所」である。 

 弁護士業務では、病院や製造業と異なり、重工な設備を必要としない。最新の設備があればよい仕

事をできるというものではありえない。商品を仕入れる購買部もなく、営業人員も不要であり、経理

や労働管理の負担も、一般企業と比べればごく軽い。極論すれば、紙とペンさえあれば（パソコン一

台あれば）、仕事をすることができる。なお、弁護士を支えてくれる事務スタッフの存在が重要である

ことは言うまでもない。 

（２）本稿の前提 

 筆者がドラッカーから受けた影響についても、まず、その職業倫理や仕事の在り方からはじまり、

次に、顧客の創造やイノベーションの重要性に目線が向くようになった。組織のマネジメントについ

ては、今後の課題としている、というのが現状である。 

 したがって、筆者に述べることができることは以上の限度であるが、ここ数年の自分の業務活動も

振り返りながら本稿を書いてみたい。 

 前提を記すが、筆者は平成１６年に弁護士となり、現在、登録後１３年目である。その間４年間は、

いったん弁護士業務から離れて、任期付の公務員として過ごした。具体的には、国税不服審判所とい

う国税庁の機関に国税審判官として在籍し、税務紛争事案の調査、議決を行っていた。平たく言えば、

課税庁と納税者の間に立って、裁判官のように課税処分等の適否について審判をするという仕事であ

る。一般に弁護士は税法に詳しくないとされるところ、以上の税務の経験が筆者の特徴と言える。 

 筆者の所属する事務所は東京に所在し、弁護士数は現時点で１５名であり、世代としては創業者世

代（７０歳代）、中堅世代（４０歳代から５０歳代）、若手世代（２０歳代から３０歳代）によって構

成される。筆者は現在４０歳なので中堅世代に当たる。後述するように、相互の独立性を尊重してお

り、創業者の理念も、特定の分野に偏った事務所とするのではなく、多様な弁護士の存在を前提とし

て、水滸伝の梁山泊のように、各自がそれぞれの強みをもって連携する事務所としたい、というもの

である。 

 

弁護士業務にとっての顧客創造、イノベーションについて 
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（１）弁護士にとっての専門性 

 弁護士をしていると、各所で知り合った方から、「専門は何ですか」と聞かれることがある。 

 この質問に対して、筆者は、かつては、弁護士は医者のように専門に特化していないから特に専門

というものはない、また、法律は調べれば分かるのだから、専門分野があるかどうかということはあ

まり意味を持たない、といった回答をしていた。  

 これは弁護士業務の一面の真実であるし、現在も多くの弁護士がこのように考えている。弁護士に

とって重要なのは法律的に書面を作成して人を説得する能力であり、その能力が高ければ、扱ったこ

とのない分野の仕事でも、よい成果を上げられる蓋然性が高い。 

（２）顧客創造と専門性 

 とはいえ、このような意識だけをもって仕事をしていてよいのか、という疑問も生じるところであ

る。 

 ジェネラリストであることは必要だとしても、やはり、社会に対してインパクトのある仕事をする

には、どうしても一定の専門分野を持ち、顧客層を広げ、当該分野の経験の蓄積により仕事のレベル

アップを図ることが求められるように思われる。 

 ドラッカーの説く顧客の創造に通じると思うが、筆者は、学生時代の恩師から、ある米国の映画を

引用しつつ、法律家は、parasites on societyであってはならず、social engineerでなければならない、

と教えられたことがある。すなわち、法律家は、社会に寄生して甘い汁を吸うものであってはならず、

法律という仕組みを使って社会をよい方向に変えていく存在でなければならないということである1。 

 弁護士の顧客は目の前の依頼者であるが、のみならず、社会に法的な救済を求めている人々が潜在

的に存在するのであり、そのような潜在顧客に対してこれまでなかったないしは不十分であった法的

サービスを提供することが、社会をよりよい方向に変えていくことにつながると思う。 

（３）専門性による需要創出の例 

 弁護士による需要の創出の例としては、たとえば株主総会対策が有名である。上場会社の株主総会

でいわゆる総会屋が跋扈していた時代に、ある弁護士が、総会屋から株主総会の仕事を奪う、と公言

した。曰く、上場企業は、総会屋に毎年莫大な金額の利益供与をしている、総会屋を株主総会から排

除して、株主総会対策を弁護士の業務とする、というものであった。折しも企業の総会屋に対する利

益供与が社会問題となった時代であり、これを推し進める商法の改正も背景にして、その弁護士は多

くの上場企業と連携し、株主総会の準備、運営等に関与し、「荒れる総会」を撲滅していった。今日で

は総会屋の数は激減している。 

 弁護士も社会の中で活動するのであるから、社会の変化に応じ、様々な需要を創出し、業務を変化

させていかなければならない。 

 このときに、ジェネラリストとして、いわば受け身の姿勢で、依頼があった案件の対応のみに終始

するのではなく、自分の強みを生かした特定の分野を設定し、積極的に顧客を創造していくことは重

要な使命なのではないかと思う。顧客からしても、特定の分野の専門家に対しての方が、当該分野の

相談をしやすいであろう。 

（４）筆者の業務経験からの問題意識と専門性 

 上記のように、筆者は税務紛争を国税審判官として４年間集中的に扱い、その後、平成２５年７月

に、弁護士業務に復帰し、現在４年が経過した。 

 国税審判官の業務内容は、裁判官のように中立的な立場から課税処分等の適否について判断を下す、

というものであるが、そのなかで、筆者は、二つの問題意識を持った。 

 一つは、税務署、国税局が行う課税処分が常に正しいわけではない、ということである。基本的に

税務職員は職務熱心であり、適法な課税処分が多いのであるが、すべてがそうであるわけではない。

                                                   
1 後藤昭「法科大学院と刑事訴訟法学」（一橋法学 第１３巻第２号 ２０１４年７月） 

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/26798/1/hogaku0130204950.pdf 
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税務職員が無意識のうちに事実関係を見過ごしたり、法律解釈を誤る事例も少なくない。 

 もう一つは、そのような課税処分の誤りを、納税者側が適切に追及できていない場合がある、とい

うことである。納税者に税理士、弁護士という法律の専門家がついていても同様であった。納税者側

が適切に処分の問題点を主張、立証できていないから、課税庁もその問題の検討を行っておらず、国

税不服審判所で課税処分を取り消した例も少なくなかった。税務紛争のプロセスは、税務調査からは

じまり、税務署が納税者に修正申告を求め、納税者がこれを拒否した場合に、課税庁が課税処分を行

い、納税者が不服を申し立て、その過程で国税不服審判所に事件が係属し、その後、税務訴訟に至る、

というものであるが、納税者が早期の税務調査段階で適切に課税庁の主張に反論できていれば、そも

そも課税庁も処分を断念したであろうと推測されるケースも散見された。 

 そうすると、課税庁の違法な処分によって過大な税額を課されている納税者が、すくなからず存在

するものと思われる。筆者は、そういう事案で、法律家として、課税庁の主張に対して適切に反論し

て違法な処分を是正する、という仕事をやってみたいと強く思った。 

 そのような視点から現在のわが国の税務の実情を見ると、専門家としては、課税庁の職員と税理士

がいる。筆者は、税務全般を申告税務と紛争税務という概念で分けて考えているが、税理士の行う税

務は、主に申告税務であり、日々の会計、税務申告、税務調査への立会い等である。紛争税務は、税

務調査で課税庁が問題点を指摘し、納税者がこれを受け入れない場合にはじまる。税理士は、課税庁

の判断を尊重し、何とか税務調査で解決を図ろうとする傾向があるといえ、税務調査で解決できない

場合の不服申立て手続を行ったことのある税理士はかなり珍しい。そして、多くの弁護士は、そもそ

も税法を勉強していないし、この税務上の不服申立て手続をほとんど知らない。 

 そうすると、本来は問題があって、専門家が適切に関与をすべき事象があるにも関わらず、専門家

が極めて少ないのであって、筆者がこの分野に注力する余地が十分にあるのではないか、と考えた。

なお、誤解がないように付言するが、税理士の業務は、長年顧客に寄り添って顧客を無用の紛争から

守るというものなので、税務調査に対しても穏当な解決を図って顧客に本業に専念してもらうという

のは合理的な在り方であると思う。これは医師でいえば内科的な業務であり、筆者が行う紛争税務業

務は外科的である。役割分担が異なるということであり、税務に関して外科的な専門家も必要だと思

う次第である。 

（５）筆者の具体的活動内容 

 このようなことを、国税不服審判所での業務を終えて弁護士に復帰した平成２５年当時考えたが、

具体的に、潜在顧客や案件をどのように発掘するかは試行錯誤が続いた。 

 これまでに行ったこと、考えたことをまとめると、まず、筆者が弁護士としてそういう仕事をでき

るということを世の中に知ってもらわなければなにも始まらない。そこで、税務関連雑誌等への論文

掲載や、税務関連著作（共著）の執筆や、税務関連に特化したホームページ開設と判例解説等の継続

的な記事（コラム）の掲載などを、日常業務の合間を見て行っている。これには相当の時間を割かな

ければならず、時間の捻出に苦慮しているところであるが、イノベーションは最初からトップの座を

ねらわなければならないということを想起し、注力している。実はほかにもやりたいことは多々ある

のであるが、ここに時間をかけなければものにならないと自分に言い聞かせている。 

 次に、業務範囲を自分の強みに限定しようと考えている。たとえば、筆者は税理士登録もしており、

資格の上では税務申告も行うことができるが、申告業務の依頼は断って知り合いの税理士を紹介する

などしている。申告税務と紛争税務は、同じ税務でも仕事のやり方、発想、必要となる知識経験がだ

いぶ異なるし、筆者の経験のあるのは紛争業務だけであることから、業務範囲を限定している。 

 また、適法ならばどのような業務も行うということではなく、自分なりの価値観を維持しようと考

えている。たとえば、租税を回避するような契約、スキームを作って欲しいと相談されることも稀に

ある。違法なスキームはもちろん作成できないが、違法とは言えなくても、法の隙間をつくような不

穏当な租税回避スキームの作成には関与しないこととしている。税金は国家が国民全般のための活動

をするための重要な原資であり、国民が公平に負担するべきものであって、不穏当な方法でそれを回
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避する行為は無責任と考えるからである。少なくとも筆者にとっては、この価値観を保っていないと、

時に国家と厳しく対峙する税務紛争業務をプライドを持って行うことができない。 

 そして、顧客にとっての真の価値を意識する必要がある。税務紛争に巻き込まれた納税者にとって

の価値は、まずは課税処分が取り消されることであろう。加えて、その取消しは、可能な限り早い方

がよい。適切な主張、立証を行えば早期に取り消されたはずの課税処分を数年後に税務訴訟で取り消

す、というのは物足りないだろう。また、取り消しようのない課税処分、つまり、課税庁の主張が正

しい処分も多数ある。そのような事案では、甘い見込を伝えることなく、紛争を起こすことを断念し

てその後の善後策を講じるべきであると説得することが、顧客にとっての真の価値につながると考え

る。税務訴訟の納税者敗訴判決を見ていると、なぜ、明らかに勝ち目がないのに訴訟まで起こしたの

だろうと疑問を持つことが少なくない。そういう事案で、税法に詳しくない弁護士が、とりあえず訴

訟提起を進める、というのは、一見頼もしく見えたとしても、顧客の真の価値を置き去りにしている

し、専門家としての責任の放棄であると思う。 

 以上のように試行錯誤してきたが、現在（平成２９年）までの４年間の間に相談件数、受任件数は

徐々に増加し、現在では一定数の不服申立て、税務訴訟の代理人、税務訴訟の意見書作成業務等を行

っており、また、毎月数件程度の税務紛争に係る相談を受けている、という状況である。相談、依頼

は、税理士からが約半分、一般の納税者からが約半分であり、地域としては全国から相談がある。 

（６）今後の予定 

 また、今後は、以上の個人的な活動を深掘りするだけではなく、後進を育て、より多くの税務弁護

士を育成したいとも思っている。そのために、弁護士会等で若手の弁護士に勉強会を開催したり、弁

護士向けの書籍を執筆したりしている。ひいては、税務調査において、弁護士が、意見書を提出する

ことが当たり前となる世の中を実現し、違法、不当な課税を予防ないし早期に是正したいと考えてい

る。これは、社会全体の認識の変化、すなわち、税務署が述べることが無謬ではなく、適切に戦えば

不合理な課税を回避できるし、そうすべきであるという認識を持つように変化させることにつながる。  

 

法律事務所のマネジメント 

 筆者個人の業務内容の現状は以上のとおりであるが、次に、組織としての法律事務所とどのように関

わるかということに焦点をあててみたい。 

（１）独立性の強い弁護士業務 

 法律事務所の運営形態には、会社のように、外部顧客からの収益を事務所に帰属させ、所属する弁

護士の多くが従業員的に給与や歩合報酬を支給されるという形態（収入共同型）もあるが、全く逆に、

個々の弁護士が個人事業主として収益をあげ、経費を事務所に対して負担するという形態（経費共同

型）もある。 

 筆者の事務所は後者の経費共同型の形態を採用しており、新人弁護士は５年間程度給与を支給され

るが、その後は給与は支給されずパートナー（組合員）として事務所の経費（事務所賃料、人件費等）

を負担することを求められる。いわば個人商店の集まりである。構成員には、年次、年齢等による社

会的な意味での上下関係はあるが、制度的には、所内で有する権限は平等である。創業者は教育熱心

であり、仕事のレベルは常に高い水準のものを求め、新人時代を経たら徐々に自分の仕事を増やして

一人の弁護士として活躍することを望んでいる。  

 このような形態の事務所に所属する弁護士にとっては、自ら独立して一人で事務所を構えるという

選択肢も十分にあり得る。 

 それでは、そのような弁護士があえて同じ事務所に所属するのはなぜかが問題となる。もちろん、

いわば消極的な面として、万一のための相互保障的な意味合いもあるし、共同することによる経費の

若干の削減効果もある。しかし、それだけではない積極的な何某かが確かに存在し、その価値を信じ、

実感するからこそ共同で事務所を運営しているという面がある。その積極的な面は何か、さらにその

価値を増大するにはどのようにすればよいか。 
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（２）共同事務所の表面的な利点 

 ここであげられるのは、創業者の理念に従って仕事のレベルを高く維持しようとする土壌があると

いうほかに、自分にない強みをもつ弁護士の存在である。筆者の事務所にも、会社法、Ｍ＆Ａ、労働、

企業再生、ＩＴ法務、独禁法、国際取引等の各分野にそれぞれ注力している弁護士がいる。また、弁

護士にも様々なタイプがあり、訴訟等の紛争、交渉業務に長けた者、契約書の作成、チェックを得手

とする者などがいる。そうすると、自分が依頼を受けた案件の性質に応じて、これらの他の弁護士と

共同して業務を行うことができるという利点がある。 

（３）部門制構想という試み 

 ただし、それだけでは、業務の深掘りの成果は、個人個人の活動の如何に依存することとなり、組

織としてはあまり発展性がないということになりかねない。このような相互の独立性を重視する形態

の事務所の最大の欠点は、個人個人の活動がたこつぼ的になってしまい、お互いにどのような仕事を

しているのか分かりにくく、有機的な結合を図ることが難しいということにある。 

 そこで、現在、当事務所では、部門制という構想を試みている。 

 すなわち、まず、事務所の業務内容を一定数の分野に区切って部門を作る（会社法関係、コンプラ

イアンス・危機管理関係、労働関係、税務関係等）。そして、個々の弁護士の希望に基づき、各部門に

数名程度の弁護士が所属する。 

 各部門においては、定期的に勉強会を開催したり、各自の事案を報告し合ったり、事案を共同で受

任したり、執筆等の対外的活動を行うこととする。 

 近時の試みであり、どのように成果が上がるかは未知数であるが、従前になかった業務分野や顧客

層の開拓への兆しは見え始めている。 

（４）部門制とマネジメント 

 とはいえ、単に部門という組織を作っただけでは、勉強会を惰性で行うというだけになってしまう。

そこで、このような部門制においての留意事項を検討するのに、ドラッカーのマネジメントが参考に

なると思われる。 

 まず、５つの重要な質問とされる、①目的とミッションは何か、②顧客は誰か、③顧客の求める価

値は何か、④我々の成果は何か、⑤我々の計画は何か、ということについて、明確にしなければなら

ない。これは、部門ごとに異なるべきものである。 

 濃淡を付けると、目的・ミッションと、顧客の特定がまずは重要であろう。弁護士は、元来受け身

で依頼を待つという習性がある。目の前の依頼者だけが顧客であり、その案件で依頼者の権利を実現

することだけを目的とし、抱える案件数は常時数十件あり、その処理だけで忙殺される、ということ

になりがちである。しかし、そもそも部門を設置した趣旨目的は、目の前の依頼者だけではない何ら

かの価値の創造ひいては顧客創造を目的とするのであるから、社会に目を向けて、当該部門に何がで

きるかを深く考えなければならない。顧客のニーズを想像するだけでなく、実際に聞いてみるという

ことや、思わぬところでニーズがあることを発見する、ということも重要となるだろう。 

 続いて、８つの重要領域（①社会性・顧客創造、②マーケティング、③イノベーション、④人的資

源、⑤物的資源、⑥資金、⑦生産性、⑧利益）についての目標を検討するべきであろう。 

 ただ、まずは上記の５つの重要な質問に対する答えを考えることを優先させるべきと思う。 

 今後、さらに検討を深めていきたい。 

（５）事務スタッフの重要性とモチベーション 

 以上は弁護士についてのことであるが、弁護士を支えてくれる事務スタッフの存在も重要である。

外部との多様な書類のやりとり、依頼者対応、資料作成、経理等、事務スタッフの尽力なくして法律

事務所は成り立たない。 

 事務スタッフにとっては、何のために当該業務を行っているのかが分かりにくい場合がある。そこ

で、筆者は、可能な限り、案件の全体像や、ここで作成している書類がどのような意味を持つのか、

次にどのような手段を考えているのか等を伝えるようにしている。そうすると業務の意味づけもでき
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るし、何よりも、モチベーションをもって仕事をすることができるように思うからである。 

 

「マネジメント・スコアカード」 

 ２年ほど前に、弁護士業務について、次のように「マネジメント・スコアカード」を作成したこと

がある。基本的には、現在でもこの内容が筆者の弁護士業務に適用可能であると考えている。 

 

５つの重要な質問

1 我々の使命は何か

2 顧客は誰か 紹介者
弁護士，税理士
（顧客ｏｒ準顧客）

従業員
（顧客ｏｒ準顧客）

客観 主観

解決前 平穏 安心

解決後
利得

（権利の実現）
納得

4 我々の成果は何か

5 活動計画は

3

・きちんと戦い，結果（権利の実現）を得る。
・のみならず，依頼者の求める他の価値を満たす。
・依頼（紹介）して良かったと思われること。他の案件の依頼（紹介）を受けること。
・紛争だけではなく，人を見ているか，人生観に影響を与えているか（真の意味でのアドバイザー）。
・専門分野での業績（質・量）。

【通常案件】
　仕事の精度の維持，発展
【専門分野（税務紛争）】
　・マーケティング（透明な解決，理論のある(書面にできる）解決，裁判と同じ解決，早期・低コストでの解決）
　・イノベーション（調査段階でのセカンドオピニオン・意見書作成，不服申立手続の有効利用）

法的紛争に，法律サービスを提供することにより，依頼者を安心させ，満足させ，幸せにし，もって，社会の安定を図ること

紛争からの解放と平穏を求める人，企業
（依頼者）

・トラブルの解決を任せることにより平穏を回復し，安心した
い。寄り添い，認めてもらいたい。
・権利の実現を図りたい。結果に納得したい。
・弁護士を信頼したい。優れた弁護士に依頼したい。
・判断だけではなく，解決策を示してもらいたい。
＊依頼者の求める価値は，単なる紛争解決に尽きない。依
頼者によっても力点が異なる。

顧客にとっての価値
は何か

・解決の手助けをした
い。

・適正な料金で。

・共同による相乗効
果，よい解決

・専門家としての相互
信頼，尊敬

・税法に関する見解

・専門性の棲み分け，
車の両輪（税理士）

・自らの仕事が人の
役に立っていることの
実感

・収入，生活

・働きやすい職場

 

 

 

 

 

以下、若干の補足をする。 

（１）まず、弁護士業務の使命は、依頼者の満足だけでなく、社会の安定を図ることにもあると考え

ている。その理由は、法律や裁判制度は、様々な社会の利益対立のバランスを取り、紛争を平和的に

解決するために作られているものだからである。 

（２）顧客については、目の前の依頼者だけでなく、紹介者や弁護士・税理士といった同業者、さら

に法律事務所で雇用する従業員も、顧客ないしは準顧客であると考える。いずれも、自らの弁護士業

務によって満足を得てもらいたい方々である。 

（３）依頼者にとっての価値は多義的である。単に紛争に勝利すればよいというのではない。個人に

とっても法人にとっても、自らに降りかかった紛争は心理的に非常な負担となる。したがって、結果

という客観的なことだけでなく、主観的にも安心、納得を得ていただけて初めて、顧客満足を図った

と言いうる。 

（４）成果も、これに応じて多義的である。人を対象とする仕事なので、いささか僭越ではあるが、

人生観に対する影響も考えなければならない。弁護士自身の人生観、常識を涵養しなければならない。 

（５）活動計画に、自身の専門分野である税務紛争を記載している。これについては上記のとおり深

掘りをしているところである。 

 

以上はかなり雑ぱくな標記であるが、それでも、これを意識することで日常的な仕事の内容を適正に
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行っているか、これから何に注力すべきかを考える指標となっている。 

 

終わりに 

 冒頭で述べたように筆者はまだまだ発展途上であるが、これまでの歩みには概ね満足しているし、

それなりに依頼者の役に立つことができたという実感もある。その重要な要素としてドラッカーの著

作を自分の仕事に応用しようとしてきたということが、間違いなくあると思っている。 

 弁護士は、人間社会や人間性と深く関わる仕事であり、また、法律という人類の知恵を用いて社会

を合理的に改革することができる、やりがいのある仕事であると思っている。これからも社会に目を

向けて仕事をしていきたい。 

 最後になるが、本稿を書くことが、これまでの自分の仕事を見つめ直し課題を発見するきっかけと

なった。このような機会を与えてくださった当研究会の皆様に感謝申し上げる。 

                                                      

