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使用上の注意

• 本テキストは、ライセンシングを受けた本人のみが閲覧可とします。

• CD からのダウンロードは、本人が使用するプラットフォーム 2 台までとします。

• 本テキストは、ダウンロード後、いかなる媒体へのコピーもこれを不可としま

す。ただし、ライセンシングを受けた本人が個人的な使用のため、一度だけプ

リントアウトすることを許可します。

• 他の媒体への引用、転載は一切認めません。 
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－学習する前に－ 

ナレッジ SEL2020の説明
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〔ナレッジ SEL2020の生い立ち〕 

 このナレッジ SEL の前身は「ビジネスマンのナレッジ（基本編、専門編）」

という市販本です。 

この本の「はじめに」で次のようなことを書いています。 
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－ビジネスマンのナレッジ－“はじめに”  

 

ビジネス知識はいつ身につければいい？ 

 世にビジネス学というものはありません。だからビジネス全体を体系的に

整理した学者はいません。 

多くの人が学校を出て、会社に入って仕事をするのに、その会社の仕事に

ついて、その全体を“学ぶ本”がありません。仕方がないので、とりあえず新

入社員は仕事のマナー（やってはいけない事）だけを学び、あとは担当する

仕事をやりながら先輩たちから教育されていきます。 

 そのため営業部門の人は営業のことしか、工場部門の人は工場のことしか、

経理部門の人は経理のことしかわからず、互いに協力して仕事をすることさ

えもできません。このそれぞれが分担している仕事をよく現場と表現します。

まさにぴったりの表現です。 
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彼らも 20 年くらいして現場から管理職になるのですが、その時ふと気づき

ます。 

「そういえば入社以来営業のことしか知らないで来てしまった」 

そして管理職の大切な仕事として「他部門との調整を図る」ということが

あるのに気づき、悩みます。隣の部門は何をやっているのか、何を考えてい

るかわからないからです。それを隣へ聞きに行っても、言葉さえ通じません。

「これが同じ会社の人間か」と思うほどです。 

会社を引退して行く人に「今考えてみればビジネスの知識はいつどうやっ

て身につけたらよかったと思いますか？」と聞けば、ほとんどの人が「でき

るだけ若い時に、きちんと幅広く勉強しておけばよかった」と言うでしょう。 

 ビジネスに関する知識は、会社という組織に勤めている人にとっては共通

性の高いものが多くあり、それらを一気に短期間で体系的に学んでしまうべ

きです。 
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本書の成り立ち 

 そんな思いから私は 2005 年にナレッジシリーズという 8 冊の本を書きま

した。ビジネスの分野を会社、経理、マーケティング、IT、流通、生産、経

済、法律の 8 分野に分けて、体系的に知識、ノウハウを整理したものです。

この体系化された知識、ノウハウをナレッジとよんでいます。 

おかげさまで多くの人に読んでいただき、各冊とも重版（本が売れて足り

なくなったので刷り増しすること）となりました。 

しかし読者の方から「なぜ 8 冊に分けるのか」「本がつながっていないので

読みづらい」「各冊に重複している部分がある」･･･といったご指摘を受けま

した。ナレッジシリーズでは「8 冊まとめて読む」というスタイルよりも、読

者の方の知識状況に合わせて、「必要な部分を読む」というスタイルをとった

ため、8 冊すべてを読んでいただいた方にとっては使い勝手が悪く、少し割高

になっていたかもしれません。そして 8 冊すべてを読んでいただいた方が極

めて多いこともわかりました。 
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 そこでこのナレッジシリーズ 8 冊を「ビジネスマンのナレッジ基本編、専

門編」という 2 冊にまとめて、より体系化し、ナレッジもリアルタイムなも

のを追加し、パワーアップすることとしました。 

 基本編はすべてのビジネスマンに共通するテーマとして会社、財務＆会計

（経理という言葉をあまり使わないというご意見が多いので、こう表現しま

した）、マーケティングという 3 分野とし、専門編は IT、流通、生産、法律と

いう 4 分野としました。ナレッジシリーズにあった「経済に関するナレッジ」

は各所に必要に応じて入れていくこととしました（法律についても随所に入

れ、専門編の最後でまとめました）。 

「ビジネスマンのナレッジ」は、新人から社長まで会社に勤めるすべての

ビジネスマンが、ビジネス知識、ノウハウを学習するための教科書です。 
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 この「ビジネスマンのナレッジ」という本は 2011 年に出版され、私の本業

であるビジネスリーダー養成、経営者養成という仕事のテキスト、そして通

信教育の教科書として使ってきました。しかしこのナレッジは当然のことな

がら時とともに変化し、市販本ではこれに付いていくことができません。 

そのために作ったのがこのナレッジ SEL2020です。 
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〔ナレッジ SEL2020の特徴〕 

ナレッジ SEL2020 の特徴は以下のとおりです。

１. ライセンシング型

ライセンシング型の電子書籍です。ライセンシングを受けた個人（法人は

ライセンシングできません）のみが使用できます。PDF が読めればパソコ

ンはもちろんのこと、スマホ、タブレットでも学習できます。
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2．機能 

ナレッジ SEL は以下のような機能を持っています。

・ページジャンプ機能

⇒×××ページと書いてある部分をクリックすれば該当ページへ飛び

ます。

・キーワード検索

⇒キーワード表にあるキーワードをクリックすると該当ページ（これ

を説明している部分）へ飛びます。

⇒検索できるキーワードは本文中で赤字になっています。

・フリーワード検索

⇒PDF の閲覧ソフトの機能を使ってください。
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3.構成

・会社、財務&会計、マーケティング、IT、流通、生産、ビジネス法という

7 つの Lesson から成り立っています。
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4.発展学習用教材

ナレッジ SEL2020 学習後の発展学習用教材として次のようなものを用意

しています。e－ラーニングと書かれているもの以外は市販本（すべて本テ

キストの執筆者である内山力の著）ですが、全てダウンロード教材として購

入が可能です。

 またこれらのものは弊社 Web サイト（ http://www.mcs-inst.co.jp/mcs_HP/）

でその中身を参照することもできます。 

http://www.mcs―inst.co.jp/mcs_HP/
http://www.mcs-inst.co.jp/mcs_HP/
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Lesson1 会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社とは不思議な言葉であり、その言葉の意味さえも理解している人は

少ないと言えます。そして会社に勤めていてもその仕組を理解できてい

ない人がほとんどです。ここではまず、この会社について学習します。 
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〔学習する重要キーワード〕 

 

 

 

コーポレート・ガバナンス、上場、IPO、ディスクローズ、TOB、インサイダー取引、 

エクイティ・ファイナンス、日本的経営、サイレント・パートナー、アクティビスト、

株の持ち合い、持株会社、委員会設置会社、監査等委員会設置会社、執行役員、 

コーポレート・ガバナンス・コード、CSR、PR、SDGs、ミッション、ビジョン、 

権限委譲、PDCA、管理範囲、ライン&スタッフ組織、事業部、SBU、ダイバーシティ、 

エンゲージメント、人事制度、目標管理、コーポレートブランド、M&A、株式交換、 

経営統合 
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テーマ 1：会社とは 

 会社、企業、法人という言葉は混乱して使われています。まずはこの定義から

入り、次に会社のパターンを学習します。 

 

１．言葉の定義 

（1）企業、法人、会社 

企業⇒特定の目的を持って、継続的に、計画的に事業（仕事のこと）をする集団。 

 目的を持たないで、場当たり的に仕事をする集団もあるでしょうが、まあ「企

業＝仕事をする集団」と考えれば OK です。もちろん会社も企業の一種です。 

 

 

 

 

定義
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 企業は個人企業と法人企業（略して法人）に分かれます。 

個人企業⇒個人名で事業を行う企業 

法人⇒何らかの法律のもとで、集団としての名前を認めてもらい、その名前で事

業を行う企業。その法律で「やってよいこと、やってはいけないこと」などが定

められている。 

あたかも人間と同様に仕事ができるので、法人（法律で定めた人）といいます。

会社は法人です。 

 法人はさまざまな法律で作られ、その法律によって定義されるのでややこし

いのですが、思い切って「すっきりと」整理してみましょう。 

まず法人は集団ですので、「何をその集団の基」としているか、言い方を変え

れば法律で「何を規定しているか」によって 3 つに分けられます。 

 

 

 

定義
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社団法人⇒特定の目的で集まった「人間」（社員という）と「彼らが行う仕事」

を法律で定めているもの。集団の基は人間。 

財団法人⇒特定の目的のもとに集められた財産の「使い方」（カネの使い道）を

法律で定めているもの。集団の基はカネ。 

その他の法人⇒上記以外の法人。 

社団法人は営利法人（仕事の目的が「もうけ」を出すこと）と非営利法人（そ

れ以外）に分かれます。厳密に言うと、その「もうけ」を法人のメンバーに分配

するかどうかで分けます。もうけを分配すれば営利法人、しなければ非営利法人

です。この社団法人の中で営利法人のことを「会社」と定義します。 

ただ一般的には非営利法人の社団法人（=会社以外の社団法人）のことを単に

「社団法人」といい、営利法人の社団法人を「会社」といっているのが普通です。 

会社は会社法（もともとは商法にルールがあったが分離して会社法になった）

という法律でそのルールが規定されています。 

ここでようやく会社が次のように定義されます。 

定義
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この会社法の下で多くの会社が作られ、社会の中で大きなウエイトを占める

ようになりました。 

会社法は社会の幸せのためのルールですので、次第に会社は社会からその幸

せのためにさまざまな規制を受けることとなります。こうして会社は営利法人

（もうけが目的）という性格が薄らぎ、人と同様に社会の中の一員という位置づ

けになっていきます。 

会社

社団法人

法人

企業

定義
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（2）会社以外の法人 

会社以外の法人についても整理しておきましょう。 

財団法人は寄付行為（カネを出す人が“もうけ”を期待しない）で作られた法

人、つまり非営利法人です。 

さらに非営利の社団法人（会社以外の社団法人）と財団法人は、公益法人と一

般法人の 2 つに分かれます。公益社団法人と一般社団法人、公益財団法人と一

般財団法人です。公益法人は「社会利益のために仕事を行う」ということを国か

ら認められた法人で、税金面での優遇措置が受けられます。 

 

 

 

 

 

 



Lesson1 セッション 1：会社の仕組 

9 
© 2020 MC システム研究所 

 

「その他の法人」の多くは個別の法律で規定されるものです。NPO（Non-

Profit Organization：NPO 法で定められたボランティアや市民活動のための法

人）、監査法人（公認会計士が作る法人）、学校法人、特殊法人（国が特別の法律

によって作るもの。NHK など）、独立行政法人（国の仕事の一部を独立して行

うもの。国民生活センターなど）などがあります。 

 

法人はすべて法律によって作られたものなので国が関与しています。この関

与する担当の役所のことを監督官庁といいます。 
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２．会社の種類 

（1）会社と出資 

あなたが脱サラして夫婦 2 人でそば屋を始めた場合で考えてみましょう。 

そば屋の屋号（のれんにつける名前）を「内山屋」としました。この時、内山

屋は「個人企業」です。「夫婦 2 人でやっているのに」と思うでしょうが、「内山

屋」は法律に則って作ったものではないので、法人ではありません。「借金する」、

「銀行に口座を作る」など法律上の行為はすべてあなたの個人の名前でするし

かありません。従業員を何人雇おうと同じです。税務署ではこれで個人企業とい

うのはおかしいので、個人事業主（夫婦のどちらか１人が事業をやっている責任

者となる）といいます。 

また個人企業のままですと、「お金を出し合って仕事をする」ということもで

きません。これを実現するのが社団法人であり、会社です。「お金を出し合う」

ことを「出資」といいます。この出資によって誕生するのが会社です。 
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出資は借金と違い、その事業を続けている間は「返せ」ということができませ

ん。ここで「お金を出した人」を社員といいます。法律でいう社員は会社という

社団法人のメンバーという意味であり、お金を出した人だけが社員です。お金を

出さないで仕事をする人は、法律上は従業員、使用人（今はあまり使わない言葉

です）といいます。 

出資者である社員は、会社が事業を行うことで生み出される「もうけ」の分け

前をもらうことができます。もうけは「収入－支出＝もうけ」という式で計算さ

れます。（従業員は分け前をもらうのではなく、上の式の“支出”に入る“給与”

を得ることになります。） 
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会社は自らの名前（社名）でさまざまはことができるようになりますが、もっ

とも大きいことは「借金」です。会社は自らの名で借金できます。借金は出資と

異なり、返さなくてはなりません。しかし借金するということは「お金が足りな

い」状態ですので、期日に返せないことももちろんあります。知っているとは思

いますが、「返さない」からといって借りた方は犯罪者になるわけではありませ

ん。貸す方はこれではたまらないので「返せなかった時」のことを考えます。（詳

しくは 227 ページで学びます） 

会社がした借金に対して、保証人（会社が返せなかったら返す）となる出資者

を無限責任社員、保証人とならない出資者を有限責任社員といいます。 
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（2）会社法上の会社 