                                       以 上 

（キーワード） 

弁護士、法律事務所、専門、税務、税理士 

 

（執筆者のプロフィール） 

弁護士・税理士。一橋大学出身。平成 16 年に弁護士登録後、平成 21 年から平成 25 年まで国税庁・

国税不服審判所に勤務し、弁護士業務復帰。弁護士業務に税務の知見を取り入れ、これまで弁護士が

さほど関与してこなかった税務紛争の分野に注力している。主な著作として、『納税者の権利を守る

ための税理士が使いこなす改正国税通則法』（清文社 平成 28 年）（共著、東京税理士会調査研究部

監修）、「審査請求における証拠の閲覧対象の拡大と今後の調査審理について」（平成 27 年 第 38

回 日税研究賞受賞、税研 186 号（2016 年 3 月））等。 
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寺院と地域 

（地域における寺院マネジメント） 

                              MSC 実践研究部会  山田博彰 

 

はじめに 

戦後７０年を超えて、日本では団塊世代をはじめ戦後生まれが人口の８０％以上を占めるよ

うになってきており、この７０余年の間に日本社会は大きく変貌してきた。 

昭和３０年代戦後復興から高度成長期に入り東京を中心に人口の都市への集中が本格化し、

多くの若者が故郷を離れ都市で生活するようになった。この傾向はバブル時代を経てバブル崩

壊やリーマンショックなど経済の大きな節目を経験しながらも現在まで大きな流れとして続い

てきている。 

    都市に移動してきた若者は、それでも故郷への帰属意識は強く都市で家庭を持っても正月や

お盆には必ず故郷へ帰って家族や親せきと一緒に過ごすという習慣はその時期の風物詩として

ニュースで話題となったものである。その若者たちも子を持ち孫が生まれ、故郷の親を看取り

そろそろ自分も人生の終末を考える時期に差し掛かってきている今、社会の故郷に対する意識

も大きく変化してきている。 

    その社会における大きな変化は、若者を送り出した地方社会の大きな影響を及ぼし、取り残

された多くの親世代は跡継ぎを失い必死で家を守りまた先祖の墓を守っているものの、やがて

死を迎えるとそこに数多くの問題が発生し地方社会の多大の影響を及ぼしことになってきてい

る。 

    その影響の一つが地方寺院の問題である。江戸時代より檀家制度という強力な地域社会の地

盤に支えられてきた寺院はこのような社会の変化の中で、檀家の数が急激に減少してきており

檀家のみでは寺院の存続が厳しい状況となり、住職自身も家族を養っていくために別の道を求

めざるを得ない寺院が出てきているのが現実となっている。 

    また都会の寺院においても、社会の変化は少なからず影響を受けている。都会に生活する人

たちは檀家制度ということに対する意識は少なく、日常生活の中では必要性を感じることはな

い。そして葬儀という場面でのみ寺院や住職を意識する人が増えてきている。 

    寺に生まれ寺で育った筆者にとって、寺院の現状は他人事とは思えずその将来に不安を覚え

ており、今後寺院を取り巻く環境の変化にどのように対応していくべきかをドラッカーの理論

を基にマネジメント・スコアカード（ⅯＳＣ）の活用によって解き明かそうと試みることとす

る。 

    その、マネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）とは、ドラッカーが説いたマネジメントの活

用を支援するとともに、その成果を評価する体系（システム）であり、私が所属するドラッカ

ー「マネジメント」研究会のファシリテーターを務める森岡謙仁氏が提唱する組織の健康診断

ツールとも云えるものである。そのフレームワークの概要は次のとおりである。 

    なお、詳細は本研究会の「商品開発とベンチャービジネス」分科会の成果報告書（2016.2 発

表）に詳しく説明されているので参考にしていただきたい。 
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１．檀家制度の歴史 

    まず、寺院が地域においてどのような地位にありどのような役割を持ってきたかを、檀家制

度の歴史とその推移をたどってみることとする。 

檀家制度の誕生    

江戸幕府はキリスト教禁止令に基づきキリシタンを弾圧し、すべての国民を仏教徒に改宗

させるという政策の中で、改宗した者をいずれかの寺院に所属させる寺請証文制度を作る。

（寺請制度）この寺請証文は身分を証明する役割として活用されることになり、その後す

べての住民に寺請証文を発行するようになってここに檀家制度が生まれることになる。 

檀家制度の確立    

寺請制度が導入されると集落ごとに寺請証文を発行する寺院が必要となり多くの寺院が

新たに建立されることになった。一方で檀家となった住民は、寺院を菩提寺として自分の

死後の葬儀や供養を委ねるようになり、また勝手に菩提寺を変えることが許されなくなっ

て檀家の固定化に成功した。 

   寺院の経済的基盤   

幕府の庇護のもとに住民の動向を把握させる役割を担う檀家制度の確立により寺院は檀

家のための宗教行事を行うと同時に檀家に対する様々な支援を要求し、寺院を檀家が支え

るという基盤が確立し江戸末期まで続く。 

   廃仏毀釈と農地解放  

明治時代となり寺請制度はなくなったものの檀家制度そのものは維持され、特権的な地位

への社会的な批判の対象となるとともに神道を国家宗教とする動きの中で全国的な寺院

に対する破壊活動が起きた。一方で政府により僧侶の妻帯が許されたこともあり寺院の家

業的な側面も現れてきた。 

     第二次大戦後米国占領下で財閥解体とともに寺院も当時の特権的階級として農地解放によ

って寺院の所有していた農地のほとんどが小作農民に渡されて、寺院は一挙に弱体化して

いった。 

   都市への集中     

戦後の高度成長期を経て若者たちが都市へ移動する現象が続き、次第に多くの地方では高

齢化が進み跡継ぎを失った家では檀家を離れる現象が続出して一挙に寺院の危機が始ま

った。        

 

２．時代における寺院の存在とは 

    ここで檀家制度が発生するまで、そもそも寺院とはどういう存在であったか。そして明治時

代以降どのように変わってきたのかを、ドラッカーの MSC における５つの重要な質問に答え

る形で検証してみる。その結果を表１にまとめた。 

    この表をみると、それぞれの時代において寺院は重要な役割を担ってきたことがわかる。し

かもその時代の権力者と密接に結びついており、日本の政治・経済・文化・社会の形成に多大

の影響を与えてきたことは紛れもない事実である。 

    そして、江戸時代からは強固な檀家制度の中で４００年以上寺院は地域の中心的な地位と機

能を持ち続けてきたのである 
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   時代における寺院の役割を MSC の５つの重要な質問から検証 

 
 

 
資料１ 

  目的とミッション 顧客は誰か？ 
顧客の求める価値は何

か？ 

古代～飛鳥 日本に仏教を伝え広める 権力者 権力掌握の手段 

奈良時代           

平城京 
国家の宗教           

国王                

地方の国主               

鎮護国家             

権力の象徴 

平安時代     

平安京前期 

時の権力者に対して信頼を勝ち

取り庇護のもとに地位を確立 
朝廷及び貴族 

個人及び一族の精神的

安寧 

中世        

平安京後期 

～ 戦国時代 

権力から独立し治外法権の確

立                  

仏教本来の使命の追求    

守護者               

新興勢力の武士         

一般民衆  

守護者の支援・保護       

生活困窮者の救済       

武士階級にとっての宗教          

末法からの救済 

江戸時代 
キリスト教の排斥              

幕府の統治機構 

幕府                

檀家 

幕府の方針への従属      

檀家の冠婚葬祭行事担

当 

明治～戦前 

寺請制度の廃止や廃仏稀釈か

ら防御                     

檀家制度の維持             

国家権力             

檀家 

日常生活における仏教文

化の慣習化               

先祖や家督の継承 

戦後 

農地解放により経済基盤の確

保                  

家業として寺院経営       

檀家                

一般大衆 
慣習ではない寺院の役割 

 

  我々の成果は何か？ 我々の計画は何か？ 

古代～飛鳥 権力と結びづいて国教化   教育による大陸文化の伝承         

奈良時代           

平城京 
仏教による国家統一 仏教の大衆化による国教化 

平安時代     

平安京前期 

中国式仏教の紹介と普及      

貴族階級の保護          

中国（唐）の新しい文化を輸

入し日本に定着させる 

中世       

平安京後期

～戦国時代 

文化・教育の担い手          

寺院圏内の自治            

旧来寺院からの脱却         

仏教の大衆化 

寺院を中心とした都市の建

設仏教思想の拡大          

武士にとっての精神的支柱 

江戸時代 
集落の形成               

檀家の固定化 

コミュニティの中心        

檀家による寺院の維持 

明治～戦前 

寺院の家業化             

仏教文化の維持            

特権階級として存続 

神道と共存しながら国家の

発展に寄与 

戦後 寺院の自立 
檀家制度に頼らない新たな

取り組み 

 

 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 210 - 

３．檀家制度の危機 

    さて４００年以上維持されてきた檀家制度が近年崩壊の危機に陥っている。そこには社会構

造の変化が原因といわれているが、具体的にその変化を見てみる。  

 

信教の自由と移動の自由 

     江戸時代以降寺請制度により、仏教の強制と無断移住の禁止により支えられてきた檀家制

度は、明治維新と第二次世界大戦を経て大きく変化した社会構造の中でその基盤を失いつ

つある。 

 

   核家族化と少子高齢化 

          長い間日本社会の基礎的な単位としての維持されてきた家族制度は、戦後の社会構造の劇

的な変化によって大きく変貌する。多くの人は会社で働くサラリーマンとなり都市に集ま

り核家族を形成、また都市での生活様式の中で世帯当たりの子供数は激減し少子高齢化は

年々加速することとなる。 

 

   葬儀の多様化と葬祭費用に対する不信 

     医学の進歩により平均寿命が延びリタイアしてから亡くなるまでの期間が長くなると葬儀

でも会葬者は少なくなり、従来のような葬儀形式をとらなくてもいいのではという考えが

生まれてきて、次第に簡素の形の葬儀が浸透してきつつある。一方で葬儀費用に対しても

厳しい目が向き始め、僧侶に対するお布施に対してもその意義を問う機運が出てきて寺院

にとっても対応が難しい時代になってきた。   

 

４．寺院の現状 

    では、現在の寺院はどのような状況になっているのだろうか。数字で現状を見てみると以下

のとおりである。現在全国の仏教寺院数は約７７０００ヶ寺あるといわれている。しかしなが

ら住職のいない無住職寺院が約２００００ヶ寺もあり、それらの寺院は他の寺院の住職が兼任

で務めている。また宗教法人としては存続していても実際に寺院としての檀家に対して役割を

行っていないいわゆる不活動寺院が約２０００ヶ寺も存在するとの報告もある。 

あの増田寛也氏を中心とする「日本創生会議」が発表した消滅可能性都市ではその都市に存

在する宗教法人数は６２９７１法人を数え、全法人１７６６７０中の実に 35.6％の宗教法人は

消えてしまう可能性を指摘している。 

 

５．アンケート結果と検証   

寺院の今後を考えるために、寺院という存在を今の人々はどのように見ているか、また寺院

に期待することはあるのかを探ってみる必要を感じて、「寺院と地域」というテーマで現在の寺

院に対する意識調査を下記のとおり行った。           

    アンケートの実施 2016.11 ドラッカー「マネジメント」研究会にて 

             2016.12 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 講座にて 

             2017.01 ドラッカー「マネジメント」研究会にて 

    アンケートの内容（資料２）及びその結果は（別表 1）にトータルの集計結果を記載した。 
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                                （資料２） 

「寺院と地域」というテーマでアンケートにお答えください。 

                  ドラッカー「マネジメント」研究会 会員 山田 博彰 

質問の前にあなたの年齢を教えてください。（    ）才 

神道・キリスト教の方は寺院を神社の氏子・協会の信者と読み替えてお答えください。 

１. あなたは現在どちらかの寺院の檀家になっていますか？ 

イ． はい 

ロ． 親が檀家となっている 

ハ． いいえ 

ニ． わからない 

２．1 でイまたはロと答えた人に質問します。 

  ２－① その寺院は現在の住まいの近くにありますか？ 

    イ．はい 

ロ．いいえ 

  ２－② 檀家となっている寺院についての質問です。 

イ． 親が檀家であり自分が引き継いだ。または引き継ぐ予定だ 

ロ． 親は檀家だが自分は引き継がない 

ハ． 親の葬儀を機に檀家になった 

ニ． 自分で縁を作り檀家となった 

  ２－③ 檀家となっている寺院との付き合いは？ 

イ． 総代など寺院の役職に就いている 

ロ． 年に数回は寺院に行く 

ハ． 寺院との付き合いはほとんどない 

ニ． その他                                  

  ２－④ 今後も寺院の檀家として付き合いますか？ 

イ． 今後も今までと同様の付き合いをし、次の世代に引き継いでゆく 

ロ． 親の代で終わりにする 

ハ． 自分は今までと同じだが自分の代で終わりとする 

ニ． その他                                  

  ２－⑤ 寺院の住職に対する付き合い方は？ 

イ． 尊敬できる人として今後も付き合いたい 

ロ． 尊敬はできないが檀家なので付き合っている 

ハ． ほとんど付き合いはない 

３．１でハまたはニと答えた人に質問します。 

  ３－① 檀家になっていないのは？ 

イ． 親の代から寺院との付き合いはない 

ロ． 親元から離れて生活し、必要はない 

ハ． 自分の意志で檀家をやめた 

ニ． その他                                  

  ３－② 今後どこかの寺院の檀家になることに対しては？ 

イ． 親の葬儀の時に檀家になる 

ロ． 自分が亡くなったとき墓地のある寺院の檀家となる 

ハ． 今後予定はない 
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４．親の葬儀についてどうしましたか？またどうしますか？ 

    イ．従来通りの形式で行う 

    ロ．家族葬など簡易な形式で行う 

    ハ．寺院に頼らない送り方で行う 

５．自分の葬儀についてはどうしますか？ 

    イ．従来通りの形式で行う 

    ロ．家族葬など簡易な形式で行う 

    ハ．寺院に頼らない送り方で行う 

６．自分の墓については？ 

    イ．親の墓に入る 

    ロ．新しく墓を持ちそこに入る 

    ハ．墓は持たない 

７．６でハと答えた人に質問です 

  ７－① 墓を持たない理由は 

イ． 経済的負担が大きい 

ロ． 次の代に負担をかけたくない 

ハ． 墓を持つ意義を感じない 

  ７－② 自分の死後はどうしたいですか？ 

イ． 個人単位の墓（永代供養墓）に入る 

ロ． 散骨・樹木葬など後に残らない形をとる 

ハ． 考えていない又方法がわからない 

８．寺院と地域との関係について 

  ８－① 従来の檀家制度について 

イ． 日本の文化にあった良い制度であり今後も維持すべき 

ロ． 今までは価値があり評価されたが、今後は維持しなくてよい 

ハ． 必要のない制度でなくすべきだ 

ニ． その他                                  

  ８－② 地域の中で寺院の役割等どうすべきと思いますか？ 

イ． 従来通り檀家制度を維持し、その中で役割を果たすべき 

ロ． 檀家制度にとらわれない新しい役割を果たすべき 

ハ． 現在の地域での役割は終わったので消滅するだろう 

９．今後の寺院と地域の関係でご意見や提案をください 
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「寺院と地域」に関するアンケートにおける集計結果　　　　 （別表１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドラッカー「マネジメント」研究会及び立教大学院 　2016.11＆12　実施

ＮＯ 質                   問 ４０代以下 ５０代 ６０代以上 合計
１６人 １９人 １３人 ４８人

1 あなたは現在どちらかの寺院の檀家に
　　イ．はい 3 5 7 15
　　ロ．親がなっている 6 5 2 13
　　ハ．いいえ 6 7 4 17
　　ニ．わからない 1 2 0 3

2 1でイまたはロと答えた人に質問します。
① その寺院は現在の住まいの近くにありますか？

　　イ．はい 4 3 5 12
　　ロ．いいえ 5 7 4 16

② 檀家となっている寺院についての質問です
　　イ．親が檀家であり自分が引き継いだ。または引き継ぐ予定だ 2 5 5 12
　　 ロ．親は檀家だが自分は引き継がない 6 2 2 10
　　 ハ．親の葬儀を機に檀家になった 1 1 2 4
　　 ニ．自分で縁を作り檀家となった 0 1 0 1

③ 檀家となっている寺院との付き合いは？
　　 イ．総代など寺院の役職に就いている 0 0 1 1
　　 ロ．年に数回は寺院に行く 4 5 4 13
　　 ハ．寺院との付き合いはほとんどない 3 4 3 10
　　ニ．その他 2 1 1 4

④ 今後も寺院の檀家として付き合いますか？
　　イ．今後も今までと同様の付き合いをし、次の世代に引き継いでゆく 3 4 4 11
　 　ロ．親の代で終わりにする 0 1 2 3
　　ハ．自分は今までと同じだが自分の代で終わりとする 3 3 2 8
　　ニ．その他 3 2 1 6

⑤ 今後も寺院の檀家として付き合いますか？
　　イ．尊敬できる人として今後も付き合いたい 2 3 4 9
　　ロ．尊敬はできないが檀家なので付き合っている 1 3 2 6
　　ハ．ほとんど付き合いはない 6 4 3 13

3 １でハまたはニと答えた人に質問します
① 檀家になっていないのは？

　　イ．親の代から寺院との付き合いはない 1 4 1 6
　　 ロ．親元から離れて生活し、必要はない 3 2 1 6
　 　ハ．自分の意志で檀家をやめた 0 0 0 0
　　ニ．その他 0 4 2 6

② 今後どこかの寺院の檀家になることに対しては？
　　イ．親の葬儀の時に檀家になる 0 2 0 2
　　ロ．自分が亡くなったとき墓地のある寺院の檀家となる 0 0 0 0
　　ハ．今後予定はない 5 7 3 15

4 親の葬儀についてどうしましたか？またどうしますか？
　 イ.従来通りの形式で行う 10 10 8 28
　 ロ.家族葬など簡易な形式で行う 4 7 4 15
　 ハ．寺院に頼らない送り方で行う 1 0 1 2

5 自分の葬儀についてはどうしますか？
　 イ.従来通りの形式で行う 2 2 2 6
　 ロ.家族葬など簡易な形式で行う 11 12 10 33
　 ハ．寺院に頼らない送り方で行う 1 3 1 5

6 自分の墓については？
　 イ．親の墓に入る 5 7 8 20
　 ロ．新しく墓を持ちそこに入る 3 4 4 11
　 ハ．墓は持たない 6 5 1 12

7 ６でハと答えた人に質問です
① 墓を持たない理由は

　　イ．経済的負担が大きい 0 0 0 0
　　ロ．次の代に負担をかけたくない 2 3 0 5
　　ハ．墓を持つ意義を感じない 3 2 1 6

② 自分の死後はどうしたいですか？
　　イ．個人単位の墓（永代供養墓）に入る 0 0 0 0
　　ロ．散骨・樹木葬など後に残らない形をとる 3 4 0 7
　　ハ．考えていない又方法がわからない 2 1 1 4

8 寺院と地域との関係について
① 従来の檀家制度について

　　イ．日本の文化にあった良い制度であり今後も維持すべき 3 4 6 13
　　ロ．今までは価値があり評価されたが、今後は維持しなくてよい 4 3 7 14
　　ハ．必要のない制度でなくすべきだ 0 1 0 1
     ニ．その他 6 8 0 14

② 地域の中で寺院の役割等どうすべきと思いますか？
　　イ．従来通り檀家制度を維持し、その中で役割を果たすべき 3 2 4 9
　　ロ．檀家制度にとらわれない新しい役割を果たすべき 10 13 9 32
　　ハ．現在の地域での役割は終わったので消滅するだろう 0 1 0 1
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コ　　メ　　ン　　ト（ドラッカー「マネジメント」研究会）　　（別表1-1）
2 ③ 檀家となっている寺院との付き合いは？

四日市に在住の姉妹が実務を行っている ６０代以上

2 ④ 今後も寺院の檀家として付き合いますか？

とりあえず引き継ぎ次の世代は後に考えます ４０代以下

自分は引き継いだが、子供には強制しない ５０代

引き継ぐことを希望するが居住地との距離が離れていて難しいと思う ６０代以上

3 ① 檀家になっていないのは？

昔からお経を読みに来て下さっていましたが、檀家かどうかは不明です ５０代

親の檀家を兄が引き継いだため、私自身は檀家となっていない ５０代

母の実家で江戸時代に寺をたてて総代となったが、寺の後継者がいなくなった（廃寺） ５０代

意識していなかった ６０代以上

8 ① 従来の檀家制度について

家・地域によって考えるべき ４０代以下

今までは価値があったかもしれないが、役割は変化すべきだ ４０代以下

あまり深く考えていなかったので、現在は惰性で続くのではと考えています ４０代以下

新しい社会と個人の接点として機能を考える時かと ５０代

わかりません ５０代

人の価値感によって選択すべきだと考える ５０代

もっと簡単に安く、コミュニティを活性化してはいかがでしょうか ５０代

9     今後の寺院と地域の関係でご意見や提案をください

外国人が増えたり、外国とかかわりの高い家族が増えたりする状況下において、新しい役割を見出さないと衰
退に向かうでしょう

４０代以下

身近な存在である場合とそうでない場合はどう違うでしょう。カウンセリングの機会であり長年寄り添える機会
であるものでしょうか。お寺のことがよくわかりません

４０代以下

墓所の話として、すでに家族で葬儀の迎え方を話し合ったことがあります。その際、むしろ後継を託されたもの
の想いが大切と気付いたうえで、自らの意志でコミュニケーションすることとしました。

４０代以下

高齢社会が進む中、高齢者が気軽に足を運べる地域のコミュニティな役割 ５０代

檀家制度を知るきっかけになりました。 ５０代

私もそうだが、多くの人は仏教を信じていないだろう。お墓があるから必要があるから寺院と付き合っている人
がほとんどだろう。とすれば墓というサービスを提供し必要とする人に買ってもらうという契約を結ぶと考えては
どうだろう。そうすれば必要となるのは提供するサービスと価格の透明性ではないか。他の寺院や墓地を提供
するサービス業者との競争に勝てず、存在していけなくなると考える。

５０代

高額な制度の見直しが必要だと思う。身近な場として説法などが気楽に聞けるチャンスや、宗教に対する理解
の場となるとよいと思う。地域コミュニティの活動に対しての場所の提供