会社法ではこの出資方法をベースとして全部で 4 つの会社を定めています。

これを「ざっと」定義してみます。 

株式会社⇒社員（出資者）全員が有限責任社員（この会社では株主という）。

株主は事業の遂行（仕事をするということ）を取締役に委任する。 

持分会社⇒株式会社以外の会社の総称。原則として社員は事業を遂行し、

かつ会社を代表する。つまり株式会社でいう株主と取締役が分離していな

い。これには次の 3 つのタイプがある。 

合名会社⇒社員は全員無限責任社員。 

合資会社⇒社員は無限責任社員と有限責任社員。 

合同会社⇒社員は全員有限責任社員。 

従来は有限会社法による有限会社というものが認められていました。これは

最低出資額を 300 万円（この時には株式会社は 1000 万円となっていた）とし、

かつ株式会社よりも設立を簡素化したものです。現在の会社法では株式会社の

定義
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最低出資額は撤廃され、それに伴い有限会社は設立できなくなりました。すでに

ある有限会社は「特例有限会社」として従来どおり事業をすることも、株式会社

に変更することもできます。 

これに代わって認められたのが上にある合同会社で、アメリカで普及してい

る LLC（Limited Liability Company）を参考にして作られたものです（そのた

めこの合同会社のことを LLC ともいう）。株式会社同様に有限責任社員だけな

のですが、株式会社のように法律で細かいルール（取締役、監査役…）を決めず、

定款（25 ページ参照、各会社の独自ルール）によって、どうやって事業を進め

るかを会社自身が自由に決められるものです。何人かがカネを出し合って共同

事業を展開していくような形をイメージしています。 
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（3）特別法上の会社 

 例外として、会社法以外の法律で作られる会社もあります。次の 2 つが代表

です。1 つは保険業法によって設立される相互会社で、社員は保険加入者であり、

相互の出資で成り立つものです。もう 1つは個別の法律で作られる特殊会社で、

日本電信電話株式会社、JR 各社、日本郵政などがあります。多くが「官から民

へ」の流れの中で作られたものです。 
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（4）組合 

 組合という言葉を聞いたことがあると思います。整理してみましょう。 

組合⇒個人や法人が一定の目的で集まったもの。 

法律上、次の 2 つに分けられます。法人でない組合は個人と法人の中間のよ

うな位置づけです。 

民法上の組合⇒企業（個人企業が多い）が資金を出し合って事業を行うも

の。一部の人が出資のみを行って事業を行わないものは匿名組合という。

法人ではなく、対外取引にはその名前を使えず、各企業の名で行う。 

特別法の組合⇒組合設立のための法律があり、それによって作られるもの。

法人のものも、そうでないものもある。中小企業等協同組合、農業協同組

合のように共同で経済活動をするものだけではなく、健康保険組合、労働

組合といったものもある。 

 

 

定義

定義
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この組合に 2005 年から有限責任事業組合（Limited Liability Partnership：

LLP と略す）というものができました。この特徴は次のようなものであり、企

業や個人などが共同で新事業を行う時などへの活用を期待したものです。 

・法人ではない組合…そのために法人税（219 ページ参照）が課せられない。（組

合員がそれぞれ納める。） 

・出資者全員が有限責任…従来の組合員は無限責任。 

・細かなルールがない…合同会社同様に細かい活動ルールがなく、自由にルール

を決めてよい。 
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テーマ 2：株主と経営者 

多くのビジネネマンは株式会社に勤めながら「株式会社の仕組」を理解してい

ません。それは「日本の株式会社」が必ずしも法律で考えられたとおりに運営さ

れていないからです。別に違法行為をしているのではなく、会社が当初法律が想

定されていたものとは違った形に成長していったためです。 

会社法ではさまざまなパターンの株式会社を認めていますが、ここではもっ

とも基本的な株式会社のルールについて学び、本当の姿とのギャップを考えて

みます。（なおここでは基本的な株式会社以外を「特別な会社」と表現していま

す。） 
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１．株主と経営者 

（1）株 

 出資者が資金を出すと株式会社が誕生します。この出資金を資本金といいま

す。出資された資本金は会社から見ると“元手”であり、借金とは異なり、会社

が存在している限り「返さなくてよいカネ」です。よく資本金 10 億円というと

「随分大金を持っている会社」のように思いますが、「元手に随分とカネがかか

った会社」という意味です。 

 ここで資金を出す人が何の見返りも期待しないと、寄付、贈与などといい、出

資とはいいません。（この寄付によって生まれる法人が 8 ページで述べた財団法

人です。） 

出資者はこの会社に関するさまざまな“権利”（出資の見返り）を得ることが

できますが、6 ページの会社の定義で述べたとおり「もうけの分配」がその代表

です。この権利は出資した金額に比例すべきなので「出資 1 口あたり」という考

え方が必要となります。この「1 口あたりの権利」を「株」といいます。 
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出資者は株を持っているので株主といい、株主が集まって何かを決める所を

株主総会といいます。 

（2）取締役 

 株主総会で決めることの中で大切なことは、上の「もうけの分配」とともに株

式会社の「経営者の選定」です。株式会社の経営者は法律上は「取締役」とよば

れます。 

取締役⇒株式会社の経営者。 

  

取締役は基本的には任期 2 年で 3 名以上選ばれ（特別な会社では 1 人以上）、

取締役会というものを作って経営をします。この中から代表取締役を 1 人以上

（何人いてもよい。もちろん取締役でなくてはならない）選びます。代表取締役

は対外的な顔として機能します。例えばある会社と契約しようとする時、外から

見ると誰に印鑑をもらってよいかわからないので、代表取締役が印を押せば会

社の決定と見なすようにしたものです。 

定義
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 株主は監査役も選びます。監査役は基本的には任期 4 年で 1 名以上（特別な

会社ではいなくてもよい）選ばれ、株主に代わり取締役のチェックをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主

（出資者）

株主

株主総会

出資

カネ

資本金として書いておく 元手として使う

取締役

取締役会

監査役

チェック

代表取締役

他社

選ぶ

選ぶ

選ぶ
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（3）株主の権利 

株主が持っている権利を株式ということもありますが、あまり区別して使っ

ていることはないので、この権利も株という表現で統一します。株という権利は

次の 4 つが中心です。 

 

①配当をもらう 

 先ほどの「もうけの分け前」です。会社が「もうかったら」、その範囲内でそ

の一部を配当としてもらうことができます。ここでの「もうけ」は「収益－費用」

という式で計算され、利益とよばれます。この計算をする書類を損益計算書

（Profit & Loss statement：P/L と略す）といいます。つまり利益は株主への配

当限度額を計算していることになり、P/L は配当を決めるための計算書といえま

す。 
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②経営者を選ぶ 

 先ほど述べたように経営者である取締役を選ぶ権利です。もちろん株主が自

分自身でなってもかまいません。ここにはコーポレート・ガバナンスという言葉

があります。そして日本でさまざまな意味で使われています。「企業統治」と訳

されることもありますが、不適切な訳です。ここではコーポレート・ガバナンス

を次のように定義します。 

コーポレート・ガバナンス⇒経営者を選ぶ権利または経営者を選ぶ仕組。 

 つまり「株主がコーポレート・ガバナンス（略してガバナンスといわれること

が多い）を持っている」という表現をとります。 

 

 

 

 

 

定義
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株主は次期の取締役を選ぶために、P/L の他、貸借対照表（Balance Sheet：

B/S と略す：財産と借金などの目録。どうやってカネを集め、どんな財産を買っ

ているかが書いてある）を見ます。会社の財産を買うのは取締役の仕事であり、

株主はこの B/S をもってその仕事ぶりをチェックします。この会社の財産、借

金をそれぞれ資産、負債といい、資産から負債を引いたものを純資産といいます。

（詳細は Lesson2 で学びます） 

③会社をやめる時、財産を得る 

 株主は会社をやめて（解散という）、その財産を処分する（清算という）こと

ができます。全資産を売って、全負債を返すことです。そうすると「資産－負債」

の分だけ、つまり純資産の金額分が残ります。この残った財産を株主が株数（出

資した口数）によって分けます。 

④権利を売る 

 株主は出資した金を「返せ」とはいえない代わりに、株という権利を他人に売

ることができます。 
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２．定款 

株主が会社を設立する時（会社を設立する株主を発起人という）、定款という

ものが必要となります。定款はその会社の発起人が作ります。 

定款はいってみれば憲法のようなもので、会社が守るべき基本的ルールとい

えます。株式会社の定款には次のようなことを書かなくてはなりません。この項

目を絶対的記載事項といいます。 

・商号⇒会社の名前。前や後に株式会社と入れる 

・事業目的⇒4 ページで述べた特定の目的。豆腐屋なら「豆腐を製造して販売す

る」 

・授権資本⇒会社がトータルで発行できる株の数。設立時の株数の 4 倍まで可

能。これに対し実際に発行したものを「払込資本」という。 

 

 この他、相対的記載事項（会社法以外の独自のルールを会社自身が定めるも

の）、任意的記載事項（書くことができる項目）があります。 
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３．株主総会 

 株主総会は「会社の最高意思決定機関」であり、よく国会に例えられます。株

主総会には議長（社長などが担当することが多い）がいて、株主総会の運営を行

います。多くの場合に従業員がこれをセッティングします（総務部などが担当す

ることが多い）。株主総会の運営をじゃましたり、「じゃまするぞ」と言って経営

者などからカネを取る人を総会屋といいます。一時大活躍しましたが、今は法律

で厳しく規制され、その場を失われています。 

株主総会は何かを「決める場」ですが、「決めること」（決議という）によって

2 つの「決め方」があります。 
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（1）普通決議 

 「決めること」は次の 2 つがポイントであり、「決め方」は「議決権（株主総

会で 1 票入れる権利）ベースで過半数の株主が出席して、その過半数で成立」と

なっています。要するに多数決です。 

・P/L、B/S などの承認 

・取締役、監査役などの選任・報酬の決定、および取締役の解任（任期途中でク

ビにすること） 

会社が発行した株の 50.1％を持てば、経営者（取締役）をすべて選ぶことが

できます。つまりガバナンスがとれます。これが株の過半数で「経営権が手に入

る」という意味です。 

 このようなことは毎年決める必要があるので、年に 1 回の定時総会で決めら

れます。定時総会は決算日（会社の締めの日。月末などを 1~12 月まで選べる。

3 月が一番多い）の後 3 ヶ月以内に開く必要があります。3 月決算の会社では 6

月末までということになります。 
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（2）特別決議 

 「決めること」が次のようなイレギュラーなことであり、定時総会ではなく臨

時総会で決めることも多くなっています。「決め方」は議決権ベースで過半数の

株主が出席して、その「2/3 以上の賛成」という厳しいものです。 

・ 定款変更 

・ 解散、合併 

・ 監査役の解任 

 つまり会社が発行した株の 66.7％を持てば定款を変える事、会社を解散して

やめることもできます。「定款を変えられる」ということは社名を変えることが

でき、事業目的を変えること（豆腐屋をクリーニング屋にでき）ができます。

66.7％の株を持てば、100％の株がなくても会社におけるほとんどすべての権利

を持つので、オーナーといってもよくなります。 

 逆に 33.4％の株を持てば（他の人が 66.7％持てないので）これらを拒否する

こと（社名変更を拒否、豆腐屋をクリーニング屋にせず豆腐屋のままにすること）
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ができます。 

 整理すると、株主はその保有率（シェアと表現する）で次のような権利を持つ

ことになります。 

66.7％以上⇒オーナー 

50.1％以上⇒経営権 

33.4％以上⇒拒否権 

さらに一定比率の株を持った人にだけ、いくつかの特別の権利が与えられて

います（少数株主権という）。例えば「株主総会の臨時総会を開くことを要求で

きる」「株主総会に議案を提案できる」「会社の帳簿を見ることができる」…など

です。 
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４．会社の姿 

（1）法律上の姿 

取締役は株主によって選ばれ、会社と委任契約を結びます。一方従業員は会社

と雇用契約を結びます。 

委任契約⇒特定の仕事をある人に任せる契約。 

雇用契約⇒使用者（この場合は会社）の指揮命令下に入って働き（言う通りに

働く）、給与をもらう。労働基準法などの労働法では「労働契約」というが、

ほぼ同じ意味。 

 取締役は会社（このオーナーは株主）から｢経営｣という特定の仕事を任せられ

る人をいいます。法律上の考え方は次のようなものです。 

 会社は社員（出資者＝株主）の集まりであり、取締役はそこから経営という仕

事の委任を受け、従業員は会社と雇用契約を結び、経営の委任によって従業員の

指揮命令権も取締役が持つということになります。 

 取締役は経営の委任を受けることで、経営する権利とともに義務、責任を負い

定義
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ます。善管注意義務（当たり前のことですが、しっかりと注意して仕事をする）、

監視義務（他の取締役の仕事をチェックする）、競業
きょうぎょう

避止
ひ し

義務（ライバル企業で

働くなら取締役会の承認が必要）があり、かつ不正行為などが会社にあれば、す

べての取締役がその責任を負います。この義務、責任を怠ると、会社に対して「個

人として」損害賠償責任を負います。この裁判は株主が起こすのですが、1 株で

も持っていれば株主を代表して訴えることができ、株主代表訴訟といわれます。

株主代表訴訟の手数料が随分前に下げられて、あちこちでこの訴訟によって取

締役が個人として訴えられました。取締役になれば他の取締役がやったことで

も、そのチェック責任を問われ、なかなか大変な仕事といえます。 
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（2）実際の姿 