５０代

これまで寺院があることが当たり前だったので、深く考えたことがありませんでした。しかし、考えると難しい問
題です。もう少し時間がほしい。

５０代

すいませんよくわからない。考えたことがありません。普段意識しておりません。親とも話していません。 ５０代

親の代で終わったと思う。次のことは検討中（兄は散骨～海）地域を離れ、最後に守る人がいない。 ６０代以上

人が都市に移り住むようになって、地方の檀家制度が崩壊しようとしています。それを含めこのアンケートにあ
るように役割を終えたシステムはなくなるでしょうし、必要であれば今と同じ形であるいは違った形で檀家制度
として補うものが出てくるものと思います。自分の場合はっきりしない状況です。

６０代以上

単なる葬式仏教ではなく、仏教の考え方を現実に適用して衆生を救うような活動をすべき。本の出版・社会福
祉・教育など　　　　　　　　　　　　　　　　　（寺自体が５つの質問をすべきではないか）

６０代以上

寺から地域にどう発信していくか。何を提供しながら檀家と関係を維持していくか考え行動していかないと、従
来の制度は維持できない。葬儀がきっかけで寺との接点ができるだけでは地域との関連性が薄くなる。地域
のイベント・交流会等の場の提供・参加もあっていい。

６０代以上

８－②の新しい役割とは何か？これが問題。考えて実行し、また考えて実行すること。 ６０代以上

地域の特性に合わせた新たなサービスを提供すべきだと思う。明確には解らないが。 ６０代以上

宗派の垣根をなくし、居住地に近い処で法事を行えるのが望ましい。フランチャイズも一つの方法であろう。 ６０代以上

現在は法事と墓地の管理者のイメージが強い。ゆるくではあるが仏教の再評価が進んでいるなかで、日本人
としての宗教観を維持できる組織であればよいと考える。

６０代以上

禅ブームの背景もあり、禅寺の活性化と地方文化の発展を望みたい。 ６０代以上

仏教の思想はこれからの社会に重要だと思っていＲますので、寺院と僧侶の役割は社会の変化や要請に合
わせて変わっていくべきと思います。

６０代以上
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コ　　メ　　ン　　ト（立教大学院）　　　　　（別表１-２）

2 ③ 檀家となっている寺院との付き合いは？

年に数回僧侶に来ていただく ３０代

法事の時のみ ４０代

田舎の催事（供養）の際にお付き合いをいただいている ５０代

先祖の月命日に墓参している ６０代

2 ④ 今後も寺院の檀家として付き合いますか？

未定（法事の時のみのつきあい） ２０代

弟一家で続いていく ４０代

田舎の寺院に檀家として付き合うことは難しいと思う ５０代

実家を弟が継いでいるため ５０代

3 ① 檀家になっていないのは？

両親が最近寺で墓を建てたので、先々は檀家になるのかもしれない ５０代

8 ① 従来の檀家制度について

中国の制度とちょっと違いますのでよくわかりません 留学生

多様性を受け入れ個人の心情に任せればよいと思う ３０代

よりどころとして必要だがブラックボックスで敷居が高い。欧米の教会のように開かれていれば良い ４０代

柔軟に形を変えて維持してもよいのではないか ４０代

若いころに家を出たのでわからない ５０代

人に強制する制度とは思わない ５０代

よくわからない ５０代

維持する方法やり方（経営の方法）を考える時期に来ていると思う ５０代

9 今後の寺院と地域の関係でご意見や提案をください

中国の寺は日本の神社に似ていて人々が祈るところですが、日本の寺院はお葬式とか死んだ人のとこ
ろというイメージがします

留学生

寺や墓から離れたところに生活拠点を移したときどうしたらよいのかわからない ２０代

檀家制度は変化、もしくは無くなるかもしれないが、地域の人々の心のよりどころとして存在してほしい ３０代

檀家制度がよくわからないので８・９について回答できない ４０代

法要などの時だけでなく坐禅や写経など気軽に経験できる会などがあると繋がりが広がり豊かになれる
のではないかという気がします

４０代

そもそも檀家というものがよくわからないです。自分たちは生まれ死ぬ間にどんどん引っ越すので檀家制
度を維持できないと思います。その地にいる間にこの寺がかかりつけ医院みたいになればいいと思いま
す。お宮参り・七五三・初詣などまだまだ神社はつながりがあるがと思います。そういうつながりが寺院
にはあるのでしょうか

４０代

自宅近くにある宗派の総本山があり荒行もしています。寺団地のように沢山の寺・住職がいますが、尊
敬できる方はほとんどおりません。それがとても残念です。単に寺を職業・特権階級と思っている方が多
く見られます。

５０代

コミュニティの中で必要とされる価値・バリューがあれば残っていくものだと思います。 ５０代

自分の加齢とともに墓のことや寺院のことも考えるようになってきております。ただ行動の優先順位が後
になりがちなので、今後は自分を見つめなおし熟考したいと思います

５０代

私は真言宗豊山派の檀徒であり、代々墓は守っていきたい。 ６０代        
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アンケートは約５０人で必ずしも現在の人達の考えを正確に反映しているものではないが、それでも

このアンケートの結果から次のようなことが読み取れる。 

（１）寺院とのつながりについては 75％の人は意識していない。 

従来の家族制度は戦後７０年を経過した今、都市化核家族化によって様変わりしてき

てしまった。 

それに伴い自分がどこの寺の檀家であるかという意識は薄れ、またそれを知っている

必要はなくなってきている。アンケートからも出身地から離れず住んでいる人以外は

寺院とのつながりはないといってよい。 

    （２）葬儀について今後形式的には簡素化に向かうが、80％の人は寺院に頼る意識を依然と

して持っている。 

       寺院とのつながりは希薄になっているとはいえ、家族の死を考えたときやはり仏教形

式の葬儀を望む人は依然として多く、その対応を寺院に求めることは自然である。 

ただし従来の形式による葬儀には疑問を感じている人が多く、簡素な葬儀が求められ

ている。 

    （３）地域の中で檀家制度にとらわれない新しい役割を 65％の人が寺院に求めている。 

       日本人にとっての仏教は長い歴史の中で文化として根付いており、精神的な基盤と考

えられている。檀家制度という下での寺院の役割ではなく、人々の日常生活の中で何

らかのニーズにこたえることのできる新たな役割を期待していることが読み取れる。 

       今、全国の寺院は新たな役割を担う存在とならなければ存続すら危ぶまれる状況にあ

ることを考える時、その解決をドラッカーのマネジメント理論で読み解いてみること

とする。 

 

６．ドラッカーの言う非営利組織のマネジメント 

    寺院という組織はドラッカーによれば非営利組織として分類される。ドラッカーはその著書

『非営利組織の経営』の日本版まえがきの冒頭で述べていることからも日本における非営利組

織の代表的組織と認識されている。それはその組織が営利組織として財やサービスを提供しそ

の利益によって維持される組織と違い、もっぱら人々の寄付によって成り立っている組織であ

るからで、その意味では寺院は檀信徒の布施という寄付によって成り立っている典型的な非営

利組織ということができる。 

    では、ドラッカーは非営利組織のマネジメントはどうあるべきと言っているかを、その著書

より検証してみる。 

（１） 非営利組織とは、一人ひとりの人と社会を変える存在である。（同まえがき） 

企業は財とサービスを供給する存在であり、顧客が買い、払い、顧客のニーズが満た

されたとき役割を果たす。では非営利組織の役割は何か。それは人を変えたとき役割

を果たす。 

（２） 非営利組織のミッション（同ｐ２～ｐ４） 

       リーダーが初めに行うべきことは自らの組織のミッションを考え抜き、定義すること

である。 

       そのミッションは行動本位たるべきものであり、正しい行動をもたらすものである。 
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（３） ミッションの三本柱（同ｐ７～ｐ８） 

ミッションは不変でもよいが、目標は具体的でなければならず、重要なのは強みによ

る成果である。そのためにミッションに織り込む三つの要素がある。 

機会、卓越性、コミットメントである。 

（４） マーケティングと資金源開拓（同ｐ５８～ｐ６４） 

       非営利組織は目に見えないものを提供し、なお顧客にとって価値のあるものを提供す

る。販売とは違い、提供する受け手の側に立つことが大事である。組織の強みに集中

し顧客を中心に置かなければならない。 

       また、非営利組織は募金によって資金を手にするため、大義に共鳴する人たちから資

金を得なければならない。時代とともに一部の有力な支持者からすそ野の広い資金源

が必要となってきた。  

（５） 非営利組織の戦略（同ｐ１０９～ｐ１１０） 

       ミッションを成果に結びつけるものが戦略である。顧客は誰か、誰であるべきか、誰

になるかというマーケティング戦略を必要とする。成果を上げるため改善とイノベー

ションの戦略を必要とする。寄付者を参画者にするための資金源開拓の戦略を必要と

する。 

    （６）非営利組織の成果（同ｐ１１５） 

       非営利組織にとって戦略の成否は成果にかかっている。ニーズに始まり満足に終わる。

顧客にとっての満足は何かを知る必要がある。 

（６） 非営利組織における人のマネジメント（同ｐ１９８～ｐ２００） 

非営利組織は企業と違い人は報酬だけで動機付けされるものではなく、世の中への貢

献すなわち意義ある仕事による満足を求める。働く人や利害関係者に対するマネジメ

ントが重要である。 

そのためには第一に仕事の内容を明確にしなくてはならない。第二に成果を中心に置

かなければならない。 

また、人をマネジメントすると同時に自己開発により自らを成長させ、組織のミッシ

ョンに貢献することができる。それには自らの強みに集中することが必要である。 

 

７．ドラッカーのＭＳＣによる寺院マネジメント 

    江戸時代に確立された檀家制度により維持されてきた地域における寺院の地位は、社会構造

の変化と一般市民の意識変化により急速にその基盤が揺らいできている。単に葬儀や法事とい

う儀式の担い手のみでの存続は難しくなり新たな役割が求められている。地域における寺院の

新しい役割とはなにか？ 

ドラッカーの主張する非営利組織のマネジメントに照らし合わせて、現在の寺院におけるマ

ネジメントを考える時、そのキーワードが組み込まれているドラッカーのマネジメント・スコ

アカード（ＭＳＣ）という手法で解決の方法を探ってみることが有効となるのではないか。 

ドラッカーのマネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）は次の質問に答える形で解決を目指す

手法である。寺院のマネジメントに当てはめて考えてみることとする。 
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１. 目的とミッションは何か？ 

従来の寺院の役割は檀家に対する葬儀や法事を担うことであった。しかしながら少

子高齢化と人口の都市への移動によりその檀家数は減少し、檀家からの寄付だけに

頼ってばかりでは寺院の維持が困難になってきている。 

そこで、寺院の維持と寺院家族の生活を保障するためには、新たな役割を果たすこ

とが必要となってきている。寺院はその役割を果たすための目的とミッションを見

つけ出さなければならない。 

２. 顧客は誰か？ 

        新たな役割を目指す寺院の対象となる相手は檀家だけでよいのか？ 

檀家以外に対する働きかけが新たな役割を生み出すことになる。 

３. 顧客の求める価値は何か？ 

        檀家以外を活動の対象にしたとき、地域にどのような価値をもたらすことができる

か？ 

４. 我々の成果は何か？ 

        新たな顧客に対応するために必要な組織の強みをどのように生かしていくか。マー

ケティング戦略とイノベーションによって成果を生み出す活動とは何か。 

        そのような活動を行っていくことによって寺院が地域にとって新たな存在価値とな

っていく。 

５. 我々の計画は何か？ 

        寺院が地域にとって価値をもたらすためにどのような活動計画を立てていくか？ 

 

８．寺院マネジメントの実例紹介 

過疎地域にある寺院がその存続のために行った取り組みを紹介し、ドラッカーのⅯＳＣに当て

はめて寺院のマネジメントを検証する。 

     対象寺院  「盤脚院」静岡県藤枝市  曹洞宗寺院 

     対象事業  「藤枝霊園」の造成・運営と寺院マネジメント 

 

 （１）地域の状況 

当該寺院は静岡県のほぼ中央、東海道の宿場町で知られる藤枝市にあるが、同市は明治時

代になって東海道に沿って鉄道（東海道本線）を通す計画に反対したため、藤枝駅は市の端

となって市全体の発展を妨げてきた。特に対象寺院が位置する「葉梨地区」は市の東北にあ

り典型的な農村地域である。戦後一時期ミカンが主な農産物としてもてはやされ、潤った時

期もあったが次第に価格低迷にあえぎ兼業化が進んで市街地へ移住するいえが増えてきてい

る。東海道沿いの地域は高度成長期には静岡市のベッドタウンとなり、また最近では地震と

津波の危険から焼津市など沿海部からの移住者も増え、市全体では人口増となってきている。 

  

 （２）寺院の状況 

 江戸時代初期甲州より移り当地に至り、当時無住となっていた当該寺院を再興した初代住

職は徳川家康と囲碁などを通じ交流を持ち、江戸幕府の「御朱印地」となって基礎を固めた。 

 その後、明治時代となり御朱印地を返還したものの、それまでの所領３７町歩の土地の払

い下げを受け独立を果たす。しかしながら戦後、農地解放ですべての小作地を手放すことに

なり、先代住職ともども残った雑木林を開墾し、ミカンの栽培によって寺の家計をささえる

ことになる。 

寺院自体は明治以降地区内の無住となった寺院を吸収し、地域内では最多の檀家を有する

寺院としてコミュニティの中心として存在していたものの、次第にミカンの価格低迷により
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維持することが難しくなり、同時に地域の過疎化も始まって寺院の将来が見通せなくなって

きていた。 

 

 

 （３）霊園の開発 

     寺院の将来に危機感を抱いていた住職は、寺院を維持し発展させる方策を模索していた。 

 昭和４５年ごろ、人口増加により墓地不足を抱えていた藤枝市が、当該寺院に「共同墓地」

造成を要請してきた。その要請に応える形で宗派・宗教に関係なく埋葬できる公園墓地とし

て開発することを決断する。 

 その際、住職は霊園開発に際し全国の有名な霊園を見学し、地域にふさわしい霊園を目指

し構想を重ねた。その結果他の霊園のように開発業者に任せず一から自分で計画し、それぞ

れの専門家と相談しながら作り上げた。 

 また、造成費用や開業資金については檀家からの寄付は一切受けず、全額金融機関からの

借り入れによって賄うこととし、造成工期も何段階かに分けて実行することとした。 

 昭和５０年当該霊園は完成し、募集を開始することとなった。 

 

（４）霊園事業の推移 

当該霊園は、開業当初こそオイルショック後の経済低迷期で心配されたものの、物価上昇

が激しい時期になり早く墓地を確保したいという動きもあり、口コミ等により次第に墓地を

求める人も増えてきて安堵することになった。 

更にバブル時代に突入して順調に墓域は売れて完売となり、第２期造成に踏み切りさらに

借り入れを増やして完成させた。しかしながら突然バブルがはじけて、高金利の借り入れに

苦しむこととなる。この危機は何とか低金利の借り入れに切り替えることができ、危機を脱

することができた。 

墓地の売れ行き自体は地域で唯一の公園墓地として評価を受け、口コミ等でも広まり造成

すれば短期間で完売することになり資金的にも余裕が出てくる状況となった。 

霊園は、さらにシンボルとなる「藤枝大観音」を、墓地に眠る霊の供養と多くの関係者た

ちの安寧を祈るため霊園からの収入だけで建立した。 

 

 （５）霊園の現況 

 霊園は平成２３年に 11 期に亘る工期を終え、４２００区画の墓地を有する公園墓地となっ

た。区画はほほ完売状況となっているが、最近になっていわゆる「墓じまい」する人も出て

きて、少しずつではあるが空きが出てきている。 

 もっとも空いた墓地は再販することにより、さらなる収入になり霊園にとっては直接のマ

イナスにはならないものの、ここにも世の中の変化が表れてきている。 

 この間、墓地を求めた人はその何割かが寺院の檀家になり、その結果従来の檀家の２倍以

上の新しい檀家が新たに加わり寺院としてもその運営が軌道に乗って将来の不安が現時点で

は解消される状況になった。 

 また、霊園では現代の葬送形態の変化に対応すべく、平成１３年より新たに「永代供養墓

地」を提供することとなった。これは「藤枝大観音」は青銅製で中が空洞となっている。そ

の空洞部分に遺骨を納め永代供養を行うとして「宝樹の苑」として開発した。現在口コミだ

けで販売しているがすでに２８０人から申し込みを受けており、新たな事業の柱となりつつ

ある。 

 

  以上、過疎化に悩む地域の寺院が取り組んだ事業について紹介してきた。 
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  ここで筆者はいち地方寺院が取り組んできた事業をＭＳＣの５つの重要な質問に答える形で検証

し、さらに事業を進めるための８つの重点領域の目標について分析し、今後の寺院マネジメントを

考えるヒントになればと考える。 

  藤枝霊園の事業計画に対する５つの重要な質問 

質  問 回         答 

目的とミッション

は何か？ 

 

霊園からの収入を確保し、檀家からの寄付に頼らない寺院運営を目指

す。 

当時地域で不足気味となっていた墓地を造成し、檀家に限らない霊園

として開放する。 

墓地取得者のうちから何割かの新しい檀家を確保する。 

顧客は誰か？ 

 

従来からの檀家 

墓地取得者及び新規檀家となる取得者 

 

顧客の求める価値

は何か？ 

 

檀家にとっては信頼できる住職がいること、特に新規に檀家になる人

にとっては重要 

寺院を維持するために多額の負担とならないこと 

 

我 々 の 成 果 は 何

か？ 

 

もともと先代住職は曹洞宗の代表役員を務めて宗門内でも名が通る人

物であった。 

寺院としては戦後農地解放により田畑を失ったため、雑木林を開墾し

農地を開き農業により収入を得て、檀家に負担をかけない努力をして

信頼を得ていた。 

霊園開設にあたっては、造成費はすべて銀行からの借り入れで確保し

檀家からの寄付はなしでスタート、その後何回かの増設費用は墓地販

売の収入で賄ってきた。 

しかも多くの霊園では開発業者が実質的な事業者で運営されているの

に比べ、一切開発業者に頼らず更に墓石業者からの手数料もなしで運

営したため、墓地取得者からの信頼を勝ち得て短期間で完売とするこ

とができた。 

我 々 の 計 画 は 何

か？ 

 

地域の寺院としての将来計画をたて、墓地販売の収入はすべて寺院と

霊園の価値を高め又維持管理のための費用に充て、できる限り檀家の

負担を減らす取り組みを実行してきた。 

        霊園のシンボルとなる大観音像の建立、近い将来想定される大地震に

備えた本堂の耐震工事や屋根の吹き替え、檀信徒のための集会施設の

建設など寺院が将来に亘って地域の住民にとって存在意義を持つため

の施策を実施してきた。 

        また、一般墓地が完売となった時期に新たな計画として「永代供養墓」

を考案し、シンボルとなっている大観音の胎内に遺骨を納め永代に供

養する取り組みを始めた。 

        現在の社会の変化に対応するための新しい取り組みは、新たなニーズ

に応えていくとともに、寺院にとっての新たな収入源として貢献して

いくことになる。 
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藤枝霊園の事業計画における８つの重点領域の目標 

重点領域 目              標 

社会性・顧客創造 地域社会にとって必要な墓地の提供 

檀家でなくても取得できるという公共性 

社会の変化に対応できる新しい埋葬形態の提案 

マーケティング 藤枝市及び周辺地域の人口増による墓地需要の予測 

市営墓地がなく公共的な公園墓地への期待 

全国各地の公園墓地の視察や研究 

イノベーション 寺院が開発業者に頼らずに造成し運営 

石材店などからの手数料を取らないで販売に協力 

シンボルとなる大観音像や藤棚など墓域以外の整備 

永代供養形式の墓地を提案 

人的資源 住職の行動力に檀家から信頼 

霊園の販売や維持管理作業への檀家の協力 

物的資源 農地解放に掛からず残った田畑および周りの雑木林などの寺院所有の

土地 

資金 檀家の寄付に頼らず全額農協及び銀行借り入れ 

造成工事を段階的に実施、販売収入を次の造成資金に充当 

生産性 造成費用以外のコストはほとんどかからない運営 

事務職員の人件費及び園内の維持管理費用は管理費で賄う 

利益 造成費用を回収することが目標 

販売により得た資金は寺院の維持管理や伽藍の整備に拠出 

檀家になる霊園取得者を増やすことが寺院発展のための利益 
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おわりに 

  近年、いろいろな場面で墓や寺院に関する記事やテレビの番組が取り上げてきていて、いよいよ

懸念されていた寺院の危機が現実味を帯びてきたことを感じてきている。 

一方で寺院の住職の中には、現状を認識し改めて地域における寺院の役割を追求し新たな取り組

みを始めたことも報道されており、筆者は頼もしく大いに期待している。 

そもそも、日本は仏教を基本に独特の文化を育み、維持継承してきた世界に誇る国である。近年

増加している海外からの観光客にも日本の寺院はその建物だけでなく、そこに根付いた文化に大い

に興味を持たれて感嘆の声が寄せられている。 

それほど素晴らしい強みを持っているはずであり、また先に実施したアンケートからも一般の人

たちは仏教や寺院に対して様々な役割を期待していることが見て取れる。 

それだからこそ、寺院の運営が成り立っている今のうちに、将来に対する手立てを講じて新しい

寺院の役割を提供していくことが肝要であると考える。その手立ては画一的な解決策はなく、その

地域その寺院ごとに見つけ出していかなければならないものである。 

そしてその答えを見出すための処方として、ドラッカーのＭＳＣを大いに活用していただきたく

ここに提案した次第である。願わくはすべての寺院が地域の中でなくてはならない存在として地域

に貢献する機能を果たし、将来にわたって存続していくことを願ってやまない。 
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ドラッカーのマネジメントによるＩＳＯ９００１内部監査の改善 

吉岡 諭 

 

１．はじめに 

 

 ＩＳＯ９００１は品質マネジメントシステムの国際規格として、１９８７年に制定された。現在、

我が国においては、４万社を超える企業が認証を取得しており、ほとんどの企業において品質保証の

基本システムとなっている。 

 

 なぜ多くの企業がこの規格の認証を取得しているかというと、公共機関の入札に参加するための必

要条件とされていたり、自動車や電気機器のメーカーの部品仕入先は認証の取得が条件となっている

ことが多いことでもこれがわかる。 

  

 この規格は一度合格すれば永久に認証を受けられるのではなく、社外の機関による審査を毎年受け

て合格することが条件となっている。 

 そのため審査に合格して認証を維持するためには多くの労力が必要となっている。 

 

 その中でも「内部監査」は特に手間のかかる仕事となっている。 

なぜなら、審査を受ける際には、単に内部監査を実施しただけではなく、ＩＳＯ９００１の規格適合

性や問題品質問題の是正状況、それらを監査する内部監査員の力量維持はできているか等を客観的に

証明しなければならないからである。 

 

 その様な状況から、内部監査を担当する組織の関心事は、「品質システムを改善して、品質の良い製

品を顧客に供給する」ことよりも、効率向上や経費低減の面が優先され、内部監査をいかに簡単に実

施し、審査に合格するかが課題となっていることが見受けられる。 

 

 この様な中で私はＩＳＯ９００１の内部監査チームリーダーに指名され、内部監査マネジメントシ

ステムの改善に取り組むことになった。  

 まず最初に実施したことは、ＩＳＯ９００１の推進組織の担当メンバーと協議を重ね、内部監査の

目的を「品質マネジメントシステムの質の向上」とし、形式的な監査からの脱却を目指すことであっ

た。 

 ちょうどその時期は、ＩＳＯ１４００１（環境管理システム）との同時監査による監査工数の低減

策を模索しているところでもあったことから、質の向上と一体化して実施することにした。 

 

 本論の第１章では、ドラッカーの書籍からのヒントを基に実施した「内部監査マネジメントシステ

ムの改善」についての取り組みを、事例に基づいて紹介し、ＩＳＯ９００１の内部監査を業務として

いる方に参考にしていただくことを目的とする。 

 

 第２章では、マネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）を使って、第１章での実施事項を評価し、Ｍ

ＳＣ研究の第一歩とすることを目的にする。 

 この業務の担当をしていた当時の私は、マネジメント・スコアカードについての知識はなく。その

存在すら知らなかった。第１章の内容はドラッカーの書籍数冊からヒントを得て改善を行っているだ

けであり、ドラッカーのマネジメントを体系的に理解している訳ではなかったからである。 
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第１章．ＩＳＯ９００１内部監査マネジメントシステムの改善 

 

１．内部監査計画段階の改善 

 

 第１図に内部監査計画段階の手順を示す。その中で緑色に塗った部分１）～２）が改善した部分で

ある。 

 

会社の中期経営計画、年度方針など

２）内部監査基本計画（年度毎)

１）品質マネジメントシステム改善計画

第１図　内部監査計画段階の手順

個別の部署の内部監査

会社の中期経営計画、年度方針など

２）内部監査基本計画（年度毎)

１）品質マネジメントシステム改善計画

第１図　内部監査計画段階の手順

個別の部署の内部監査

 

 

以下にその実施例を示す。 

 

１）品質マネジメントシステム改善計画 

   

●改善前 

 

 私がこの仕事に着く前には、「品質マネジメント改善計画」はなく、年度方針と部門長のインタビュ

ーから「内部監査基本計画」を作成していた。 

 このため内部監査基本計画は他の組織と共同で目的を達成するという意識はなく、内部監査を実施

すること自体が目的となっていた。  

  

 

●改善後 

 

 内部監査を計画的に実施するために「計画書を作ることが大切だ」と解説書にもある。会社方針や

トップの意向に沿って作成すべきとのこともその中に書かれている。 

  

 それは正しい方法と考えられる。続けて「独立した立場で広く情報を集め、リスクを把握し監査計

画を作成する」との解説をよく見受ける。これは内部監査をより公正に行い、内部監査担当者が片寄
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った行為を行わないようにするために言っていると考えられる。そのため、内部監査の組織は、ＩＳ

Ｏ９００１の認証取得と維持のためだけに単独で存在していることが多く見受けられた。 

  

 しかし、昨今の専門化した組織の品質情報を内部監査の担当者が単独でつかむこと難しい。専門に

ついて理解することは更に困難である。 

 一方で、企業内における品質マネジメントシステムは、顧客に品質の良い製品を提供するための重

要なシステムとして、常に改善し続けることが企業の使命といわれている。 

 

 内部監査についても、その品質マネジメントシステムの一部として存在し、他の部門と協力してシ

ステムの改善に役立つようにすることが大切であると考えられる。 

 この様な考え方から、内部監査が単独に存在するのではなく、他の部門と連携して、品質マネジメ

ントシステムの質の向上に貢献することが大切であるとの考えに至った。 

 

 そのために、内部監査の計画策定に先立って、品質マネジメントの改善計画を関連する部署と共同

で検討し、その中の一つの要素として内部監査を位置づけることにした。 

 その中では品質マネジメントシステムの改善に関する活動に対して、一項目ごとに詳細な計画を立

案し、それらをまとめて「品質マネジメントシステム改善計画書」を作成した。 

  

 そして、その存在を被監査部門を含む関連部門に知っていただくことからスタートした。周知の手

段として、ＩＳＯ９００１規格の中にある「マネジメントレビュー」を活用し、関連の部門長全員が

出席する席上で、品質管理責任者から「品質マネジメンシステム改善計画」を説明し関連部門の理解

を求めた。 

 なぜこのように面倒な手順にしたかの理由は、下記の３つ課題を解決するためであった。 

 

①内部監査は外部審査の指摘に対応することが目的になっていて、品質システムを改善するという意 

 識がなかった。 

 

②他の組織と協力体制がなかったので、内部監査の強みを生かすことができていなかった。 

 

③内部監査担当の単独活動では、監査の目標を達成しても何が良くなったかわからなった。 

 

 その改善計画の一例を再発防止活動の事例で紹介する。 

市場で品質問題（設計原因）が発生すると、まずお客様の問題解決を迅速に行う。その次に、再発防

止担当が設計部門と共同で再発防止活動を実施して品質マネジメントシステムの問題点を改善する。 

 

 その後、改善した品質マネジメントシステムが実行された直後に、内部監査チームが監査のプロとし

ての強みを発揮してシステムの改善が狙い通りだったかを確認する。 

  

 このような活動を計画的に実施し、再発防止活動と一体化した内部監査を実施する 

ことにより、品質マネジメントシステムの改善に貢献することができるようになった。 

第２図に「品質マネジメントシステム改善計画」のフォームを示す。 
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 第２図 「品質マネジメントシステム改善計画」フォームの事例 

活動項目 担当者 納期 背景 目的 

＜No.1> 

再発防止の実

践展開強化 

 

L：○○ 

メンバー： 

×× 

 

2016. 

03.31 

主力機種で発生した品質問題を繰

り返さないために、再発防止の促

進が本部の重要な方針となってい

る 

内部監査が再発防

止の実施状況確認

に貢献すること 

 

＜No.２ > 

 

    

 

目標値 実施方法 成果 

2016 年度発生の重要問題

10 件の実施状況の確認 

 

1.再発防止の実施状況確 

 認に絞って内部監査の実施 

2.再発防止実施担当が内 

 部監査を行う 

1.再発防止実施策の効果が内部     

 監査で確認できること 

2.再発防止担当者にフィードバッ   

 クして今後の活動に生かすこと 

   

注） 

・背景で上位の戦略や、全社方針と整合性があることを明確にすること 

・実施の目的を明確にすること 

・目標値は目的と整合性があり、できる限り数値化すること 

・実施内容は目的・目標を達成できる内容になっていること 

・計画に対しての単なる結果ではなく、成果（OUTPUT)を計画段階から意識すること 

 

●ヒントを得たドラッカーの著書 

参考にしたドラッカーの著書 マネジメント(上） 

章とページ 第６章 企業とは何か－企業の目的（Ｐ７３） 

〔内容〕 

通常、成果をあげるうえでもっとも重要な人間は、直接の部下ではない、他の分野の人、組織図の

上では横の関係にある人である。あるいは上司である。それらの人と関わりをもち、自らの貢献を

利用してもらい、成果に結びつくようにしなければ、いかなる成果もあげられない。  

 

参考にしたドラッカーの著書 プロフェッショナルの条件 

章とページ Part２ ２章なぜ成果があがらないのか（Ｐ７３） 

〔内容〕 

通常、成果をあげるうえでもっとも重要な人間は、直接の部下ではない、他の分野の人、組織図の上で

は横の関係にある人である。あるいは上司である。それらの人と関わりをもち、自らの貢献を利用して

もらい、成果に結びつくようにしなければ、いかなる成果もあげられない。  

 

２）内部監査基本計画の作成 

 

●改善前 

 

 改善前の部監査基本計画は、事業部方針と各部門長（５部門）のインタビュー（内部監査に対して

の要求）中からいくつかを選別してその年度の内部監査基本方針としていた。又、被監査部署の選定
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については、上記の方針による部署を選ぶこと及び大体３年に一度程度で全部署が受けるようになる

ように実施していた。 

 

●改善後  

 

 内部監査の計画書で一般的に見受けられるのは、５Ｗ１Ｈ形式の業務計画型の計画書である。もち

ろん、いつ、どの部署を、誰が、何をするかの計画は重要である。 

しかしこれだけでは不足である。 

   

 監査する側に権限があるからといって、被監査部署とスケジュールだけ合意して内部監査を実施す

るのでは効果が出ないばかりか、むだな時間を消費し、かえって害となる可能性がある。 

 なぜならＩＳＯ９００１の内部監査は、監査する側もされる側も同じ会社の組織である。監査対象

の部署を選んだ背景や監査の目的をお互いが認識し、監査される部署が納得し、お互いに協力するこ

とで、初めて監査の効果を出すことができるのである。 

  

 よって内部監査基本計画では、第一に内部監査が品質システムの改善に寄与することの理解をして

もらい、監査する理由を具体的に記載し、監査の結果としてのＯＵＴＰＵＴを明確にしておくことが

重要である。監査当日に初めて確認したいことを明らかにするなどはもっての外である。 

第３図に内部監査基本計画の事例を示す。 

 

 

 

 

 

 

                              ここは、空白です。 
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第３図 内部監査基本計画書の事例 

１．内部監査の実施概要

１）監査の目的（監査が品質マネジメントシステムを良くすることの再確認）

２）「品質マネジメントシステムの改善計画」に基づいて監査項目を決めていること

３）上記監査項目を確認するためにふさわしい部署を選定していること

４）その他、監査中に文書管理や計測機器の管理も確認することなど

２．監査項目

１）年度方針の中から重要項目の実施状況の確認

２）重要品質問題の再発防止活動の実施状況の確認

３）昨年度の是正結果

４）外部審査の指摘事項の進捗状況

５）○○

６）○○

３．実施計画

４．その他

　　・内部監査監査責任者、監査チームリーダー氏名

　　・監査基準

　　・その他　　

監査部署　　監査項目　　監査目的・部署選定理由　　　　　　　日時 　 　監査員

＜No.1>
Ａ事業部
Ｂ設計室

昨年度の重要品質問題の再発防止が
Ｂ設計室の次機種ＹＹで確実に実施
されているかの確認を行う

再発防止実
施確認

2017.09.31

10:30～11:30

Ｌ：○○

メンバー：
　××

＜No.2>
Ｃ事業部
Ｄ管理室

事業部教育
の管理

××××××××××××× ××× × ×××

１．内部監査の実施概要

１）監査の目的（監査が品質マネジメントシステムを良くすることの再確認）

２）「品質マネジメントシステムの改善計画」に基づいて監査項目を決めていること

３）上記監査項目を確認するためにふさわしい部署を選定していること

４）その他、監査中に文書管理や計測機器の管理も確認することなど

２．監査項目

１）年度方針の中から重要項目の実施状況の確認

２）重要品質問題の再発防止活動の実施状況の確認

３）昨年度の是正結果

４）外部審査の指摘事項の進捗状況

５）○○

６）○○

３．実施計画

４．その他

　　・内部監査監査責任者、監査チームリーダー氏名

　　・監査基準

　　・その他　　

監査部署　　監査項目　　監査目的・部署選定理由　　　　　　　日時 　 　監査員

＜No.1>
Ａ事業部
Ｂ設計室

昨年度の重要品質問題の再発防止が
Ｂ設計室の次機種ＹＹで確実に実施
されているかの確認を行う

再発防止実
施確認

2017.09.31

10:30～11:30

Ｌ：○○

メンバー：
　××

＜No.2>
Ｃ事業部
Ｄ管理室

事業部教育
の管理

××××××××××××× ××× × ×××

 

 

●ヒントを得たドラッカーの著書 

 

参考にしたドラッカーの著書 マネジメント(中） 

章とページ  第３１章 マネジメントの仕事（Ｐ２６～２７） 

〔内容〕 

（１）目標を設定すること 

（２）組織すること  

（３）チームを作ること  

（４）評価をすること  

（５）自らをを含めて人材を育成することである。   
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参考にしたドラッカーの著書 プロフェッショナルの条件  

章とページ Part４ ５章 人の強みを生かす（Ｐ１８９） 

〔内容〕 

成果をあげるためには、人の強みをいかさなければならない。弱みを気にしすぎてはならない。利用で

きるかぎりのあらゆる強み、すなわち同僚の強み、上司の強み、自らの強みを総動員しなければならな

い。強みこそ機会である。強みを生かすことは組織に特有の機能である。  

 

 

 

２．内部監査実施段階の改善 

 第４図に内部監査実施の手順を示す。その中で緑色に塗った部分１）～２）が改善した部分である。 

 

内部監査説明会（監査員用）

個別監査チーム作り

　２）事前確認書の発行

　1－1）計画レビュー

第４図　内部監査実施の手順

内部監査計画書の発行

内部監査（現場監査）

　１-2）結果報告レビュー

内部監査結果報告書の発行

　＜書類監査＞
　現場監査実施前に監査証拠になる書類
　を送ってもらい確認しておく

内部監査説明会（監査員用）

個別監査チーム作り

　２）事前確認書の発行

　1－1）計画レビュー

第４図　内部監査実施の手順

内部監査計画書の発行

内部監査（現場監査）

　１-2）結果報告レビュー

内部監査結果報告書の発行

　＜書類監査＞
　現場監査実施前に監査証拠になる書類
　を送ってもらい確認しておく
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１）計画レビューと結果報告レビュー 

 

●改善前 

 

 内部監査説明会を実施し、監査方針や注意事項の説明は実施していたが、監査チーム別の計画レビ

ューと報告のレビューは実施していなかった。 

 

●改善後  

 

 監査チームリーダーを中心とした内部監査担当組織（第５図参照）は、内部監査基本計画書を発行

して仕事の終わりではない。これからが監査の本番である。その中で計画レビューと結果報告レビュ

ーの２つについて説明する。 

  

 内部監査の質を高める方法はいろいろあるが、監査チームリーダーを中心とした内部監査担当組織

と内部監査実施チームとの間で適切なレビューを実施することが監査の目的を達成すること、及び監

査員の育成に大きく役立った。 

  

1－1）計画レビュー 

 前に示した第３図の内部監査基本計画書にA事業部B設計室の様に個別部署の監査スケジュールな

どが入っているので、その計画に従って個別の内部監査を実施すれば良いのではないかと思うかもし

れない。 

 

 しかし、大きな組織で、監査チームが多数あると、中には監査の目的を間違えたり、自分の得意分

野ばかりを確認するようなことも起こるかもしれない。これらのリスクを回避し、「内部監査基本計画

書」に基づいた内部監査を確実に実施できるようにするのが計画レビューの役目である。 

第５図に内部監査実施体制を示す。 

 

○内部監査実施チームＡ
・リーダー：１名
・監査員補：１名

・内部監査計画書
・内部監査結果報告書
・事前確認

内部監査責任者

品質管理責任者

○内部監査実施チームＢ
・リーダー：１名
・監査員補：１名

・内部監査計画書
・内部監査結果報告書
・事前確認

○内部監査実施チームＣ
・リーダー：１名
・監査員補：１名

・内部監査計画書
・内部監査結果報告書
・事前確認

○内部監査担当組織
　・内部監査チームリーダー
　・推進メンバー
　（内部監査基本計画の発行）

第５図　内部監査実施体制

計画レビュー、結果報告レビュー

○マネジメント
　レビュー担当

○外部審査担当

○内部監査実施チームＡ
・リーダー：１名
・監査員補：１名

・内部監査計画書
・内部監査結果報告書
・事前確認

内部監査責任者

品質管理責任者

○内部監査実施チームＢ
・リーダー：１名
・監査員補：１名

・内部監査計画書
・内部監査結果報告書
・事前確認

○内部監査実施チームＣ
・リーダー：１名
・監査員補：１名

・内部監査計画書
・内部監査結果報告書
・事前確認

○内部監査担当組織
　・内部監査チームリーダー
　・推進メンバー
　（内部監査基本計画の発行）

第５図　内部監査実施体制

計画レビュー、結果報告レビュー

○マネジメント
　レビュー担当

○外部審査担当
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 上記の体制図の中で私は、「内部監査チームリーダー」としてほぼ全ての内部監査チームの計画レビ

ューと結果報告レビューに参加した。 

監査チームリーダーは内部監査実施の責任者だからである。 

 レビューでは、各監査チームが内部監査の計画と結果報告に間違えがないかを確認するだけでなく、

「品質マネジメントシステム改善計画」の目的を達成するために内部監査が責任を持っているからで

ある。 

これらのレビューを確実に行うためにチェックリストを用いることにした。 

第６図に計画レビューチェックリストの事例を示す。 

 

第６図 計画レビューチェックリストの事例 

 

１．監査日時、監査場所、監査員氏名、文書配布先などにに間違えがないかの確認 

２．監査の狙いは基本計画に基づいているか 

３．狙いに対して確認する品質プロセスが正しいか 

４．事前確認の内容で監査の狙いを達成できるか 

５．計画書の記述は被監査部署に伝わるか 

６．監査員教育を実施する場合はその方法の確認 

 

１－２）結果報告レビュー 

 多くの監査チームがある場合は、全部の監査終了後に全監査チームが集まり、互いの監査結果を報

告して、是正のレベル合わせを行うためのレビューを実施している組織はある。同一の事象でＡチー

ムは不適合、チームは適合にしていたのでは監査の一貫性が問われるからである。 

  

 これも大切なことだが、一番重要なことは各監査チームが計画通りの監査を実施できたかを確認す

ることである。監査に間違いがあった場合に監査結果報告書が発行されてからでは手遅れになる。 

 このことから、結果報告レビューは監査終了後に出来る限り早く実施することにしたい。 

第 7 図に結果報告レビューチェックリストの事例を示す。   

 

第７図 結果報告レビューチェックリストの事例 

 

１．監査日時、監査場所、監査員氏名、文書配布先などにに間違えがないかの確認  

２．計画が達成されたかの確認 

   ①計画した項目は全て監査したか 

    ・No の場合はその理由が記載しているか 

   ②計画以外の監査項目があったか 

    ・YES の場合は、計画外の理由と結果を記載しているか 

   ③指摘事項はあったか 

    ・YES の場合は、その理由が記載されているか 

    ・上記が規格に関連付けされて記載されているか 

   ④結果の記述が簡潔に記載されているか、監査した部署の長に伝わるか 

   ⑤監査員の教育を計画通り実施したか 

    ・No の場合はその理由は何か 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 232 - 

●ヒントを得たドラッカーの著書 

参考にしたドラッカーの著書  マネジメント(中）  

章とページ 第３８章 コミュニケーション（Ｐ１４１～１５７ 

〔内容〕 

すでにわれわれ、主として間違いから学んだことであるが、コミュニケーションについて４つのことを

知っている。 

（１）コミュニケーションとは知覚である。  

（２）コミュニケーションとは期待である。 

（３）コミュニケーションとは要求である。 

（４）コミュニケーションとは情報とは異なる。 

  それどころか、コミュニケーションと情報は相反する。しかし依存関係にある 

 

  

２）事前確認 

 

●改善前 

  

 内部監査の年度方針は事前に全部署に文書で伝えることはしていたが、部署毎に何をどの様なドキ

ュメントに基づいて聞くかまでは伝えてはいなかった。 

 

●改善後  

 

 内部監査と外部審査は目的が全く異なるのだが、現場確認の方法が似ていることから、外部審査の

やり方をまねることが多く、確認内容も似ていることが多かった。 

 

 しかし社内の監査員が、２～３時間監査対象部署長の話を聞いただけで、外部審査官のように問題

点を発見することは困難である。 

 そこで考えたのが事前に詳細な質問を配布しておき、できる限り監査前に回答してもらい、監査員

はそれを読んで、理解できない場合は追加質問をして、理解を深めてから現場監査を行うととした。  

 

 これが事前確認である。この方法により、多くの項目がネットワーク上で確認できるようになり、

現場での確認は大幅に減った。 

 又、時間の短縮効果だけでなく、被監査部署のアンケートから「監査の目的が良く分かった」「組織

のことを良く理解している」との回答も多くあり、効果がある方法と考えられる。 

 第８図に事前確認の事例を示す。この表の中で、○が付いている項目は現場での確認は不要なこと

を表わしている。△の項目のみが事前に確認できなかった項目で、現場での確認があることを表わし

ている。 

 

第８図 事前確認の事例 

確認項目 確認手段 判定 規格要求事項 ご回答／ご記入又はファイル添付 

①ＸＸ機種のＱＣ

Ｄ目標達成計画を

見せてください 

 

事前 

 

○ 7.3.1 

設計の計画 

 

構想書や設計計画を添付して下さい 

＜回答＞ 

×× ×× 
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②計画作成の手順

は明確になってい

ますか 

事前 

 

○ 7.3.1 

設計の計画 

 

標準やマニュアルを添付して下さい 

＜回答＞ 

×× ×× 

③計画立案の作成

方法を教えてくだ

さい 

事前 

→現場 

 

△ 7.3.1  

設計の計画 

検討会やレビューの計画・結果など 

＜回答＞ 

×× ×× 

④計画立案はどの

ような情報に基づ

いていますか 

事前 

 

○ 7.3.2 

設計へのインプ

ット 

情報の種類や入手先を添付してください 

＜回答＞ 

×× ×× 

⑤ご担当のユニッ

トについて顧客の

情報はどのように

入手していますか 

事前 

→現場 

 

△ 7.3.2 

設計へのインプ

ット 

 

情報の種類や入手先を添付して下さい 

＜回答＞ 

×× ×× 

 

⑥競合機の情報は

どのように入手し

ていますか 

事前 

 

○ 7.3.2 

設計へのインプ

ット 

情報の種類や入手先を添付してください 

＜回答＞ 

×× ×× 

 