しかし会社で働いている人はわかると思いますが、そんな風に考えて働いて

いる人はほとんどいません。取締役の中には従業員を兼ねている人も多く、その

識別はあいまいです。会社は生きていくうちに、次第に「株主の集まり」という

意味が薄れてくるのが普通といえます。 

会社はむしろ「権限委譲」で考える方がノーマルです。会社は出来た時にはす

べての権限を株主が持っています。その権限は大きく「所有」と「経営」から成

り立っています。経営とは辞書によれば「事業目的を達成するために、意思決定

を行い、実行し、その実行を管理すること」となっています。つまり経営とは意

思決定（こうする）、管理（決めたとおりやらせる。やっているか、やっていな

いかをチェックする）、実行（やる）という３つの機能から成り立っています。 

経営者である取締役は経営という権限を株主から委譲されたことになります。

株主に残った権限は事業目的の決定や経営者を選ぶ権利、会社を解散する権利

といったものとなります。 
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 一方経営者である取締役は経営のうちの意思決定の権限などを残して、管理

者とよばれる従業員に管理、実行を権限委譲し、さらに管理者は管理という権限

を残して、実行という権限を一般従業員に委譲すると考えられます。これが企業

の 3 階層です。この時、株主はむしろ会社の外と考えるのが一般的です。 

 こういったピラミッド構造をとると、各層の中もランキングしたくなるのが

人情です。取締役の中をヒラ取締役⇒常務⇒専務⇒副社長⇒社長とランキング

したり、管理者を係長⇒課長⇒部長などとします。こうなると監査役はピラミッ

ドからはずれたスタッフとしての役職となり、やや日影の存在となってしまい

ます。 

しかし法的にはこのようなランキングには意味がなく、取締役であればすべ

て平等です。 
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 株主が会社の外へ向かっていく中で、一般従業員が管理者そして経営者にも

階段を上がっていくようになり（これを出世といっていましたが、近年ではキャ

リアアップなどといっています）、各階層がシームレス（どこから管理者でどこ

から経営者かわからない）となっていきます。 

 そうなると「管理」も「やらせる、チェックする」という仕事から次第に「一

般従業員が働きやすい環境を作る」というものへとゆっくり変身します。そして

管理はマネジメントとよばれ、担う人はマネジャーとよばれるようになります。 
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テーマ 3：会社の上場 

 株を一定の場所で取引できるようにすることを上場といいます。ここでは株

と上場について学んでいきます。 

 

１．証券市場 

株の取引の世界は何となくわかりづらいイメージがあります。少しずつ紐解

いていきましょう。株の取引に関することは金融商品取引法という法律で決め

られています。 

まずは言葉の定義です。 
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有価証券⇒証券とは財産の権利・義務に関する紙片（と言ってもほとんどの証券

はペーパレスとなっている）のこと。一般にはその中でその紙で財産の権利が移

転するものを有価証券という。一方証拠証券とは単なる証明書のこと（預金通帳

など）。金融商品取引法ではこの有価証券のうち、投資対象となるものに限って

有価証券という。 

株券⇒株という権利を表示した有価証券が株券（ペーパレス）。 

証券会社⇒有価証券の売買や取次を行う会社。 

証券市場⇒株をせりで売買する市場のこと。このうち金融商品取引法にもとづ

いて作られる証券市場を証券取引所（正式には金融商品取引所）という。 

株式上場（略して上場）⇒株を証券市場で取引できるようにすること。 

 証券取引所は東京にある東京証券取引所（東証と略す）がその代表です。この

他、名古屋（名証）、札幌（札証）、福岡（福証）という地域ごとのものもありま

すが、東証がその規模からいってメインです。 

 東証には東証一部、東証二部、マザーズ、JASDAQ と 4 つの市場があり、上

定義
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場の審査基準（上場させるかどうかを決める基準）を変えています。東証二部は

一部よりも小サイズの企業、マザーズと JASDAQ はスタートアップ企業（創業

して間もなく、これから成長していく企業。以前はベンチャー企業、新興企業と

もよばれていた）といったイメージでしょう（必ずしもそうとは限らないが）。 

 証券取引所は世界各地にあります。取引量の大きい順に挙げると、ニューヨー

ク証券取引所（New York Stock Exchange：NYSE と略される）、NASDAQ（も

ともとはアメリカのスタートアップ企業向け。現在ではマイクロソフト、アップ

ル、アマゾンドットコムなど大企業もいる）、ロンドン証券取引所、東証、上海

証券取引所･･･となります。 

証券市場で株が売買されるようになる瞬間を、「場にのる」という意味で「上

場」という表現を使います。アメリカではこの上場した瞬間を IPO（Initial 

Public Offering）といいます。 
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２．ディスクローズ 

証券市場は株などの有価証券について、「買った値段より売った値段が高けれ

ば勝ち」というマネーゲームを行うギャンブル場（少し言いすぎかもしれません

が）です。このギャンブルは売り手と買い手がせり（売りたい値段と買いたい値

段が一致したら取引をする。この値段を株価という）によって勝負を決めます。

買い手は投資家とよばれ、売り手はこの株を持っている株主と、株を発行できる

会社です。 
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ギャンブル場は「フェア」さが基本です。しかしこのままではアンフェアです。

売り手の「株主と会社」はその株のこと（つまり発行会社のこと）を知りすぎて

おり、買い手は何も知りません。これでは売り手が強すぎてゲームが成り立ちま

せん。 

そこでもし証券市場で株を売りたいのなら、その株の発行会社は株価を判断

するための情報をすべてディスクローズすることを求めています。ディスクロ

ーズは、オープンよりも公開度が高く、「すべてを公開する。クローズしている

ものは何もない。一部オープンではダメ」というもので、日本語に該当するもの

がありません。そのためディスクローズという言葉をそのまま使います。 

上場とディスクローズがセットというのはこういう意味です。 
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３．投資家 

証券市場では、原則として株を買ってから売ります（株を借りて売ってから買

い、株を返すこともできます。これを空売りといいます）。この買う瞬間、つま

り「お金を出す」時を投資といいます。そしていつか売り、この時に「買った値

段と売った値段の差」でギャンブルの勝負がつきます。 

しかし証券市場としては「売って入ってきたカネ」でもう 1 度別の株を買っ

て欲しいと考えています。そのためこの行為を「運用」（買ったり、売ったりを

くり返すイメージ）と表現します。 

証券市場で運用する人を投資家といいますが、これには次のような 2 つのタ

イプがいます。 

 機関投資家⇒この運用を職業としているプロのギャンブラー。ギャンブル場

をよく知り、自らのカネだけではなく、他人のカネでも代理人として勝負する。 

 一般投資家⇒アマチュアのギャンブラー。運用が本職ではなく、ビジネスや仕

事でもうけたカネを「少し」増やしたいために運用する。 

定義
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機関投資家には、証券会社（自分たちでもギャンブルをやっている）、投資顧