 

３．内部監査実施後の改善 

 

 第９図に内部監査実施後の手順を示す。その中で緑色に塗った部分 1)）～2)が改善した部分である。 

以下にその実施内容、実施例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部監査結果報告書の発行 

 是正活動推進  良い点の水平展開 

 ２）内部監査有効性自己評価 

 品質マネジメントシステムの改善計画結果まと

め 

 １）マネジメントレビューの報告 

 監査基本計画結果まとめ 

第９図内部監査実施後の手

順 
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１）マネジメントレビューの報告 

 

●改善前 

 

 ＩＳＯ９００１(2008)の規格によると、マネジメントレビューへのインプット項目は下記の a)～g)

になっており、内部監査の結果は「a)監査の結果」としてその年の内部監査全体のまとめを報告して

いた。その他の項目については、それらに相当するものを苦労して探していた。 

 

 a）監査の結果 

 b) 顧客からのフィードバック 

 c) プロセスの成果を含む実施状況及び製品の適合性 

 d) 予防処置及び是正処置の状況 

 e) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

 f) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

 g) 改善のための変更 

 

 

 

●改善後  

 

 内部監査の全体まとめは、是正勧告やグッドポイントの数だけを集計することだけで終わりにせず、

内部監査基本計画と対比した結果としてまとめ、更に「品質マネジメントシステム改善計画」に遡り

その成果と合わせてマネジメントレビューで報告することにした。品質マネジメントシステム改善計

画」の活動結果を報告の中心とし、各々の項目と規格の関連を第１０図の様な一覧表にすることで、

ＩＳＯの規格対応型のマネジメントレビューからトップへの品質マネジメントシステムの健康診断を

報告できるようになった。 

 

第１０図 マネジメントレビューの報告資料（事例） 

 

fedca gb
マネジメントレビューへ
　のインプット

（１）

（２）

（３）

○ ○

（１）

（２）

活動結果

１．品質マネジメントシステム改善計画
　　の活動結果

２．その他の活動結果

○

○ ○

○

○

○

fedca gb
マネジメントレビューへ
　のインプット

（１）

（２）

（３）

○ ○

（１）

（２）

活動結果

１．品質マネジメントシステム改善計画
　　の活動結果

２．その他の活動結果

○

○ ○

○

○

○
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●ヒントを得たドラッカーの著書 

 

参考にしたドラッカーの著書  マネジメント(下）  

章とページ 第５０章トップマネジメントの仕事（Ｐ９～１２） 

〔内容〕 

トップマネジメントの仕事は（１）～（６）組織全体を見るのであるから、ＩＳＯ規格の規格の対応だ

けでない。マネジメントレビューでは、a）～ｇ）についての報告だけではなく、品質マネジメント改

善計画の結果についての報告を中心とすることにした。 

 

 

 

（２）内部監査の自己評価 

 

●改善前 

 

 内部監査の結果については、特に評価は実施せず、毎年の外部審査で内部監査のプロセスや結果を

見ていただき、指摘された問題点に対応していた。 

●改善後  

 

 内部監査の目的を「品質マネジメントシステムの質の向上」を第一優先にしたことで、内部監査の

有効性をどのように評価するのかが課題となった。   

「品質マネジメントシステムの質の向上」は顧客満足度の向上や売り上げの増加が直接の指標と考え

られるが、これでは他の要因が大きく作用する。 

 そのため直接指標での評価は断念し、間接指標として下記の３項目とし、それぞれの中を数項目に

分解して数値目標にした。更にそれぞれに評価点を付け、毎年１０ポイント増加を目標とした。 

 

１．内部監査基本計画の有効性・・・・基本計画通りの監査ができたか 

２．部署監査の有効性・・・・被監査部署の満足度（アンケート）、監査狙いは達成したか 

３．監査員教育の有効性・・・・計画通りに監査員教育ができたか 

 

 以下のような評価表に基づいて５年間実施したが、顧客からの直接的なフィードバッ 

クは被監査部署のアンケートしかなく、更なる改良が必要である。 
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第１１図 内部監査の自己評価表（事例） 

基
本
計
画
の
有
効
性

監
査
の
実
施
有
効
性

監
査
員
教
育
の
有
効
性

2014年

目標 結果

（１）アンケート結果

（２）

（３）

（１）教育人数

（２）

満足度
指数

実績
／計画

定義
（式）

評価点
配分

（２）

2012年 2013年 2015年

（１）重点監査項目数

（３）

（３）

実績
／計画

目標 結果 目標 結果 目標 結果
指標

１２ ８ ８ １０
基
本
計
画
の
有
効
性

監
査
の
実
施
有
効
性

監
査
員
教
育
の
有
効
性

2014年

目標 結果

（１）アンケート結果

（２）

（３）

（１）教育人数

（２）

満足度
指数

実績
／計画

定義
（式）

評価点
配分

（２）

2012年 2013年 2015年

（１）重点監査項目数

（３）

（３）

実績
／計画

目標 結果 目標 結果 目標 結果
指標

１２ ８ ８ １０

 

 

●ヒントを得たドラッカーの著書 

参考にしたドラッカーの著書  マネジメント(中）  

章とページ 第３１章 マネジメントの仕事（Ｐ２７） 

〔内容〕 

（４）評価することである。すなわち評価のための尺度を定める。評価測定の尺度ほど組織全体  

   と一人ひとりの成果にとって重要な要因はない。部下の全員が組織全体の成果と自らの成 

   果について評価の尺度をもつようにする。彼らの成果を分析し、評価する。尺度の意味と 

   成果を部下と上司、同僚に知らせる。 

（５）自らを含めて人材を育成することである。 

 

４．内部監査員の育成 

  

 私が内部監査チームリーダを指名されて、一番初めに実施したのが、内部監査員全員との面談だっ

た。その中で今後も監査員を続けたいかの希望をうかがったところ、３分の２の監査員はやめたいと

の意向であった。 

監査員を続ける意思のある３分の１の方を残して、新たなスタートを切るため、「内部監査員拡充中期

計画」（５年計画）をすぐに策定し、新規の監査員の募集を行った。 

 

（１）必要人員の算出 

これはむずかしい問題ではなかった。下記の条件とするならば、 

 

 ①認証の範囲に１００部署があり、部署単位で内部監査をする 

 ②通常では２年に１回位の頻度で監査がある 

 ③１チームで３部署の監査を受け持つ 
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 ④監査はリーダーと監査員補の２名体制で監査を行う 

    

部署数（１００）／２（２年に１回）／３（３部署受け持つ）×２（２名体制）＝３３．３名 

   

（２）全ての部門から監査員を募集した 

 

 通常は品質保証部門のメンバーが監査員になることが多いが、認証の範囲に商品企画、開発・設計、

工場など多くの部門があり、その部門から監査員を出してもらい、幅広く監査員を募集することが、

良い監査につながることになると考えた。 

  

 狭い範囲のメンバーでは考えが偏る。さまざまな部門から出してもらうことは、ＩＳＯの理解も広

がるし、なんといっても豊富な知識が得られる。 

 しかしただでさえ多忙なメンバーから監査員を出していただくのはたやすいことではなかった。 

  

 そこで古典的な方法だが、品質管理責任者が関連する全ての部門長に頭を下げて「内部監査員拡充

中期計画」を説明し、我々の考えを理解してしていたくことで１５名の方を選出してもらうことに成

功した。 

 その募集の中では「品質保証の仕事を我々に肩代わりさせるのか」というきびしい意見もあったが、

専門性の部分を助けてほしいこと、責任は品質保証部門にあることを説明してやっと理解が得られた。 

 

（３）監査の実践を通しての計画的な教育  

  

 外部の部門から人を預かっているだからこの機会にマネジメントの知識を身に付けていただくこと

で、監査に参加したことを意義あるものにしなけばならない。 

品質管理責任者からも常に注意されていた。これがうまく行かないと次から監査員になってくれる人

がいなくなる。 

  

 このために、監査員教育、フォロー教育、前出の計画レビュー、結果報告レビューを計画的に実施

して行った。 

 

（４）内部監査員卒業制度 

 

 品質保証部門以外から募集した監査員は永久に監査を続けるのではなく５～６年で卒業してもらい、

次の方に代わっていただくことにした。 

こうして全ての部門にＩＳＯ９００１の理解者が増えていくことで、時間はかかるが、品質マネジメ

ントシステム改善へ全ての部門が参加する土壌ができることを期待して進めた。 

 

●ヒントを得たドラッカーの著書  

 

参考にしたドラッカーの著書  マネジメント(中）  

章とページ 第３０章 スペシャリストの仕事（Ｐ１９） 

〔内容〕 

スペシャリストにはマネジメントの人間が必要である。自らの知識と能力を全体の成果に結びつけるこ

とこそスペシャリストにとって最大の問題である。したがってスペシャリストにとってはコミュニケー



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 238 - 

ションが問題である。自らのアウトプットが他のもののインプットにならない限り成果はあがらない。 

・・・ところがその本性からして、スペシャリストは専門用語を使いがちである。むしろ専門用語なし

には話しができない。彼らは理解してももらってこそ有効な存在となる。  

 

 

参考にしたドラッカーの著書  マネジメント(中）  

章とページ 第３３章 人の成長に手を貸す（Ｐ６８） 

〔内容〕 

自らの自らに対する要求水準が上がるのは、人の成長に手を貸すときである。 

いかなる職業においても、そこで最高の業績をあげている人たちは、自らが訓練し育てた人のことを、

自らが残すことのできる最も誇るべき記念碑と見ている。 

もちろんこれらのことは、企業についてと同様、公的サービス機関についてもいえる。 

 

 

 

 

第２章 マネジメント・スコアカードによる評価 

 

 第１章では過去に行った品質マネジメントシステムの改善と影響を受けたドラッカーの著書を示し

た。 

 第２章ではその実施した内容を現在のマネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）の「５つの重要な質

問」と「８つの重要領域目標」に照らし合わせ、第１章の振り返りを行い、その時点で実施できてい

たのではないかと思われることを、第１章の活動の振り返り 

 として示す。 

 

 更に、現時点でこう考えるともっと良かったのではないかということを、『■ＭＳＣからの新たな気

づきと』として示し、ＭＳＣの研究の第一歩とする。 

  

 尚、第二章ではドラッカーの著書『現代の経営（上）』第６章、第７章、『マネジメント（上）』第７

章、８章 を参考文献として引用しているが、『マネジメント（中）』第３４章 いかに目標を設定す

るか、自己目標管理、基準を高くもつ(p81～86)も個々の項目は示していないが目標設定の参考として

いる。 

  

 

 

１.事業の定義 

 

（１）目的とミッションは何か？  

 

■第１章の活動の振り返り  

 

 「１．はじめに」で述べたように内部監査の目的を、「品質マネジメントシステムの質の向上」とし

て改善活動を開始したが、ドラッカーの著書『現代の経営（上）』第６章(p63)の中で「しかし実際に

は「我々の事業は何か」という問いは常に難しく、徹底的な思考と検討なくして答えることはできな
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い。しかも通常、正しい答えはわかりきったものではない」と示されている。 

 

 我々（内部監査担当組織）は活動のスタートを品質マネジメントシステムとしたが、ドラッカーの

言う顧客からスタートして、目的とミッションを考えてみたい。 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 ＜目的・ミッション＞ 

 ・マネジメントシステムの可視化  

 

であると考えられる。 

 ドラッカーの著書『現代の経営（上）』第６章 p67 によれば、我々の事業は何かを知るための第一

歩は、「顧客は誰か」という問いを発することである。「現実の顧客は誰か」「潜在的な顧客は誰か」「顧

客はどこにいるか」「顧客はいかに買うか」「顧客にいかに到達するか」を問うことである。と示され

ている。 

  

 更に、顧客にとっての価値は何かとあり、その最後には「顧客が価値とするものは、あまりにも複

雑であって彼らにしか答えられないものである。憶測しようとしてはならない。常に顧客のところへ

行って答えを求める作業を系統的に行わなければならない」。(p73)と示されている。 

 

 これらから、後述（２）の顧客の現状が今どうなっているのかを良く見えるようにしなければ改善

にはつながらない。良く見えた後の改善は、様々な組織の考え方によって異なってくる。こう考える

と我々のミッションは、内部監査やマネジメントレビューを通して、現在のマネジメンシステムがど

の状態にあるのかを正しく見えるようにすることであると考えられるからである。  

 

 

（２）顧客は誰か？ 

  

■第１章の活動の振り返り 

 

 当時は日本経営品質賞の取り組みを行っている最中であり、セルフアセスメントで「顧客は誰か」

を定義する必要があった。この顧客についての問いかけは、営業、商品企画部門や開発・設計部門、

生産のような顧客と直接の接点を持つ部門においては大いに意義のあることだった。しかし、その頃

から増大し始めていた間接部門（設計管理室などの社内サービス部署）では、顧客をどのように定義

するかは難しい問題であった。 

  

 このため、市場と直接につながっていない組織は、社内顧客という考え方を取り入れて、業務の流

れの分析から、組織の上流、下流、関連組織を明確にしてその部門・部署を顧客と定義していた。 

 内部監査担当組織についても、顧客は、市場ではなく、マネジメントレビューでの報告者や内部監

査を行う被監査部署などの社内の組織としていた。  

  

 部門長、品質管理責任者など経営層にはマネジメントレビューにて、現場活動の結果だけではなく、

マネジメントシステムをどの様に活用してその結果を出したかを「品質マネジメントシステム改善計

画」の結果からありのままに示し、それらに基づいた来期計画の提案をして、指示を受けていた。（第

１０図参照）又 、被監査部署については、内部監査での提案や監査のアンケートを実施して、その結



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 240 - 

果を指標の一つとしていた（第１1 図参照） 

これらから、内部監査担当組織についても、社内顧客の考え方をしていたことや、ＩＳＯ９００１の

規格から見ても、下記の３者は顧客としての意識はあったことがわかる。 

 

 ＜当時顧客として捉えていた人や組織＞ 

 ①被監査部署 

 ②部門長 

 ③品質管理責任者 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 ＜潜在的顧客＞ 

  ①文書管理責任者／文書管理責担当者 

 ②計測機器管理担当組織 

 ③ＩＳＯ１４００１（環境）推進担当者・管理責任者 

 ④他部門の内部監査担当組織・内部監査員 

 

 文書や記録の管理については、ＩＴ化の進展により、大きく変化したが、依然紙での管理も少し残

っており、文書管理についての質問や支援を求める声が多くあった。これに答えるために全部門を対

象とする文書管理説明会を開催したところ、多くの方々が参加し、内部監査だけでは分からなかった

文書管理面での現場の困りごとに対応することができた。 

 又、計測機器の管理組織との協業による内部監査、他部門の内部監査の支援なども実施していた。 

 このような活動の主なものを上に記載したが、これらの担当者や組織も顧客として捉えれば、多く

の潜在的な顧客がいて、様々な活動により新たな顧客を掘り起こしていたと考えられる。  

  

 

（３）顧客にとっての価値は何か？ 

 

■第１章の活動の振り返り 

 

「顧客は誰か？」で示した様に被監査部署には内部監査の実施、部門長、品質管理責任者にはマネジ

メントレビューでのインプット情報を提供していたが、価値の提供という考えはなく我々の責任と捉

えていた。 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 上記から、顧客にとっての価値提供の一つ目は、トップに対してのマネジメントシステムの現状把

握の報告である。 

 二つ目は、現場の支援活動として文書管理や計測器管理がＩＳＯの規格に適合しているかを評価し、

不足している場合は修正の提案をすることにより現場の担当者に安心感を与えることである。 

 三つ目としては他の規格（ＩＳＯ１４００１）の担当や他部門のＩＳＯ９００１担当への技術的な

支援である。 

 

 ＜顧客にとっての価値＞ 

 ①現在のマネジメントシステムの状況把握 
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 ②現場活動に対してのＩＯＳ９００１の適合評価と修正提案 

 ③他部門のＩＳＯ担当者への技術的支援 

  

（４）我々の成果は何か？ 

  

■第１章の活動の振り返り 

 

 内部監査の目的を「品質マネジメントシステムの質の向上」とし、そのためにマネジメントシステ

ムの改善計画を策定した。その活動の結果が我々の成果と考えていた。  

   

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 我々の顧客は誰からスタートして、我々の成果を考えれば、既存の実施事項の改善や新規の活動事

項となる。 

 

 ＜我々の成果＞ 

 ①改善したマネジメントレビュー 

 ②改善した内部監査 

 ③監査員教育  

 ④文書管理説明会 

 ⑤内部監査の支援 

   

（５）我々の計画は何か？ 

  

■第１章の活動の振り返り 

 

 「品質マネジメントシステム改善計画」が計画と捉えていた。 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

  

 ＜我々の計画＞ 

 ①品質マネジメントシステム改善計画 

 ②内部監査基本計画の発行 

 ③マネジメントレビューの開催 

 ④文書管理説明会の開催 

 

 

 

２．８つの重要目標領域 

 

（１）社会性（貢献責任）・顧客創造 

 

■第１章の活動の振り返り 

 

 ＩＳＯ９００１の内部監査の中に環境システム（ＩＳＯ１４００１）の監査も取り込むことを行っ
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ていたが、これは主に効率面からの試みで、社会性を考慮したものではなかった。 

   

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 機械の製造・販売会社のＩＳＯ９００１の内部監査としての社会性（貢献責任）は何であろうか。 

 昨今の身近な問題として自動車会社での燃費改ざんの問題が大きく取り上げられているが、このよ

うなことを今の内部監査プロセスを使って発見することは簡単にできることではない。しかしまず一

歩を踏み出すために、以下のようなことから始めてみてはどうであろうか。 

  

 内部監査において、社会的責任の一つである環境対応の取り組みについての下記のような質問をし、

現状の取り組みのレベルをわかるようにすることである。 

 

＜質問例＞ 

①Ａ製品の規格仕様の中で、環境対応目標は当社の強みでを生かした○○面で他社を圧倒するようにな

っているのか。なっているなら、どの部分か。 

②設計部門については、Ｂ製品の○○ユニットの設計目標では、消費電力を抑えることになっているが、

それは、世界的に見てもすぐれている数値なのか。 

 

（２）マーケティング 

 

■第１章の活動の振り返り 

  

 内部監査の顧客にはアンケートを実施し、満足度・要望などを調査し、改善を実施してきた。又、

マネジメントレビューにおいては、品質管理責任者・部門長から直接に要望を聞いて次期の計画に反

映していた。 

 上記から、関係者の要望を聞き、それに答えることがマーケティングと考えていた。 

  

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 ドラッカーの著書『マネジメント（上）』第９章 目標の設定とその実行－マーケティングの目標

(p134,135)によれば、マーケティングの目標は一つではない。複数存在する。とあり、下記（１）～

（７）となっている。又、あらゆる目標は成果についての目標でなければならないとある。更に、集

中の目標が必要である。と示されている。 

 

（１）既存の市場における 既存の製品についての目標 

（２）既存の製品の廃棄についての目標 

（３）既存の市場における新製品についての目標 

（４）新しい市場についての目標 

（５）流通チャネルについての目標 

（６）アフターサービスについての目標 

（７）信用供与についての目標 

  

 この中で内部監査に関連するのは（１）、（４）、（６）と考えられるので、それらについて、どのよ

うな目標を設定するか考える。  
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１）既存の製品を、以前から実施していたＩＳＯ９００１規格の適合に関する対応として捉えると、 

  ①マネジメントレビューの効果を高めるための目標設定   

  ②内部監査の満足度を向上させる目標   

  ③内部監査員のレベルアップと人員の増加の目標 

  

 と考えられる。 

       

２）ＩＳＯだけでなくマネジメントシステム全ての改善に対して内部監査をいかに貢献させるかの目

標を新製品として捉えると、 

   

  ①他部門との連携による改善の目標 

  ②文書管理教育計画、実施の目標 

  ③満足度調査等からの新規改善事項の目標 

 

３）アフターサービスについての目標は、監査や是正、教育、文書管理説明会に関しのこととして捉

えると、 

  ①内部監査の指摘事項のフォロー状況確認の目標 

  ②監査員教育の効果確認とフロー教育の目標 

  ③説明会実施後の対応状況の確認とフォローの目標  

 

と考えられる。 

 

 

（３）イノベーション 

 

■第１章の活動の振り返り 

 

 品質マネジメントシステムの質の向上のために「品質マネジメントシステム改善計画」から改善を

計画し、実施していた。この改善計画がイノベーションとして捉えていた。 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 ドラッカーの著書『マネジメント（上）』第９章 目標の設定とその実行－イノベーションの目標

(p140、141)によれば、イノベーションの目標とは、「われわれの事業は何であるべきか」との問いに

対する答えを、具体的な行動に移すためのものである。と示されている。 

  

 イノベーションの目標を設定するには、まず第一に製品、既存の市場、新しい市場など、マーケテ

ィングの目標を達成するうえで必要なイノベーションの見積もりをしなければならない。第二に（途

中削除）イノベーションの目標は、マーケティングの目標ほど明確にはしにくくとも、また若干の荒

っぽさは避けられなくとも、具体的な数値目標として提示することが必要である。と示されている。  

 

我々のミッション・目的を「マネジメントシステムの可視化」と定義したことから、いのベーション

の目標は下記のようになるた考えられる。 

 

１）既存の市場についてイノベーションの目標 
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 ①マネジメントレビューの効果を高めるためのイノベーションとその数値目標 

 ②内部監査の満足度向上のためのイノベーションとその数値目標 

 ③内部監査員のレベルアップと人員の増加に｣対してのイノベーションの数値目標 

 

２）新しい市場についてのイノベーションの目標 

 

 ①他部門との連携による新規改善項目の発掘方法のイノベーションと数値目標 

 ②社会的責を重視した新たな内部監査へのイノベーションと数値目標 

 

３）アフターサービスについての目標 

 

 ・現在実施している活動のフォローについてのイノベーションの数値目標 

  

 

（４）人的資源 

 

■第１章の活動の振り返り 

 

 内部監査に関連する人的資源は、内部監査員、内部監査推進メンバー、「マネジメントシステムの改

善計画」の関連メンバーであると考えていた。 

 内部監査員の獲得は最重要課題として捉えて、「内部監査員拡充中期計画」（５年計画）を策定して

実施していた。又獲得した監査員については、内部監査を通しての教育を計画に実施し、その活動の

評価も行っていた。 

  

 このメンバー間には人事、昇格、報酬などの権限が働かない上に全くフラットな組織であった。こ

の組織で活動する中で、いかに目的を共有して成果を出すか、そして共に成長するかが常に大きな課

題であった。 

  

 これに対して我々のチーム（上記の内部監査員、内部監査推進メンバー、「マネジメントシステムの

改善計画」の関連メンバー）は、上司からの細かな指令ではなく、自主的な活動としてマネジメント

システムの改善計画を立案し、監査員を教育し、監査時間の低減、それらの自己評価などができるよ

うになるまで８年の歳月を要した。 

 これは『マネジメント（中）』３４章「自己目標管理」でのドラッカーの言葉から大きなヒントを得

ていたことによるが、ドラッカーの言うように「自らの仕事ぶりを管理するには、自らの目標を知っ

ているだけでは十分でない、目標に照らして、自らの仕事ぶりと成果を評価できなければならない。 

と示されているからである。 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

ドラッカーの著書『マネジメント（上）』第９章 目標の設定とその実行－経営資源の目標(p143)によ

れば、人的資源については、マネジメントとスペシャリストの確保と育成について目標を設定しなけ

ればならない。 

 又、人材と資金獲得に関しては、マーケティング的な目標を持つことが必要である。「必要な人材を

惹きつけとどまってもらうには、彼らの仕事をどのゆなものにする必要があるか。仕事の市場にはど



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 245 - 

のような人たちがいるか。彼らの関心をを惹くにはどうしたらよいか」を考えなければならない。

(p143) 

 と示されており、再度人的資源の目標を整理する。 

監査員をスペシャリスト、監査員の確保と育成の計画・実施・評価をする人材をマネジメントとする

と、マネジメントの人材確保と育成面ができていなかったことがわかった。 

 

＜人的資源の目標＞ 

①内部監査員の確保に対する目標 

 ・監査が魅力ある仕事にするためのしかけと対外的なアピール。 

②獲得した内部監査員が継続して成長できるための目標 

 ・監査を通して、自分自身の専門の領域の成長に役立つようにすること 

④上記のマネジメントができる人材の確保と育成の目標 

 ・人材獲得育成に対する計画、実施、評価のマネジメント  

 

 

（５）物的資源 

 

 内部監査で使う物といえば、会議室、ネットワークなどのインフラや、コピー、ペンなどの筆記用

具位で、これは会社の資源なので、特に目標管理は必要としないので、対象外と思われる。 

 

（６）資金 

 

 内部監査のための費用がこれに相当すると考えられるが、現状のシステムの中では監査に必要な資

金は交通費が主なもので特に対象とすることはないと思われる。 

 ただし、新たな分野で活動を計画するならば、資金確保の目標も必要となろう。 

例えば、内部監査員が公的資格を取るための教育資金の調達などである。 

 

（７）生産性 

 

■第１章の活動の振り返り 

 

 生産性の向上として内部監査時間の短縮に取り組んだ。これはほぼ成功し、当初は４時間かかって

いた内部監査が１時間程度に短縮された。内部監査の質が落ちていないかについては満足度調査を行

い、質が低下していないことを毎年確認していた。 

 

■ＭＳＣからの新たな気づき 

 

 ドラッカーの著書『マネジメント（上）』目標の設定とその実行－生産性の目標(p145)によれば、 

経営資源を手に入れることは第一歩にすぎない。それらの経営資源を生産的なものにすることが課題

である。したがってあらゆる企業が、人材、資金、物的資源という三つの経営資源について生産性の

目標を設定する必要がある。同時に、生産性全体についての目標を設定する必要がある。 

 

 又、複数ある生産性の尺度のうち、われわれは、すでに事業全体の生産性を測る尺度を一つもって

いる。付加価値である。付加価値とは、製品とサービスから得られる収入と、生産のための材料とサ

ービスに支払った支出との差である。言い換えれば、事業ごとの収入と費用の差である。（p146)と示
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されている。 

 

 生産性の目標設定のため、ここにＶＥの概念を適用すれば Ｖ＝Ｆ／Ｃ であるから、我々の仕事

（内部監査）のＶ（価値）を上げるにはＦ（機能）を増大させるかＣ（コスト）を下げることになる。 

コストは時間とし、内部監査の時間の短縮に取り組んでいたことは既に述べた通りである。しかしこ

れは、内部監査に費やした時間だけであり、生産性向上の一部である。マネジメントレビューや文書

管理教育についてなどの時間低減は未実施であった。 

又、Ｆの増大は、マネジメントシステムの質の向上であり、定量化がむずかしいものである。これら

のことを踏まえて、生産性の目標を設定してみると、 

 

＜生産性全体での目標＞ 

①内部監査活動総時間の低減値 

②顧客の満足度の向上指数値 

 

＜個々の生産性の目標＞ 

①マネジメントレビューの生産性 

 ・マネジメントレビューに費やす時間の低減と品質管理責任者・部門長の満足度の向上指数向上値 

②内部監査の生産性 

 ・内部監査に費やす時間の低減と被監査部署の満足度向上指数向上値 

③その他の支援活動の生産性 

 ・支援活動に費やす時間の低減とその効果の向上指数向上値 

 

 

（８）利益 

  

 内部営利活動は営利活動ではないので、利益を出すことはできない。コストを発生させるだけであ

る。よって生産性を上げることが、内部監査の組織が存続できる条件の一つであろう。 
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セルフマネジメント・顧客視点から見たＲＩＺＡＰ社へのＭＳＣ適用事例                        

 

円口 健 

■はじめに 

 この度、私が『ＲＩＺＡＰ』を通して得ることができたもの、どのような心境の変化により「目標

管理」から「自己目標管理」へ至り、成果を上げることができたかについてまとめる。 

 

＜実践結果（Before After）＞ 

 ・入会時 ： 体重 96.10kg、体脂肪率 26.10% 

 ・３か月後： 体重 75.60kg、体脂肪率 13.15% 

 ・６か月後： 体重 68.30kg、体脂肪率  9.80% 

   「体重：マイナス 27.8kg」「体脂肪率：マイナス 16.3%」を達成。 

 

私がＲＩＺＡＰと出会ったのは、通勤電車の中吊り広告であった。当時、メタボリックで健康診断

結果も悪い況が続き、何か改善しなければならないと思っていたが自分自身では何もできていないと

ころに、この中吊り広告は目を引くものがあった。「2 か月で結果にコミット」しかし「高額」である。 

「ここまで強気なのであれば何か理由があるのか？」「きっかけ程度になれば」「とりあえずダイエッ

ト」と無料カウンセリングを申し込むことにした。 

 

 最初の契約３か月終了後に継続契約を行い、結果として前述の通りの当初の想定を大幅に上回る成

果を上げることができた。「とりあえずダイエット」程度の気持ちであった私の心身がどのように変化

し「自己目標管理」になっていったのか、顧客創造されたＲＩＺＡＰ社へのＭＳＣ適用と合わせてま

とめる。 

 

■ＲＩＺＡＰ社へのＭＳＣ適用 

以下の情報は、RIZAP 社ホームページ、書籍、自身の実践結果から整理した内容である。 

 

◆「５つの重要な質問」と「事業の定義」 

目的とミッション 日本全体の健康リテラシーを底上げする 

健康社会への貢献 

顧客 自分を変えたいと思っている人 

健康でありたいと思っている人々 

顧客にとっての価値 変わることができた自分 

手に入れた健康 

自身を変えていくためのノウハウ 

我々の成果 新規会員数 

リピーターの数（プログラム終了後の７割が継続） 

口コミによる会員数（新規の約３割） 

我々の計画 新規事業の立ち上げ、各店舗へのメディカルトレーナー常駐 

医療機関との提携 

大学との共同研究 

事業の定義 「人は変われる」を証明する環境を提供していく事業 
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◆「８つの重要目標領域」 

社会性と顧客創造 国民一人一人の健康追及による社会貢献 

 

マーケティング シンプルで印象的なＣＭ 

広告ＰＲ、口コミ 

ボディメイクノウハウ 

インターネット通販 

イノベーション 新商品開発 

「RIZAP GOLF」「RIZAP ENGLISH」「RIZAP COOK」「RIZAP 

KIDS」 

 スポーツアパレル、コンビニエンスストアとの連携 

各界のスペシャリストが監修 

  体育化学博士、管理栄養士、元モデル、医師 

心理カウンセラーなど 

大学との共同研究、医療機関との提携 

法人プログラム、自治体プログラム 

人的資源 スタッフ力（トレーニング知識だけに留まらないトレーナー） 

トレーニング知識だけではなくコミュニケーション能力、他喜力 

教育プログラム（トレーナー、カウンセラー） 

物的資源 店舗数：１３５店舗（国内外累計、関連事業店舗含む） 

完全個室のトレーニング設備 

資金 キャッシュフロー 

生産性 １セッションの時間（５０分／人） 

 ※トレーニングを行う 1 コマを“セッション”と呼ぶ 

完全予約制による人件費の最適化 

 

利益 当期利益：２４億円 

 

  

◆顧客創造された立場から見たＲＩＺＡＰ社の特徴 

 

 ＜スタッフ力＞ 

「強烈なＣＭ」「結果にコミット」のキャッチフレーズなど印象的ものが多いが、強みは『スタッ

フ力』であると考える。店舗スタッフの応対は、他の一般的なトレーニングジムのスタッフとは明ら

かに異なり、かなりの水準。一流ホテルのコンシェルジュの応対を思わせるようなところがある。 

受付～ロッカールームまでの案内、着替え後トレーニングルームまでの案内。帰りのお見送りは、

ゲストが見えなくなるまでお辞儀している徹底ぶり。実際、エレベーターが締まりきるまでお辞儀し

たまま。それでいて過剰すぎる感じはしない。スタッフに対して、トレーニング・栄養学などの研修

に加え、接客に対する研修もあるとのこと。 

 

研修があるとはいえ、トレーニング、食事報告に対するアドバイスもそうだが、各スタッフが、本

当に「ゲスト（顧客）の為に」と、思っているからこそ自然と行える行動だと思う。 

 

毎日行う、食事の報告についても、翌日には食事に対するアドバイスの返答がある。トレーナーも



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 250 - 

忙しい時には 20 名くらいのゲストを担当することがあるようだが、一人一人の成果の状況、趣味・

性格などを考慮し、テンプレートではないメール返信を行われている。 

 

トレーナー自身も、店舗内の事務処理、自身のトレーニング（トレーナーにも課される成果）など

があるが、ゲスト一人一人にきちんと向き合っている姿がそこにはある。トレーナー自身もボディメ

イクの為、糖質制限により減量を行っていることが多く、ゲストが思うような成果が出てないときは、

トレーナー自身の糖質制限体験談を話題にすることで、共通の目標をゲストと２人で一緒に目指して

いくという空気ができていく。トレーナーが『目標達成のためのパートナー』となっていく。 

 

 ＜完全個室・完全予約制のセッション＞ 

 完全個室のトレーニング空間であることで、ゲストにモチベーション維持・トレーナーとの信頼感

を構築するのに一役買っている。 

 ＲＩＺＡＰに来る方は、少なくともどこかにコンプレックスを抱えている。個室であることで誰に

も見られないため、トレーニングに集中できる。セッション中はトレーナーとマンツーマンであるた

め、成果が表れるにつれ信頼感が高まっていくことにつながる。 

   

■ＲＩＺＡＰでのボディメイク実践 

ＲＩＺＡＰでの目標を決定後、達成するために実践したのは３つ。 

 

 ①食事のマネジメント 

  ＲＩＺＡＰの冊子を参考に、低糖質の食材を選択しトレーナーへの日々の食事報告を実施する。 

 

 ②トレーニングのマネジメント 

  週に２回 ＲＩＺＡＰ店舗でのセッションを実施する。（内容はトレーナーが事前に決定） 

 

 ③日々自身に対する測定 

  毎日ほぼ同じ時間に体組織を測定し現在の傾向を把握する。 

 

「マネジメントの仕事」 

目標を設定する 

（Objectives） 

当初：３ヶ月で７０ｋｇ台（マイナス１６．１ｋｇ以上） 

継続：理想の体型 

 

組織する 

（Organize） 

ＲＩＺＡＰとの契約、専属トレーナー 

スマホ連携体組織計の導入 

 

動機づけ 

（Motivate） 

ＲＩＺＡＰでの完全個室・完全予約でのセッション 

専属トレーナーの存在、信頼関係 

 

測定・評価する 

（Measurement） 

毎日の食事報告、トレーナーからの具体的アドバイス 

セッションの消化状況（２回／週） 

毎日の定点体重測定による傾向 

人材を育成する 

（Develop） 

専属トレーナーと自分自身の成長 
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■「とりあえずダイエット」から「自己目標管理」への変化 

入会時より前述の３項目を日々実践。 

ＲＩＺＡＰの冊子を元に、自分なりに糖質制限食事の実施。「とりあえずダイエット」の気持ちか

ら「糖質が多く含まれている食材を外していれば大丈夫だろう」という考えで糖質制限を実行。しか

し、トレーナーの糖質制限に対する取り組み姿勢は真剣で自分なりの糖質制限はすぐに改めなければ

ならなくなる。 

 

 ＜食事に対する糖質について＞ 

・一般的に言われる「ヘルシー食材」は必ずしも糖質制限とはイコールではない 

  例）「春雨」は“でんぷん”であるため、ほとんどが糖質（80g/100g） 

 ・野菜にもそれなりの糖質が含まれるものがある（特に根菜） 

   例）たまねぎ、ごぼう 

 ・食材だけではなく、味付けに糖が多く含まれる場合がある 

   例）野菜炒めの“餡”、魚の煮つけ、佃煮 

 

トレーナーの本気を感じ取り、アドバイス通りに実行することを改めて決意。更に「１つの主食、

主菜、副菜に含まれる糖質量を５ｇ以下」という更に高い基準を設定。（※） 

※『基準を高くもつ』 -（「マネジメント（中）P85 第 34 章 自己目標管理） 

結果、体重減少への成果が顕著に表れるようになる。 

体重が減少することで体が動くようになり、トレーニングセッションでの成果も上がる。 

 最初の契約３か月が経過する頃には、当初の目標である「７０ｋｇ台への到達」は達成済みだった

が、自分の中の目標が「ダイエット」から「理想の体型とは」に変わっていることを再認識。 

 

ここまでの成果を上げることができたのは、専属トレーナーの存在が大きい。如何にＲＩＺＡＰに

メソッドが優れていようと、専属トレーナーの存在なくしては、この成果を得ることはできなかった。

このトレーナーとであれば、更なる自分の可能性を見ることができると確信し、契約の継続を決意。 

 

 更にボディメイクを続け「食事での減量、体質改善」の成果、「トレーニング内容の向上、出来ると

想像さえしていなかったことが出来るようになる」が加速してゆくことで、自身の取り組みに自信が

持て、更に目標が上がり、視野が広がり、今まで気にしなかったような領域まで、調査を行うように

なる。 

 

※調査例） 

「トレーニング方法」「プロテインとは」「多種多様なサプリメントの効果」 

「筋肉、骨格、筋膜」「心拍数と体脂肪」「有酸素運動、無酸素運動」「栄養と体」 

「エネルギーと細胞の関係」など 

『自己目標管理が強い動機付けをもたらす。適当にこなすのではなく、最善を尽くす願望を 

起こさせる。目標を上げさせ、視野を広げさせる。 

（「マネジメント（中）P83 第 34 章 自己目標管理） 

 

成果を最大化するための一つとして、トレーナーとの情報共有の円滑化のために自ら食事報告の“書

式”を見直し。 

・従来 ： 『食事の写真』＋『食事メニューをメール本文に記載』 

・改善版： 『食事の写真』＋『食事メニューを食材ごとの詳細を記入した一覧化』 
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リストには、食材毎の重量に加え、食材に含まれる「糖質、たんぱく質、脂質、カロリー」を記入。

一食と一日に必要な栄養のバランスを可視化し成果を加速する。 

 例）たんぱく質量 ： 一食当たり４０ｇ程度、一日当たり体重×１．５～２．０ｇ」 

 

書式を定義し、食材の詳細情報を記載するようになることで、現状を把握することができるように

なり、自身の食材に対する興味が上がる。自身の想定通りに数値が変化し、更にモチベーションが向

上し良い流れができる。 

『情報能力の増大は、効果的な自己管理を可能にした。情報がそのように使われるならば、 

マネジメントの成果も大きく向上するはずである。』 

（「マネジメント（中）P85 第 34 章 自己目標管理） 

 

■まとめ 

 最初は中吊り広告からの始まった「とりあえずダイエット」の目標（第一の石工）は、一流のメソ

ッド、トレーナーと一緒に実践していった結果、「自己目標管理（第三の石工）」となり大きな成果を

得、自分自身も知らない自身の可能性に気づくこととなった。 

「自己目標管理の値打ちは支配によるマネジメントの代わりに、自己管理によるマネジメントを 

可能にするところにある。」（※「マネジメント（中）P84 第 34 章 自己目標管理） 

 

＜目標の変化＞ 

●入会時 

「とりあえずダイエットしよう」（目標数値は高く設定）  

 ●３か月後 

   「ボディメイク後に〇〇をしたい！」「想像もしていなかった自分になりたい」 

 

◎第一の石工（とりあえずダイエット）： 

「昨日より〇〇ｇ体重が落ちた」「昨日より増えた」と日々の測定結果に一喜一憂している 

状態。減量停滞期（体重が落ちなくなる時期）等に、目標を見失う可能性が高い。 

 

◎第二の石工： 

「〇〇ｋｇ体重を落とした」「トレーニングで〇〇ｋｇ上げた」のようなトレーニング 

自体が目標となっている状態。 

「組織全体としての成果への関心をそらす。専門な仕事それ自体が目的と化す。」 

（※「マネジメント（中）P71 第 34 章 自己目標管理） 

   

◎第三の石工： 

「本当に実現したいことは何か？」「理想の体になった後にしたいことは何か？」「何のため 

に今を行っているのか？」の目標を明確にイメージし取り組んでいる状態。 

目的が明確であるため日々の結果には左右されない。 

 

 自分自身も第三の石工になることで、目標達成に近づくことができる。しかし、始めた当初の私が

そうだったように、最初から第三の石工でいるわけではない。ＲＩＺＡＰのトレーナーは第二の石工

ではなく、第三の石工としてゲストの自己目標実現のために尽力してくれる。 

 



ドラッカー「マネジメント」研究会 ＭＳＣ実践研究部会 

 

 ©2017 Drucker “Management”Study Group  

- 253 - 

■最後に 

 ＲＩＺＡＰで得られることは、理想的な体という結果だけではなく「変わるためのノウハウ」「変わ

ることができた自分」「変わることができたという自信」。それを最大にするために携わるスタッフの

『人間力』は必要不可欠であること。自分自身の更なる成長、可能性を気づかせてくれたＲＩＺＡＰ

という環境。改めて人間力の重要性を感じることが出来た。 

 ※本文中の数値は筆者個人が調査・実践したものを基に記載。 
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ドラッカーアプリ開発・事業事例 

 

岡崎 宏昭 

 

１．はじめに 

マネジメントスコアカード（以下、ＭＳＣ）は、ドラッカーが説いたマネジメントの活用を支援す

るとともに、その成果を評価する機能がある。 

この論文では、ＭＳＣフレームワークを適用して商品開発を実践した事例を紹介する。 

商品は「ドラッカーを学ぶスマートフォンアプリ」である。きっかけは、ドラッカーの学習教材と、

スマートフォンアプリ開発に必要なリソースが揃ったことから生まれた。 

商品開発に限らず、アイデアを胸に秘め、新しい事業を生み出したいと考えている方々が、この論

文によって、ＭＳＣフレームワークの新規事業への有効性を感じてもらえれば幸いである。 

 

２．企業家精神の発揮とイノベーションの機会 

ＭＳＣフレームワークを活用するためには、ドラッカーの唱える企業家精神を発揮することが必要

である。企業家精神が無ければ、イノベーションの機会をとらえ、事業を定義し、商品開発につなげ

ることは困難である。 

ドラッカーの言葉を参照しながら、当事業におけるイノベーションの機会を考えてみる。 

 

「イノベーションの機会は七つある。（中略）まず第一が予期せぬことの生起である。予期せぬ成功、

予期せぬ失敗、予期せぬ出来事である。第二がギャップの存在である。現実にあるものと、かくある

べきものとのギャップである。第三がニーズの存在である。第四が産業構造の変化である。 

残り三つの機会は、企業や産業の外部における事象である。すなわち、第五が人口構造の変化である。

第六が認識の変化、すなわちものの見方、感じ方、考え方の変化である。第七が新しい知識の出現で

ある。」『イノベーションと企業家精神』 p16 

 

当事業が捉えたのは、「第三の機会：ニーズの存在」「第六の機会：認識の変化」である。 

 

（１）「ニーズの存在」による機会 

「イノベーションの機会としてのプロセスニーズの利用は、ほかのイノベーションとは異なり、状況

からスタートすることはない。課題からスタートする。状況中心ではなく、課題中心である。それは、

知的発見によって、すでに存在するプロセスの弱みや欠落を補うためのイノベーションである。」『イ

ノベーションと企業家精神』 p61 

 

我々のようにドラッカーの研究をする組織には、ドラッカーマネジメントをより広めていくにはど

うすべきか、という課題がある。 

すでに存在するプロセスは、書店に並んだドラッカー書籍であるが、それは手に取った人たちにと

って難解だと感じさせてしまう可能性があるのではないだろうか。 

当事業にはこの課題に対応すべきプロセスニーズがあると考えた。 
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（２）「認識の変化」による機会 

「コップに『半分入っている』と『半分空である』とは、量的には同じである。だが、意味はまった

く違う。とるべき行動も違う。世の中の認識が『半分入っている』から『半分空である』に変わると

き、イノベーションの機会が生まれる。」『イノベーションと企業家精神』 p102 

 

一般的には「多くの人がドラッカーマネジメントを知っている」と思っており、これ以上の普及活

動は必要ないとも考えられる。 

しかし、一方では「まだ知らない人がいる」とも考えられる。また、知ってはいるもののドラッカ

ーマネジメントを実践していない人たちが多いのではないか、という疑問もある。 

当事業では、これらの認識の違いによるイノベーション機会が存在していると考えた。 

 

３．ドラッカーの５つの重要な質問 

ＭＳＣフレームワークにおいて事業の定義は、「５つの重要な質問」によって行う。 

「５つの重要な質問」とは、組織とその活動を評価するための、ドラッカーのシンプルな問いかけ

である。 

 