問会社（ギャンブルの必勝法をコーチしてくれる。証券会社もやっている）、信

託銀行（他人の資産を管理・運用してくれる銀行。株ももちろん対象）、投資信

託会社（自らおよび証券会社、銀行などが集めたカネを 1 つにまとめて、どうや

って運用していくかを決め、信託銀行にその運用を任せるもの）、ファンド（色々

な意味に使われますが、ごく少数の大口投資家からカネを集めて運用するプロ

フェッショナルのことをいうことが多い）などがいます。さらにセミプロといえ

る生命保険会社、損害保険会社（ともに預かっている保険料をずっと持っていて

も仕方がないので、株などに投資している。そのため株価が下がるとダメージが

大きい）、日本銀行をはじめとするさまざまな銀行、政府系金融機関などがあり

ます。近年では年金を運用している機関（年金積立金管理運用独立行政法人：

Government Pension Investment Fund：GPIF：厚生年金と国民年金の管理・

運用を行っている）が機関投資家として注目されています。このセミプロ企業も

機関投資家に入れると、一般投資家は個人投資家とよばれます。 
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４．上場審査 

ギャンブルにリスクは「つきもの」です。このリスク（負け分）とリターン（勝

ち分）の大きさ（差）によってギャンブルの性質は決まるといえます。 

一般にプロのギャンブラーはハイリスク・ハイリターン、アマチュアはローリ

スク・ローリターンのものを選びます。もともと日本の証券市場は比較的ローリ

スク・ローリターンのギャンブル場を目指してきました。日本では企業よりもむ

しろ一般大衆（すごい言葉ですが企業以外の一般人をよくこういいます）の方が

カネを持っているといえます（貯蓄は世界一です）。 

日本はこのアマチュアの一般投資家が参加しやすいギャンブル場を求めてき

たといえます。そのため証券市場に上場するのは「まあつぶれることのない」（会

社がつぶれると株は紙クズとなってしまう）、つまり「めったにはずれのないク

ジ」を目指してきました。どんなギャンブルでもそうですが、ハズレが少なけれ

ばアタリも小さいのが普通です。 
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こうして日本では「つぶれない度」をしっかり審査し、「つぶれない度の高い」

市場ほど投資家が集まるものと考えてきました（逆に言えば投資家が多く集ま

る市場の「つぶれない度」を高めたといえます）。 

具体的にはギャンブル場を証券取引所市場と店頭市場（今のジャスダック）の

2 つに分け、前者の方がつぶれない度を高くしたといえます。特にもっとも投資

家の多い「東証」の「つぶれない度」を高くし、かつその中を一部と二部にラン

キングしています。つまり「東証一部上場」ということは「おかみ」（正確には

証券取引所）が「まあつぶれないだろう」と認めたとも考えられ、企業の信用力

の証し、さらにはステータスシンボルにもなりました。 
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しかし、アメリカの証券市場では前述の NASDAQ という「スタートアップ企

業の株が売買されるギャンブル場」が脚光を浴びてきました。このギャンブル場

の特徴は「つぶれない度」による識別ではなく、「大きく成長する可能性がある

か」、つまり「株価の下がらない度」でなく「株価の上がる期待度」に注目した

ものです。これが日本に上陸し、証券市場を変えていきました。先ほどの東証の

マザーズ、ジャスダックのほか、名証、札証、福証の証券取引所にもスタートア

ップ企業向けの市場があります。いづれにしても、どの証券市場でも「つぶれな

い度」の審査はあり、これに合格しないとその市場へは上場できません。どの市

場でも形式基準（筆記一次試験のようなもので、利益などの数字が一定基準を満

たしているかをチェックする。そのため合否がはっきりする）と実質基準（面接

二次試験のようなもので、抽象的な基準が多い。例えば「損益つまり収支の見通

しが良好であること」といったもので、満たしているかは判断による）がありま

す。この審査基準は東証の二部より一部が厳しく、スタートアップ企業向けより

既存市場の方が厳しくなっているのは納得できるところです。 
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５．株取引のルール 

（1）ディスクローズルール 

上場することで会社は証券市場で株を「買う」ことなく「売る」ことができ、

カネを得ることができます。これをエクイティ・ファイナンス（212 ページ参照）

といいます。さらに我社は「東証一部上場です」などといって企業のステータス

を上げ、取引先や金融機関の見る目が変わり、社会的にも知名度が向上し、事業

展開が楽になり、オーナー個人の財産を担保（227 ページ参照）にした借金を返

済することもでき、オーナーや創業時に出資した人は持っている株を証券市場

で売ることで大きなもうけを得ることもできます（これを創業者利得という）。 

 ではデメリットはないのでしょうか。もちろん株主本来の権利である配当、経

営権、解散といったこともありますが、もっと本質的なことがあります。それは

上場した企業が果たすべき義務であるディスクローズです。 

このディスクローズの中核となるのが有価証券報告書（有報と略します）であ

り、上場企業は決算後 3 ヶ月以内に金融庁へ提出する義務があります。これは
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金融庁、証券取引所でも見ることができますが、今ではインターネットでいつで

も誰でも見ることができます。主な内容は次のようなものです。 

・企業概要…経営指標（株価を考える時の基本的な“ものさし”）、沿革、事業の

内容、子会社や従業員の状況（人数、平均年令、平均勤務年数、平均給与！）･･･ 

・事業の状況…戦略、業績、売上・仕入・生産の状況（コストの内訳もよくわか

る）、対処すべき課題、重要な契約、研究開発活動･･･ 

・設備の状況…持っている設備の内訳･･･ 

・提出会社の状況…株の発行・株価の推移、大株主･･･ 

・経理の状況…連結（173 ページ参照。上場している会社とその子会社を 1 つの

会社として見る）と単独（上場会社のみ）の B/S、P/L、キャッシュフロー計算

書（339 ページ参照。現金の増減を計算したもの）… 
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 また四半期（3 ヶ月）に一度、四半期報告書の提出も義務付けられています。

さらには有価証券報告書としてまとめる前に、その業績の固まった段階で、速や

かに決算短信として発表します（四半期ごとに行う必要があります）。 

これらディスクローズによるデメリットは情報を作るのにコストがかかるこ

とよりも、ライバル企業にもこれだけの情報がすべて流れるということです。し

かもディスクローズされる情報は自社で作ったものですが、公認会計士（この人

たちが集まった法人が監査法人です）という外部の専門家（会計監査人という）

が証券市場、投資家に代わってチェックします。そのため自社の都合に合わせて

ディスクローズするということができません。これを嫌い、株主のガバナンスの

ことも考え合わせて、あえて上場しない大企業もあります（近年は減っています

が）。 
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 上場すると決めたら、証券市場に会社として株を売るのですから、買ってくれ