「私たちは、いかなる組織にあろうと、ドラッカーが問いかける五つのシンプルな質問に答えないか

ぎり、顧客、組織、自らに対し、やがて害をなすことになる。 

ドラッカーは、大切なものは質問だと言う。もちろん答えも大切である。答えが無ければ行動はでき

ない。だが、それでも、より大切なのは質問のほうである。（フランシス・ヘッセルバイン）」『経

営者に贈る５つの質問』 はじめに 

 

（１）目的とミッションは何か？ 

「事業の目的とミッションについての明確な定義だけが、現実的な目標を可能とする。（中略）戦略

が事業における基幹活動を規定する。その戦略が、『われわれの事業は何か。何でなければならない

か』を知るべきことを要求する。」（マネジメント上 p92） 

「ミッションを規定するものとしてのいわゆるミッション・ステートメントは、Ｔシャツに似合う簡

潔なものにしなければならない。それは、何を、なぜ行うのかを表すものである。いかに行うかを表

すものではない。」『経営者に贈る５つの質問』 p13 

 

これらのドラッカーの言葉を見ても分かるように、事業には簡潔な目的とミッションの規定が必須

である。 

当事業の目的とミッションは、ドラッカー「マネジメント」研究会の目的とミッション「自分を変

え、組織を変え、よりよい世の中を創る」につながるものであるべきである。 

ゆえに我々の目的とミッションは 

「ドラッカーマネジメントを広める」 

とする。 
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（２）顧客は誰か？ 

「『顧客は誰か』との問いこそ、事業の目的とミッションを定義するうえで、最初に考えるべき最も

重要な問いである。易しい問いではない。まして、答えのわかりきった問いではない。だが、この問

いに対する答えによって、企業が自らをどう定義するかが決まってくる。」『マネジメント上』 p100 

「組織には二種類の顧客がいる。一方は、活動対象としての顧客（プライマリー・カスタマー、主た

る顧客）、すなわち組織の活動によって生活と人生を変えられる人たちである。」「もう一方はパー

トナーとしての顧客（サポーティング・カスタマー、支援者たる顧客）である。」『経営者に贈る５

つの質問』 p26 

 

我々のミッションは「ドラッカーマネジメントを広める」ことであるため、プライマリー・カスタ

マーは我々の事業を活用してくれる人たちであり、ドラッカーマネジメントを必要としている人たち

である。 

ゆえに我々の顧客は、 

「ドラッカーマネジメントを学ぼうとしている人」 

「現状に満足せず自分を変えたいと思っている人」 

とする。 

 

また、ドラッカーは顧客の対象を広げ過ぎることを推奨していない。 

 

「組織が成果をあげるには、活動対象としての顧客を絞らなければならない。（中略）焦点を絞らな

ければ、エネルギーは放散し、成果はあがらない。」『経営者に贈る５つの質問』 p26 

 

ゆえに、当事業は既にドラッカーマネジメントに習熟している人たちを対象と考えていない。そう

いった人々は書籍を読み進め、より一層理解を深めて行くだろう。 

また、第二の顧客、サポーティング・カスタマーは、ドラッカー学会、ドラッカー「マネジメント」

研究会である。我々の事業に少なからず期待を持ってもらえる人たちである。 

 

（３）顧客にとっての価値は何か？ 

「『顧客にとっての価値は何か？』という質問こそ、『５つの質問』のなかでも際立って重要である。

しかしこれは、実は最も考えられることのない質問である。しかも、ほとんどの組織が、顧客に成り

代わって自ら答えようとする。」『経営者に贈る５つの質問』 p42 

 

我々の顧客は、これからドラッカーマネジメントを学ぼうとしている人たちである。これらのプラ

イマリー・カスタマーが何を求めているかを考える必要がある。 

我々の事業における顧客にとっての価値は、書籍で得られるものと同じであっては意味がない。ド

ラッカー書籍は書店やネットショップに数を多く並んでおり、既に提供されているリソースであり、

我々の顧客はおそらくこのリソースに手を出しかねている人たちである。 

ドラッカーを学ぼうとしている人たちが我々の事業に触れた時にガッカリせず、使い続けたいと思

えるものである必要がある。 

自分自身、ドラッカーに引き込まれるまでに時間を要さなかった。重要なキーワードを正しく理解

するだけでドラッカーマネジメントの入口に立つことができた。ドラッカーマネジメントを正しく学

んで行動を変化させることができれば、少しずつだが成果につながり、効果が実感できるはずである。 
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よって顧客にとっての価値への回答は、 

「ドラッカーマネジメントをいつでもどこでも手軽に楽しく学ぶ」 

「ドラッカーマネジメントの基礎を身につけ組織で実践する」 

「ドラッカーマネジメントによって自分をよりよくする」 

とする。 

 

「顧客にとっての価値はあまりに多様であって、顧客にしか答えられない。したがって、答えを推察

してはならない。直に聞かなければならない。」『マネジメント上』 p109 

「顧客が価値とするものについて考えようとするのであれば、実際に顧客が言っていることを知らな

ければならない。そのうえで、自らの成果を評価しなければならない。」『経営者に贈る５つの質問』 

p43 

 

顧客にとっての価値は、今のところ我々の推察に過ぎない。よって、今後、顧客の声を直に聞いて

いくための仕組みの構築が必要であり、事業計画に組み込んでいく事とする。 

 

（４）我々の成果は何か 

「成果の実現は定性的、定量的に評価することができる。この二つの評価は、互いに密接な関係にあ

る。組織が自らの成果として、世の中にどれだけの変化をもらたらしたかを知るには、いずれも必要

である。」『経営者に贈る５つの質問』 p57 

 

我々の成果を評価するための指標を示さなければならない。我々の顧客は、「ドラッカーマネジメ

ントを学ぼうとしている人」「現状に満足せず自分を変えたいと思っている人」である。ゆえに評価

は、ドラッカーを学び実践する人が増えているか、自分がよりよくなったと感じている人が増えてい

るか、ということであり、それらを示せる指標が必要である。 

 

よって我々の成果は、 

「ドラッカーを学ぶきっかけを作り、学ぶ人を増やす（人数）」 

で評価する。 

 

定量的な指標として、我々の事業を利用した人たちの数を評価として使用することができるが、そ

れだけでは十分でない。事業を利用した人たちが、それをどう生かしているかを知る必要がある。こ

れを把握するために、何らかの方法で事業を利用した人たちからのフィードバックを得る仕組みの構

築を、事業計画に組み込んでいく事とする。 

 

（５）我々の計画は何か 

顧客にとっての価値を実現するため、当事業ではスマートフォンアプリの商品開発を計画する。 

 

「スマートフォンアプリ（無償版）の作成」 

「スマートフォンアプリ（無償版）の配布」 

 

スマートフォンというデバイスは誰もが常に持ち運んでいるものである。通勤中、仕事の合間など

に手軽に学ぶことが可能であり、当事業の顧客にとっての価値を実現できるものである。 
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「イノベーションに成功するには小さくスタートしなければならない。大がかりであってはならない。

具体的なことだけに絞らなければならない。」『イノベーションと企業家精神』 p158 

 

ドラッカーは小さくスタートすることをイノベーションの条件としている。ゆえに当事業ではいき

なり大規模開発を行うのではなく、資金を必要としない無償版アプリを開発することとし、事業計画

を作成する。 

 

４．８つの重要領域目標（事業計画書） 

ＭＳＣでは、５つの重要な質問で事業の定義を行った後に、８つの重要領域目標を立てることが必

要である。 

 

「事業は顧客を創造することができなければならない。したがって、マーケティングについての目標

が必要である。事業はイノベーションできなければならない。さもなければ、誰かに陳腐化させられ

る。したがって、イノベーションについての目標が必要である。 

あらゆる事業が経済学のいう三つの生産要素、人、金、物に依存している。したがって、それらのも

のの獲得と利用についての目標が必要である。 

事業が発展を続けるには生産性を向上させていかなければならない。したがって、生産性の目標が必

要である。 

さらには、事業が社会の中に存在する以上、社会的責任を果たさなければならない。したがって、社

会的責任についての目標が必要である。 

そして最後に利益が必要である。利益がなければ、いかなる目標も達成できない。」『マネジメント

上』 p129 

 

当事業の８つの重要領域目標は、次ページの表の通りである。 
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＜ＭＳＣ適用事例 事業名：ドラッカーアプリ商品開発（無償版）＞ 

８つの重要目標領域 測定指標 想定される評価 

■社会性／顧客創造 アンケート結果 ５０件回収 

 プラス回答 ２５件（５０％） 

■マーケティング 無償版ダウンロード数 ５００ダウンロード 

 検索サイトヒット数 ５００ヒット 

■イノベーション 無償版アプリ開発・公開 公開 

 ドラッカーキーワード（クイズ） １０問 

 カスタマーセンター立ち上げ・公開 公開 

■人的資源 開発メンバー人数 ２名 

 サポーター人数 ５名 

■物的資源 開発環境の確保 パソコン、開発ツール 

■資金 開発資金 ０円 

■生産性 試作版開発・評価 開発・評価完了 

 プロトタイピング開発・評価 開発・評価完了 

■利益 収入：アプリ販売利益 ０円 

 支出：開発コスト ０円 

 

（１）マーケティング、イノベーション 

スマートフォンアプリのため、マーケティングの評価の多くはインターネット上で行われるものと

なる。 

イノベーションはスマートフォンアプリ開発である。小さくスタートするため、まずは機能を限定

した無償版を開発・公開し、評価を行う。 

事業を評価するためには、事業利用者からのフィードバックが必要である。これを実現するために、

カスタマーセンター（インターネット上のユーザーサポートページ）を立ち上げ、公開する。 

 

（２）人的資源、物的資源、資金 

当事業はスマートフォンアプリのソフトウェア商品開発であるため、ヒト・モノ・カネのリソース

が少なくても開始できる特徴がある。 

資金はゼロ、人的資源はボランティアスタッフ、物的資源として必要なパソコンは個人所有のもの

を使用した。 

Android、iPhone とも開発ツールは無償でダウンロードできる。 

 

（３）生産性、社会性／顧客創造、利益 

社会性／顧客創造の目標については、ドラッカーを学ぶ人を増やすという我々の求める成果そのも

のである。 
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生産性と利益の目標は何も事業を行う際に重要なものであるが、当事業は無償版スマートフォンア

プリの提供であるため、今後事業拡大していく際に、事業継続の重要な要素となっていくと考えてい

る。 

 

５．当事業で開発した商品（スマートフォンアプリ） 

（１）概要 

クイズ形式でドラッカーを学ぶことができるスマートフォンアプリである。 

タイトル：「クイズで学ぶドラッカー」（２）参考図書 

   

マネジメント 上・中・下 

P.F.ドラッカー(著), 上田惇生

(訳) 

出版:ダイヤモンド社 

経営者の条件 

P.F.ドラッカー(著), 上田惇生

(訳) 

出版:ダイヤモンド社 

図解ドラッカー入門 

森岡謙仁(著) 

出版:KADOKAWA 

   

われわれはいかに働き 

どう生きるべきか 

P.F.ドラッカー(著), 上田惇生

(訳) 

出版:ダイヤモンド社 

ドラッカー入門 新版 

上田惇生 (著), 井坂康志(著) 

出版:ダイヤモンド社 

経営者に贈る５つの質問 

P.F.ドラッカー(著), 上田惇生

(訳) 

出版:ダイヤモンド社 
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（３）動作環境 

Android 3.0 以上 

iPhone iOS8.0 以上 

（４）スクリーンショット 

   

 

（５）入手方法 ※2017 年 10 月現在 

Android 版   GooglePlay より「クイズで学ぶドラッカー」で検索 

iPhone 版   AppStore へ登録依頼中 

 

（６）ユーザーサポートページ 

http://www.facebook.com/DruckerQuiz/ 

 

５．今後の事業計画 

（１）有償版開発 

当事業は無償版スマートフォンアプリの開発からスタートしたが、無償版では利益を出すことはで

きない。 

 

「企業には最低限あげるべき利益というものがある。それは自らの将来のリスクをカバーし、事業を

継続していくために必要とされる利益である。」『マネジメント上』 p90 
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事業として継続していくのであれば、利益を上げる必要がある。このため、無償版の延長線で有償

版開発の事業を行う。 

有償版は、ドラッカーを学ぶためのコンテンツを拡大し、効率的に学習できるようにするための機

能拡張を予定している。 

＜ＭＳＣ適用事例 事業名：ドラッカーアプリ商品開発（有償版）＞ 

８つの重要目標領域 測定指標 想定される評価 

■社会性／顧客創造 アンケート結果 １００件回収（＋５０件） 

 プラス回答 ５０件（５０％） 

■マーケティング 有償版ダウンロード数 １００ダウンロード 

 検索サイトヒット数 １０００ヒット（＋５００

ヒット） 

 ＳＮＳ・ＨＰでの拡散 実施 

■イノベーション 有償版アプリ開発・公開 公開 

 ドラッカーキーワード（クイズ） ５０問（＋４０問） 

 カスタマーセンター継続 継続 

■人的資源 開発メンバー人数 ２名 

 サポーター人数 ５名 

■物的資源 開発環境の確保 パソコン、開発ツール 

■資金 開発資金 ０円 

■生産性 アプリの拡張開発 開発完了 

■利益 収入：アプリ販売利益 ２０，０００円 

 支出：開発コスト ０円 

 

（２）更なる事業の拡大 

まだ産声を上げたばかりの事業であり、事業目標を評価するのはこれからであるが、ＭＳＣが商品

開発に適用できることは証明できたのではないかと思う。 

だが、ドラッカーの教えを実践するのであれば、事業を拡大し続けなければならない。 

 

「イノベーションが事業として成功したあと本当の仕事が始まる。トップの地位を維持していくため

の継続的な努力が必要となる。さもなければ競争相手に市場を奪われる。（中略）新しい製品の利用

法を開発し、新しい顧客を発掘し、新しい製品を試してもらわなければならない。」『イノベーショ

ンと企業家精神』 p258 

 

有償版スマートフォンアプリの先にあるものは、資金を投資し、体制を強化し、企業として開発を

継続することなのかもしれない。その際には、再びＭＳＣを使用して事業を定義し直す必要があるだ

ろう。 
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【参考文献】 

Ｐ．Ｆ．ドラッカー 著、上田惇生 訳『マネジメント 課題・責任・実践』 

（２００８年）ダイヤモンド社 出版 

Ｐ．Ｆ．ドラッカー 著、上田惇生 訳『イノベーションと企業家精神』 

（２００７年）ダイヤモンド社 出版 

Ｐ．Ｆ．ドラッカー 著、上田惇生 訳『経営者に贈る５つの質問』 

（２００９年）ダイヤモンド社 出版 

 

【キーワード】 

スマートフォンアプリ、システム開発、開発プロジェクト、商品開発、イノベーション、企業家精

神 

 

【執筆者プロフィール】 

岡崎 宏昭(おかざき ひろあき) 

１９６６年生まれ、日本大学卒業 

金融ユーザー系ＩＴ企業に勤務し勤続２８年、システムエンジニア、プロジェクトマネージャを経

て、現在はグループ長としてライン管理職に従事 

情報処理技術者 応用情報技術者、プロジェクトマネージャ資格取得 

高校生の頃からプログラミングを始め、現在はスマートフォンアプリ開発を継続中 

プログラミング言語は、Java、アセンブラ、COBOL、C、C++、VB を習得 

・ドラッカー「マネジメント」研究会 総合企画委員 

・「少子高齢社会」分科会 サブリーダー、「ＭＳＣ実践研究部会」プロジェクトリーダー 
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２．感想文 

 

 

・森岡 謙仁 

 

 成果を手にするためには、そのための作業と精神的な峠を越えなければならない。今回は、2017

年 8 月 18 日（金）と 19 日（金）のレビュー合宿がその時だった。そして、私たちは見事に峠を超

えて、こうして成果物の披露に到達した。 

 ドラッカー「マネジメント」研究会は、10 周年を迎える来年に向けた節目を、ＭＳＣ実践研究部

会の活動とその成果物をもって内外に記せたのは感慨深い。 

 この成果物を手にしたからには、2 年目に入るために考えるべきことがある。ＭＳＣ実践研究部

会としての５つの重要な質問に対する答えであり事業の定義である。志をもち集ったＭＳＣの実践

者・執筆者とともに明文化を進めて行こう。 

 皆自らがＭＳＣを学ぶだけでなく実践者であることが重要であると考えている。今回集った執筆

者の一人ひとりは、有識者であり専門家あるいは第二の人生を備える者である。今後も各界、各組

織の指導的立場にいらっしゃる方またはその候補者の参加を期待して止まない。 

  

 

 

・伊藤 年一 

 

今回の論文の主要テーマは「自己目標管理」と「グーグル」である。まず、「自己目標管理」と

の出会いは 2007 年春に上田先生と森岡ファシリテーターのお二人が講師を務めるドラッカーを学

ぶセミナーの受講時であった。上田先生は日頃「自己管理による目標管理」が長たらしく分かりに

くいし、単に「目標管理」とすると「自己管理による」の大切さが伝わらず、間違った解釈をし易

いなど翻訳上の大きな悩みを抱えていた。そこに図らずも森岡ファシリテーターが講義で発した

「自己目標管理」と言うキーワードを聞いた上田先生がこのキーワードに訳すことで一気に悩みが

解決すると感激し、以降の翻訳には「自己目標管理」を使用することを決めた。※ この時が私に

とって新訳語「自己目標管理」の意味が深く刻み込まれた瞬間であり、ドラッカーを学ぶ発端とも

なった。 

その後、2008 年 1 月に森岡ファシリテーターの主宰するドラッカー「マネジメント」研究会が

発足し、第 3 回目の研究会で「グーグルは 21 世紀のドラッカーマネジメント実践企業たり得るか」

というテーマで発表を行い、これが私のグーグルのマネジメント研究の始まりとなった。以降、継

続的な研究を重ねる過程で「自己目標管理」のグーグル版ともいえる「OKR（Objectives and 

Key-Results）」がグーグルのマネジメントに多大な役割を占めていることが判り、ドラッカーのオ

ジナルな「自己目標管理」との関連を追求したい願望に駆られ、今回の論文テーマに結びついた次

第である。 

今後はこの研究成果をＭＳＣの主に運用分野の実践手法に役立てて行きたい。 

※：この詳しい経緯は 谷島宜之著（2013）、『ソフトを他人に作らせる日本、自分で作る米国』、日経 BP

社、ｐ136-138 に載っているので参照されたい。 
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・若林 良樹    ～「個人ＭＳＣ」と『腸は考える』～ 

 

8 月中旬、相互レビューの締めくくりとして森岡ファシリテーターによる「最新ＭＳＣ解説」が

行われた。それは、「ＭＳＣ体系の『誠実さ』『自己目標管理』等は“頭“であり、『５つの質問』等は”

ボディ“、『マネージャーズ・レター』『個人ＭＳＣ』等は”手足”である。」と人体に例えた解説であ

った。 

このＭＳＣ体系の解説を聞いた時、私はある解剖学者が書いた新書のタイトルを思い出した。そ

れは『腸は考える』（※1）である。レビュー後、この新書を久しぶりに読み直しかつインターネッ

ト（※2）で調べてみた。書かれていたのは次のような内容だった。 

・「脳が考えて指示してくれなくとも、（腸は）自分で判断し適切な働きをしている。」（※2） 

・「腸の能力は、中枢神経とは別に、腸自身にそなわるもので、これを「腸の自動能」という。

腸は実に賢い器官で、脳の命令や調節とは無関係に、内容物の化学的、機械的情報を検出して

適切な対応をとり続ける。生体が生き続ける限り、寝ても覚めても･･･。」（※1） 

そして、「腸と人間の文化の関係」（※2）についても書かれているが、その紹介は別の機会とする。 

ＭＳＣ体系の中では、「上司の自己管理」と「部下の自己管理」を枠で括って「個人ＭＳＣ」と

している。相互レビューでＭＳＣ体系を人体に例え、特に「個人ＭＳＣ」を“手足”と解説された時、

『腸は考える』が頭に浮かんだ。 

「個人ＭＳＣ」と『腸は考える』（「腸の自動能」）との関係が気になったのは以上の理由による。 

ドラッカーは、「自己目標管理こそマネジメントの哲学たるべきものである。」と言っている。マ

ネジメントの活用を支援・評価するＭＳＣ体系の中でも、「個人ＭＳＣ」のものの見方・考え方は、

「自己目標管理」を実践する上で重要かつ基本となる要素・ツールの一つになり得るのではないか、

と私は考えはじめている。 

今回のように“新たなことに気付き次の行動の機会を得ること”は、いくつになってもワクワクす

るものである。 

※1：藤田恒夫（1991）『腸は考える』岩波新書 

※2：藤田恒夫（2009）『脳の指図は受けないぜ！』日経ビジネス ONLINE 

 

 

 

・中島 信 

 

今回のＭＳＣの研究にあたり、藤島先生、森岡先生及び「マネジメント」研究会の皆様の先行

研究を勉強させて頂き、ＭＳＣの実践について大変深く研究されていることを改めて理解致しま

した。誠に拙い小生の研究はさて置き、この過程で、大変多くの事を学ぶことが出来ました。皆

様に深く感謝申し上げます。 

 現役会社勤務のときには、都合 7 年くらいＢＳＣの利用をしておりました。どのケースも、別

途の人事評価手順、或いは予算制度の外側での実施でしたので、なかなか手数ばかりかかり形骸

化していたように記憶しております。 

 今回、ドラッカーのマネジメント論を基本にＭＳＣ、ＢＳＣ等を再認識することが出来ました。

この基本をベースにすると、その意味と実践に当たっての“心構え”につきまして、多々感じる所

がありました。15 年くらい前に学んでいれば、もっと、もっと多くの成果をだせたのではないか

と、遅まきながら大変反省致しました。 
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 ということで、本当はドラッカーのマネジメントを学んだ上で、このＭＳＣを実践活用するの

がベストかと思いますが、自らの反省も踏まえて、必ずしもドラッカーに詳しくない方々にもＭ

ＳＣの利用を通して、ドラッカー思想を実践頂けないかと いう“大それた”思いで、挑戦してみ

ました。特に、これからの日本経済を支える中小企業の経営者、或いは会社リードするマネジャ

ーの皆様での活用を想定しました。 

 風呂敷は広げてみたものの、大変貧弱なレベルになりました。なんとか今後も、研究続けて“何

か”にはしたいと思っておりますので、皆様の御指導、ご鞭撻をお願いします。 

 今回の研究を通して、ドラッカーの深さを再認識致しました。改めて“ゼロ”から勉強を、やり

直そうと痛感した次第です。 

 