た人のためにその株の魅力度（売った時の値段）を少しでも高める必要がありま

す。そして魅力度を高めるポイントは証券市場からディスクローズさせられる

のではなく、自ら積極的にディスクローズし、投資家との良好な関係を保ってい

く必要があります。このための活動のことを IR（Investor Relations）といいま

す。上場企業の多くは IR のための部門を社内に設け、投資家に対し自らの実像

を公平、正確、迅速、そして積極的に伝えていこうとしており、その中心は自社

の Web サイトです（そのはずです）。そのためその企業が上場しているかは Web

サイトに IR、投資家というページがあるかどうかでわかります。 
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（2）インサイダー取引 

 証券市場ではフェアさを保つため、その会社に対してディスクローズという

規制をしているだけではなく、その取引に対しても規制をしています。 

 その代表がインサイダー取引です。 

インサイダー取引⇒上場会社のディスクローズされていない情報を知った人、

あるいは知っていてもおかしくない人が株の売買をすること。 

証券市場は皆が同じ情報を持ってギャンブルしていることが前提です。その

ためにディスクローズしているのですが、いくら何でもすべての情報を全部公

開というわけにはいかないといえます。例えばトレードシークレットのような

ものです。 

トレードシークレット⇒不正競争防止法で定められている営業秘密のこと。会

社が秘密として管理している情報のこと。会社はこれをオープンにすることを

阻止することができる。 

 これら投資家が知らないような情報を持っている人が、証券市場でギャンブ

定義

定義
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ルをやったら、いくら何でも強すぎるといえます。そこでこういった人が行う証

券市場での株の売買を規制しています。例えば次のようなものです。 

①上場会社の役員および大株主の株の売買 

・内閣総理大臣に報告すること（つまりディスクローズする）。 

・短期売買（6 ヶ月以内に売って買う、買って売る）で利益を上げたら、会社に

この利益を提供するよう請求できる。 

②上場会社の秘密を知っている人 

・「役員、従業員が仕事を通じて」、「株主が帳簿を見る権利によって」、「役人な

どがその公務を通じて」、「その会社との契約締結者がそれを通じて」、秘密を知

った時はその会社の株を売買できない。 

・これらの人はそうではなくなっても、その後１年間は対象。 

・さらにこれらの人から秘密を聞いた人も対象。 
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（3）大量保有報告書と TOB 

 証券市場では会社のこれまでの業績や将来を考えて、買う値段、売る値段を判

断するのが原則です。株の売買による「もうけ」にあまり興味がなく、ガバナン

スの取得（買収など）を目指している人が株の買占めをすると、証券市場の株価

はどんどん上がってしまい、大混乱します。そこでこれに対して次の 2 つの規

制をしています。 

①大量保有報告書 

 上場会社の 5％以上の大株主になったら、保有度合（何％持っているか）、取

得資金（誰のカネか）、保有目的（買収か）を金融庁へ報告し、大量保有報告書

としてディスクローズすることを求めています。こうすると一般投資家でも、何

が起こっているかがわかりやすくなります。 
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②TOB（Take Over Bid：公開買付） 

TOB⇒会社のガバナンスをとりたい時に、証券市場を通さず、不特定多数の人か

らそれを公にして買うこと。 

 証券市場を通さないで、直接売買によって買収が行われると、証券市場での売

買が混乱するだけではなく、株価がどうなっていくか読みづらく、アマチュアの

一般投資家には難しすぎるギャンブルとなってしまいます。そこで買収のため

に、証券市場外で株を売買する時は、原則として上のような TOB を強制して、

誰からもその状況がわかるようにしています。 

 TOB では買う期間、買う価格（期間中は一定）、買う予定の株数などを公告

（一般に知らせること）しなくてはなりません。しかも買う方は原則としてキャ

ンセルできず（売る方は OK）、期間中はその他の方法で買うことが禁止されま

す。これら証券市場のお目付役としてアメリカの SEC（Securities and 

Exchange Commission）をまねて、日本にも金融庁に証券取引等監視委員会と

いうものがあります。 

定義
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テーマ 4：日本的経営  

30 年前のバブル崩壊後、「日本的経営の崩壊」「日本株式会社もグ

ローバル・スタンダードの波にのまれて」ということが言われてきま

した。ここから先は日本的経営とは何か、そしてどうしてそれが生ま

れたのか、どうして崩れていくのかを考えてみましょう。  

 

 

１ .日本的経営の特徴  

 日本的経営とは日本の株式会社、特に東証一部上場の老舗大企業

が次のような特徴を持っていることを、バブル崩壊後に外国人の投

資家たちが指摘したことから言われ始めました。  

①株主総会が機能していない  

 東証一部上場の企業の約 3／4 は 3 月決算（ 4 月～ 3 月を 1 年度と
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する。役所と同じ）です。株主総会は決算後 3 ヶ月以内に開催すれ

ばよいのですから、6 月末までのいずれかの日にやればよいことにな

ります。  

上場会社の株主となった投資家は複数の会社の株を持っているこ

とが多く、上場会社が皆同じ日に株主総会を実施すると物理的に出

席することができません。本来なら株主のために各会社が話しあっ

て日をずらしたり、普通の人が休日の土曜日や日曜日にやるべきと

思うのですが、多くの会社はあえて 6 月末ごろの「同一日の平日」

に開催していました。「できるなら株主に来て欲しくない」と考えて

いるといわれても仕方ないところです。株主総会がもっとも集中し

た 1995 年には何と 9 割以上（！）が同一日（集中日という）に株主

総会を開催していました。  
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最近はこの集中度がやや少なくなっています。東証一部上場の 3

月決算の会社を見ると、集中日に株主総会をやっているのは 2009 年

度では約半数、2019 年度では 30%台まで下がっていますが、このあ

たりで下げ止まっています。  

 日本の株主総会のもう 1 つの特徴は、その実施時間が極端に短か

く、「しゃんしゃん総会」（始まったと思ったらあっという間に手を

「しゃんしゃん」と｢締めて」終わらせてしまう）と言われていまし

た。逆にこれがあたりまえとなり、「進行を妨げるぞ」と脅して金銭

を取る総会屋という人たちが生まれました。これと戦う会社側の総

会屋もいて、さらには従業員持株会（従業員が共同で自社の株を買っ

ていくもの）の従業員株主が協力して、敵の総会屋が何か言うと「異

議なし」「議事進行」などとして、総会での発言を妨げることもあっ

たそうです（私は見たことがありませんが…）。さらに総会屋への利

益供与事件（総会屋にカネを渡したというもの。今やると相当な罪と
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なります）が起き、マスコミをにぎわせました。  