 

 

・行本 憲治 

 

ドラッカーのＭＳＣの概念をもとに、マネジメントがどれだけ、自分たちの事業目的、ミッシ

ョンに対して、実践成果が上がったかどうかを不断に自らが測定、評価し社会に、より高い価値

を提供するという狙いである、と理解したものの、世の中でどれだけ組織の成果が上がるような

制度設計、運用がなされているのか自問した。 

その規模、歴史、人材、技術レベル、事業力が日本を代表するレベルと認められるあの東芝で、

開示・ガバナンスが、有効に機能せず、事業環境の変化の中で、経営判断を適応できず、ついに

有力事業を売却しなければ、債務超過を解消できず、企業解体状態となった。 

制度的、形式的にガバナンス体制が整備されても、その本質的な目的が、理念が意識できない

経営人材が会社の経営に携わると会社を破壊的な状況に至らしてしまう、本人達は真摯に経営し

てきたと思い込んでいる、問題の根は深い。 

経営トップ人材候補達をどのように育て、選んでいくか、ここの深堀を、時の経営陣自身が考

え、そのプロセスを公正、オープンにして選任していく。これをサポートしていくのが取締役会、

指名委員会、社外役員達の役割だと思う。 

経営理念、経営方針の下で、中長期の経営計画があり、それにそって健全な経営が行われてい

るかどうかを評価、監視するための情報が共有化でき、十分な議論ができているか、ここを常に

厳しく再評価していくことが重要だ。 

企業外部のステークホルダーの期待と目線が、企業の執行リーダー達の自己評価と交わり、検

証する機関が取締役会とも言え、コーポレートガバナンスの確立の原点といえる。 

 

 

 

・佐藤 幸夫 

 

本研究会に参加したことで本格的にドラッカー思想を研究する機会を得ることができ、先ずは

ご指導頂いた研究会の諸先輩方には感謝を申し上げます。マネジメント・スコアカードには、ド

ラッカーが社会や組織に対して、ドラッカー自らが体験、検証した多くの知見が組み込まれてい

るドラッカー思想の神髄である。 

今回、新たに発足したＭＳＣ実践研究部会では、起業家や企業統治の実務家、研究者、企業人

など、幅広い知識人により、マネジメント・スコアカードの可能性について多角的な研究や実務

への導入が試みられた。マネジメント・スコアカードの有効性については、本学会での研究の他、

過去の研究報告でも公知の事実である。今回の成果は、マネジメント・スコアカードの実効性を、
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社会に対して再認識させる良き材料となると考えられる。 

今後は、この成果が、更に多くの企業や組織活動の支援に活用できるよう啓発することが、我々

に課せられた重要な役割となるであろう。今回の成果を広く社会的に共有できるよう本研究会の

活動を継続し、微力ながら貢献できることに尽力したい。 

 

 

 

・中野 羊彦 

 

「顧客と顧客価値を考える」「成果に焦点を当て集中する」「強みを活かす」「自己目標管理を

する」「変化をチャンスに変える」、これらはドラッカーの言葉であり、知識労働者が働く時の基

軸になる言葉である。しかし、私にとっては、これらの言葉は抽象的であり、なかなかイメージ

できない。そこで、これらの言葉を実際の事例に当てはめれば、実行のポイントが明確になるの

ではないかと考えた、本稿はそのための一つの試みである。 

これを実際にやってみて頭の整理にはなった。また、いくつかの気づきも得た。今後は、この

執筆で得た成果を少しでも実践していきたい。また、研修にも応用し、受講者とこれらについて

議論をしたい。 

イメージするとは知覚することである。五感で感じないと明確にはイメージできない。そう考

えると、ドラッカーの言葉を肌で感じるのは、自分が実践し、自分の経験をドラッカーの言葉で

振り返った時だ。今後も、ホットペッパーのような様々な他人の事例も分析していきたいが、一

方で、自分が実践する中で、自分でフィードバックし、自分の行動をドラッカーの言葉で分析す

ることも実施していきたい。 

 

 

 

・髙橋 磨 

 

マネジメント・スコアカードによる企業分析のお話が来たときに、長年の民間気象予報業界の

疑問を解消するよい機会と捉え、作成してみたのがこの論文になります。 

 企業分析も論文作成も人生初であり、拙い面が多々ありましたが、レビュー会で他の論文制作

の皆様からのご指導及びご鞭撻を賜り、形に出来たと思います。 

 

 今回の論文作成で個人的に得たものとしては、私にとっては、ドラッカーの思想を身につけて

実践するためには、漠然と判断したり行動したり書籍を読んでその内容を語り合ったりするだけ

では無く、一つの自らが体験した事例を基に自らの手で分析する事が一番合っているという事も

良く判りました。  

 また、以前「ドラッカーが説いたマネジメント・スコアカード実践のすすめ」の講義の中で藤

島講師の「マネジメント・スコアカードのコンテンツは、全てドラッカーの著作の中に眠ってい

る。 それを目的に向けてどう組み立てマネジメント・スコアカードに使うかは、ドラッカー理

念と原則から逸脱せず、かつマネジメント・スコアカードの基本条件を遵守すれば、全ての実践

と成果はあなた自身に任されている」との言葉には、マネジメント・スコアカード理解に向けた

大きな道筋を示して頂いたかのように感じております。 

 

 森岡ファシリテーターを初め MSC 実践研究部会の皆様には、今回の機会を設けて頂いたこと

に深く感謝致します。 有り難う御座いました。 
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・市川 充 

 

本稿は、約一年半に渡って少しずつ骨組みを作り、文章に変えていきました。その過程におい

て、実に多くかつ様々な方のご助言やご協力がありました。この場を借りて感謝いたします。筆

者が取り組んでいる「マネジメント・スコアカード」「マネージャーズ・レター」「アミュレット

事業戦略検討シート」を使った管理体系の良い整理ができたと考えています。他方、原稿の完成

が遅れ、周囲に迷惑をかけたことを強く反省しています。ドラッカー氏の言葉に立脚しているつ

もりでも、我流のいびつさが出てはいないかと密かに恐れています。激変する社会で適応する知

恵として、発展途上で運用している都合上、やむを得ず物足りない点があることをご容赦下さい。 

世間では実に多くの一流の企業や経営の専門家がドラッカーを学び、実践しており、私などは

初級者、中級者の域を出ないに違いません。そのような論考でも、読者の皆様に考えるヒントや

取り組むきっかけとなればとの思いで書きました。 

今後は、現在の活動に加えて、他事業での適応や、５年１０年といった長期的な取り組みを深

めていきたいと構想しています。読者の皆様におきましては、どこかでお会いした際には、是非

お声をかけていただき、お気軽に感想でもいただければ幸いです。 

 

 

 

・森川 すいめい 

 

私は、ホームレス状態にある人への支援活動を 2000 年から開始した。その困難な現状を知っ

てしまってからは、その活動をやめる気持ちにはなれず、そして財源のない中での支援活動であ

ったため、身を削るようなボランティア活動になっていたと思う。 

財源確保は支援継続のための責任であったが、その責任を果たすことができないでいた。理念

はあっても行動ができず、行動のための計画を立てることができなかった。 

この苦しい現状の中でドラッカーの考え方と出会えた。新事業の構想が立つようになり、具体

的に実行できるようにと森岡謙仁先生の厚意によって指導を受けることができＭＳＣの活用を

開始できた。ＭＳＣの活用は、我々の理念と行動の解離を監視し、我々スタッフ間の行動のずれ

をチェックし、事業そのものの状態についての診断ツールとなった。これまでは思いが先行し、

個人個人の能力で何とかやってきた活動であり、それは誰か個人がやめればその途端に止まるも

のだった。継続責任を達成するためには個人の努力が強いられていた。 

ＭＳＣは、その思いと責任をバランスさせて、向かうべき方向を常に明瞭にすることを助けて

くれている。本稿執筆は、その過程を言葉にまとめ、まとめることでさらなる思考を洗練させて

くれる機会となった。 

この機会をいただけたマネジメント研究会に心より感謝を申し上げます。 

 

 

 

・坂田 真吾 

 

約 10 年前からドラッカーの著作を読み関心を持ってきましたが、実際に自分の仕事にどのよ

うに応用すればよいのかについては手探りの状態が続いています。今回は、これまでのことを振

り返り、また、現在考えていることを、ドラッカーに教えてもらったことを踏まえながら、簡単

ですがまとめてみました。たったこれだけの内容でも、いざ書くとなると自分で納得して整理で

きていなければならず、今の自分の仕事を見つめ直すよいきっかけとなりました。 
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 ドラッカーの魅力は、読む度に、自分のそのときの成長度や悩みにあわせて、光って見えると

ころが違うということにあるように思います。これからも、折に触れて、勉強をしていきたいと

思います。 

 

 

 

・山田 博彰 

 

きっかけは私が所属している団体が某大学で毎年行っている大学院の講座でのテーマが地域

の活性化に関するものであり、「寺院と地域」というテーマでの依頼を受けたことであった。 

寺に生まれ寺で育った私は寺を継がずビジネスの世界に進んだが、長い間寺の世界を外部から

見てきて、あまりに一般社会からかけ離れていることに危機感を募らせてきた。 

そうした危惧がここへきて急速に顕在化してきて、地方寺院が存続の危機に瀕してきているこ

とが話題になってきており、一方でそれに伴い様々な取り組みもメディアが取り上げてきている。 

今回ドラッカー「マネジメント」研究会がマネジメント・スコアカード（ＭＳＣ）を活用した

マネジメントを研究する「ＭＳＣ実践研究部会」において、ファシリテーターの森岡謙仁氏から

この問題をテーマに取り上げ解決方法を探ってみようとの誘いを受けた。それまで意味も解らな

かったＭＳＣを勉強しながら地域の中で新しい寺院の役割を考える手助けができればと取り組

んできた。 

その過程で私の実家である田舎の寺が取り組んできた公園墓地霊園を実例に取り上げＭＳＣ

を検証してみると、ドラッカーの理論がすんなり当てはまり“これだ”と意を強くした次第である。 

この霊園開発に取り組んだ 94 歳になる私の師匠（父）にエールを送る結果となり、改めて師

匠の先見性と決断力に尊敬の念を抱かざるを得ない心境である。 

 

 

 

・吉岡 諭 

 

昨年 11 月に入会させていただき、7 月の研究会で発表する機会をいただきました。その時の発

表は、ドラッカーのマネジメントによる ISO 推進組織のイノベーション－もし ISO の内部監査

リーダーがドラッカーを読んだら・55 歳、私に起きた真実の物語－というタイトルで発表したの

ですが、その中から論文もということになり、こんなチャンスは滅多にあるものではないと思い、

何も考えずにすぐ引き受けてしまいました。内容は ISO9001 の内部監査について在職中にいろ

いろやってきたことを書くことにしました。 

ＭＳＣの知識が不足しているにもかかわらす、過去に実施していたことを、ＭＳＣを使って評

価することなど、あまりにも背伸びした感がありましたが、ドラッカーの著書を読んでいくうち

に多くの発見があり、あらためてドラッカーのすばらしさを実感しています。執筆中には森岡先

生からのきびしいながらも暖かいご指導をいただき、更に実践研究部会の皆様からも的確なアド

バイスがあり、大変感謝しています。一人では到底仕上げることはできなかったでしょう。もっ

と内容の充実をと思いましたが、それらについては次回ということで、つたないながら今回はこ

こまでにしようと思います。 

ＭＳＣの研究、実践は今後も続きます。あらためて森岡先生、ＭＳＣ実践研究部会の皆様、今

後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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・円口 健 

 

この度は、貴重な経験の場を与えていただき、本当にありがとうございました。現在は「何と

かたどり着いた」という心境で、本当に生みの苦しみを味わいました。仕事柄、提案資料・シス

テム設計・運用設計などの資料は日々作成していますが、何かを研究対象として論文を纏め上げ

ることが全く別のものということが改めて実感できました。 

今回のテーマが「自分の実践経験を『ＭＳＣ』『自己目標管理』の視点からにまとめる」とい

うもので、自分としてはキーワードそれなりにすぐ出てきていたのですが、全くまとまらない。

そこへ、皆様の論文が展開され、各論文に対して質問を作成しなければならないときには、皆様

の論文に圧倒されてしまい、読むだけで質問を出すことが出来ませんでした。本当に力不足を痛

感しました。 

今回の論文作成において助けられたのは、森岡先生をはじめ、皆様からの私の論文（仮）に対

する質問でした。頂いた質問を読み、「何を聞かれているのか？」「どのように応えるべきか？」

を一生懸命考えていく中で、自分自身の論文のポイントが整理され論文をまとめることが出来た

という素晴らしい経験させていただきました。質問力の大切さが改めて実感できました。 

今後も少しずつですが力をつけていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 

・岡崎 宏昭 

 

ドラッカー「マネジメント」研究会で自作スマートフォンゲームをご紹介したのをきっかけに、

ＭＳＣを使ってドラッカーのスマートフォンアプリの商品開発をしてみないかと森岡先生にご

提案いただき、この商品開発事業が始まりました。 

ドラッカー「マネジメント」研究会に参加した時から耳慣れたキーワードであったＭＳＣに本

気で向き合う事になり、改めてドラッカーマネジメントを使って事業を行うための道しるべであ

る事を認識いたしました。 

わたしの技術力不足から、スマートフォンアプリの開発工程は困難を極めました。Android と

iPhone はシェアを二分しているため、両方のプラットフォームに対応しなければなりません。

iPhone アプリは初めてでしたので、MacBoook の操作から始まり、開発環境の Xcode、未知の言

語 Objective-c と、初期スタディの連続、大変良いシステム開発学習をさせていただきました。 

今後、この事業がどのような展開を見せていくのか、じっくりと見極めて行きたいと思います。 
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＜編集後記＞ 

 

 

 

・編集委員：若林 良樹   ～「ＰＤＣＡだけ
．．

では人は動かない？！」～ 

論文の作成は主に個人作業であり「仕事の論理」でまとめた。一方、編集委員としては１５名

の執筆者に対して、無意識のうちに「労働の力学」に基づいて行動していた。極端な話かもしれ

ないが今はそう捉えている。 

ドラッカーに関する本を読むようになってから、「ＰＤＣＡでは人は動かない」「ＰＤＣＡは品

質管理の手法である」等の表現が気になっていた。私はかつてＴＱＭの推進に３年近く携わって

いた。だからそれなりに「ＰＤＣＡ」への思い込みがあった。「ＰＤＣＡだけでは人は動かない」

とわかったのは最近のことである。 

それは、論文の相互レビュー前に行った執筆者全員による質問・回答の時であった。私は森岡

ファシリテーターに「ＭＳＣとＰＤＣＡサイクルの違い」について質問をした。以下が回答であ

る。 

・「ドラッカーは、『人は、仕事の論理（the logic of the work）と労働の力学（the dynamics 

of working）の双方に沿ってマネジメントしなければならない。』（「マネジメント」（上、

p231）と述べています。 

統計的手法やＰＤＣＡサイクルは、『仕事の論理』の一つです。ＭＳＣは、（個人と組織

の全体を包含する）『労働の力学』です。」 

この回答を読んで、私は即ドラッカーの「マネジメント」上巻のページを捲った。そして、第

１６章の「働くことの５つの側面」に「(1)第一に、生理的な側面がある。人は機械でなく、機械

のように働きもしない。」と書いてあることを知る。その他「心理的な側面」「社会的な側面」「経

済的な側面」「政治的な側面」（権力関係）等について事例をもとにまとめられていた。 

私は企業の内部監査を１０数年行ってきた。監査項目の作成や監査結果を分析する際には、漠

然ではあるが業務は大別して２つの要素から成り立っていると意識するようになっていた。一つ

は「業務のプロセス」であり、もう一つは「業務の環境」（社外環境の変化等の前提条件、社内

ルール・経営資源等の制約条件、コミュニケーション、企業文化・風土）である。そして、これ

らの要素のどこに業務改善の機会があるかを考えてきた。 

今、２つの要素のうち前者が「仕事の論理」に、後者が「労働の力学」に似ていると捉え始め

ている。確かに「ＰＤＣＡ」という「仕事の論理」だけでは人は動かない。この２つの要素の考

え方は、実は業務だけでなく様々な場面で応用できると思っている。 

今回の編集業務の顧客は１５名の執筆者であった。これからは、業務以外の様々な場面でも顧

客が誰かを明らかにし、「仕事の論理」だけでなく「労働の力学」の視点からも観るように努め

ねばと思う。そして、「自らを変え、組織を変え、よりよい社会づくりに貢献する」ことを目指

す「マネジメント」研究会・部会の仲間と共にＭＳＣを研究し実践していきたい。 
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・編集委員：吉岡 諭 

 

論文執筆の追い込みに入ったこの 4 ヶ月、何度も編集会議を重ね、懇親会や食事会もあり、大

いに議論し、たくさんのアイデアも出ました。話しの中で出てきたメンバーの発言で一番印象に

残っている言葉が「それぞれのドラッカーがある」でした。                                                              

8 月の 2 日間に亘る相互レビューを経て、15 の輝かしい「それぞれのドラッカー」が提出され

ました。これらを目にし、編集作業が単に一冊の成果物に纏めることだけでなく、一人ひとりの

論文が更に輝きを増し、最終的には研究会の目的・ミッションである「自分を変え、組織を変え、

より良い社会を作る」に貢献することができれば、編集員としてこの上もない喜びとなります。

この間、叱咤激励を下さいました。森岡先生、若林様、佐藤様に感謝いたします。ＭＳＣ実践研

究の発展を願い、編集後書とします。 

 

 

 

 

・編集委員：佐藤 幸夫 

 

ドラッカーがこの世を去り、既に 10 年以上が経過しているが、彼の人類への貢献は未知数の

可能性を秘めている。彼の処女作は、第二次世界大戦が勃発した 1939 年 29 歳に時に執筆した「経

済人の終わり」である。現代社会と大きく変わる社会環境の中で、社会や経済の本質的な問題に

ついて多くの示唆を示し、その内容は現代社会に於いても十分に吟味すべき価値を有している。

本書籍を含め、ドラッカーの多くの書籍が世界中の読者を魅了すると共に、社会科学の領域に大

きな影響を与えたことは誰しも知るところである。しかしながら、ドラッカーの思想や今回、我々

ＭＳＣ実践研究部会で取り上げたマネジメント・スコアカードの社会的活用は、決して十分に活

用されているとは言えない。 

今回、我々の研究活動を通じてマネジメント・スコアカードの実践的活用の有効性や可能性に

ついて、多くの研究が行われ、マネジメント・スコアカードの有効性について再認識することが

でき、成果物として本論文を取りまとめることが出来た。これは、私自身の研究の幅を広げたこ

との他、ドラッカーの研究者や周辺領域の研究者に対しても大きな功績として評価されるべき成

果である。 

今回の研究成果が、今後の社会科学や周辺領域へ大きな波及効果をもたらし持続可能な社会を

構築すべき社会的価値共創の貢献につながることを期待して編集後記とする。 
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＜あとがき＞ 

 

 内部統制監査・マーケティング・マネジメントフレーム比較研究からなる 3 名と共に 2016 年 6 月

に立ち上がったＭＳＣ実践研究部会は、その後、8 名となり、11 名となり、2017 年 3 月には総勢 15

名となっていた。その 15 名全員が各自の成果と共同研究の成果を得た。 

  

何故、このような成功を得る事が出来たのか。 

その答えは二つある。 

 

一つは、ドラッカー「マネジメント」研究会での日頃の活動である「自分の強みを得て所を得る」（平

松守彦元大分県知事が説いた一村一品にヒントを得た「一人１コンテンツ」という発表型式）が、そ

れぞれの専門家・実務家を惹きつけ、このたびの共同研究に結集したこと。 

 

もう一つは、結集した執筆者に次の３つのことを問い続けてきたことだろう。 

 

「第一が強みは何か、どのような強みを発揮してくれるかである。第二が何を期待して良いか、い

つまでに結果を出してくれるかである。第三がそのためにはどのような情報が必要か、どのような情

報を出してくれるかである。」（『ネクスト・ソサエティ』p93） 

 

 しかし、この言葉を実際に聞いた執筆者は皆無であろう。 

 

 共同研究とはそういう場であり、言葉にしなくても結果が現れてくるのではあるまいか。 

ただ、いろいろ質問はさせて頂いたし、時には参考文献の紹介もした。 

もちろん、質問は全員が全員に行うという合宿形式をとった。それが私達の研究会の伝統である。 

 

 その結果、ドラッカー「マネジメント」研究会としてこれまでにない成果を得た。 

 

 来年以降も、各自が研鑽をかさね、より良い成果を発表できるよう継続する。 

--------------------------- 

 読者におかれては、本書のいくつかの論文をお読みいただき、どのような感想をお持ちになられた

でしょうか。私達からすると、教えていただきたいことばかりです。 

 

本書のいずれかに興味をもち「自らの強みを見出し発揮したい、そのきっかけを得たい方」の参加

を歓迎します。 

  

ＭＳＣ実践研究部会やドラッカー「マネジメント」研究会に参加し、ドラッカー思想に関する共同

研究や実践する上での知見・ノウハウの相互研鑽を体験されてはいかがでしょうか。 

執筆者にお気楽にお声を掛けて頂けたらこの上ない喜びです。 

 

本書をお読みいただき誠にありがとうございました。 

2017.9.19.  

ドラッカー「マネジメント」研究会・ＭＳＣ実践研究部会ファシリテーター 

ドラッカー学会理事 森岡謙仁 
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■本書は「非売品」です。 

本書はドラッカー「マネジメント」研究会・ＭＳＣ実践研究部会の研究成果を

記録したものです。ドラッカー学会の趣旨と「ドラッカー学会規約」を順守し使

用して下さい。 

本書の著作権は、それぞれの著者および、引用部分、参照部分については、そ

の対象となった著作物の著作権者に帰属します。 

また事前に許可なく、この研究成果の全部または一部であっても、一般に公開

もしくは配布することを目的に、インターネットへの掲載、電磁的記録媒体およ

び書籍や冊子を作成することを禁じます。 
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