これほどひどくなくても多くの株主総会は何かを決めたり、審議

する場ではなく、形式的な集まりとなっているのが実状でした。だか

ら株主総会で取締役会が出した案が否決されれば、新聞に大きく載

るほどイレギュラーなことでした。  

こうなると株主が経営者を選んでいるとはとても言えず、配当が

低くても了承してくれることになり、「物言わぬ株主（サイレント・

パートナー）」とよばれるようになりました。物言わぬ株主にとって

の興味は株価だけといえます。  

近年でもこの傾向は続いていますが、「物言う株主（アクティビス

ト）」という投資家（アメリカの投資家だけではなく、日本の機関投

資家にもいます）が登場しています。彼らは役員の選任のみならず、

経営についてのさまざまな意見を出しています。  
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②取締役会が機能していない  

 株主総会が機能しないため、実質的には株主が取締役を選ばず、結

局社長などの経営者が選んでしまっていました。ほとんどが社長の

部下である従業員の中から選び、つい論功行賞的に会社に貢献した

人を取締役として選んでしまっていました（私の偏見です。そうでは

なかったかもしれません）。  

こうなると 34 ページで述べたようにその貢献度で専務、常務、ヒ

ラ取締役とランキングしたくなります。これだけ秩序がはっきりし

ている所では、新米の取締役に意思決定機能（取締役として 1 票を

入れる）を求めることなどは無理だとわかると思います。結局各部門

の責任者の役付き取締役が集まって（常務取締役以上の集まりなの

で常務会といわれていた。今でも経営会議といった形で残っている）、

社長へそれぞれが状況を報告し、社長が彼らの意見を聞いて最終的

に意思決定するという経営スタイルとなっていきます。  
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 監査役も株主総会が機能しない中で、社長が選ぶことになり、取締

役を退任する人の中から選ぶことも多かった。こうなると社長を中

心とした取締役を監査役が監査することなど不可能といえました。  
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２．株の持ち合い  

（ 1）なぜ持ち合うのか  

日本的経営が生まれた要因の 1 つに「株の持ち合い」ということ

があると言われています。  

日本では従来、自分の会社の株を持つことができませんでした（今

は持つことができる。ただし株主としての権利はほとんどが行使で

きない。77 ページ参照）。そのため他社が買収のために株を買い占め

るとほとんど無抵抗となってしまいます。買収されてしまったら経

営者はクビになってしまうかもしれません。そこで株の持ち合いと

いうことを考えます。A 社は B 社に自分の株を持ってもらい、売らな

いように頼み、代わりに A 社が B 社の株を持って売らないようにし

ます。そのうえで互いの経営には口出ししないようにします。  
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よく考えれば A 社は自社の株を自分で持っているのと同じであり、

A 社の経営者は A 社のガバナンスを永久に手に入れることになりま

す。また配当についても、A 社が利益を出して B 社に配当し、B 社か

ら逆に配当をもらうくらいなら「利益を出さないで（利益には税金が

かかります）将来のために投資しよう」ということになります。  

しかし A 社から見て、B 社 1 社に A 社の株を持たれてしまうと危険

なので、いくつかの会社に少しずつ持ってもらい、一方でこれらの会

社の株を少しずつ持つのが安全といえます。これが安定株主といわ

れるものです。  
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（ 2）企業グループ  

これを最初に実現したのが、「旧財閥系」とよばれる企業グループ

です。  

戦前の日本では財閥（コンツェルンともいう）とよばれる持株会社

が、巨大な企業グループを作っていました。  

持株会社⇒株を持ち、子会社に対してコーポレート・ガバナンス

（経営者を選ぶ権利）を行使することが目的の会社。  

持株会社は配下の金融機関（銀行、保険会社）の株を半数持ってガ

バナンスを持ち、その金融機関が事業会社（メーカー、商社など）の

株を過半数持ち、事業会社が子会社を持ち…、そして財閥は持株会社

の過半数の株を持てば、少額のカネで膨大な数の企業のガバナンス

を持つことができます。  

 

 

定義
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戦後アメリカの手によって「財閥解体」がなされました。独占禁止

法で持株会社は全面的に禁止され、その一翼を担っていた銀行は他

社の株を５％、保険会社は 10％までしか持てないことになりました。 

しかしこれを機にこの旧財閥系の企業グループは、銀行（この銀行

をメインバンクとよんでいました）を中核として互いに互いの株を

少しずつ持つ形で、先ほどの「株の持ち合い」を見事に実現しました。

さらに財閥に属さない企業も、これに属さない銀行をメインバンク

として、同じように企業グループを形成していきました。特に旧財閥

系はその結束力が強く、経営の安定化だけではなく、グループ間取引

（互いの商品を買う）により、事業自体も安定していきました。  

ただこの企業グループも中核のメインバックの経営がおかしくな

って三菱グループなどを除きゆっくりと崩壊していっています。  
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３．日本的ピラミッド型組織  

（ 1）社長が取締役を選ぶ  

株の持ち合いや企業グループ化によって、会社は実質的に自分の

株を過半数保有することになります。こうして会社自身＝「そこで働

く従業員」が株主からガバナンスを手に入れるようになります。この

状態を従業員ガバナンスといいます（株主が経営者を選んでいる時

は、株主ガバナンスといいます）。  

こうして次図のように会社は、法律が想定している姿から、社長を

頂点とするピラミッド型組織となっていきます。  
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会社法が想定した取締役会という合議制ではなく、社長というト

ップが絶大な権限を持つこととなります。  

実質的には社長が従業員の中から取締役を選び、取締役に専務、常

務とランキングし（ピラミッドの中に入り）、監査役、さらには公認

会計士（監査法人）までも選びます。取締役は経営者としての意味は

なく、従業員のキャリアステップ（出世していく階段のようなもの）

の 1 つとなり、管理職の次に来る最後の階段となります。監査役、

公認会計士はチェック依頼者（本来は株主）が見えず、そのため誰の

ために、何の仕事をしてよいかわからなくなります。  
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（ 2）社長が社長を選ぶ  

最後に残るのは社長を誰が選ぶかということです。結局社長自身

が社長を選ぶしかありません。当然のことながら企業内では社長に

「辞めろ」と言う人はいません。企業外部（主に銀行などカネを借り

ている所）から言われるか、自らが「辞める」というまでその天下は

続きます（たまに取締役会で反乱が起き、社長が代表取締役を解任さ

れると、大事件としてマスコミを騒がせます。つまり大事件になるほ

どめったに起こらないことです）。  

社長を長く続けていると、従業員に「自分でも社長になれる」とい

う夢を奪ってしまうので、社長という名前を捨てる人も出てきます。

そして社長の上に会長（もともとは取締役会の長という意味だった

ようなのですが）という屋上屋を作り、自らがなり、自らの意思で社

長を選びます（創業者のようなオーナー社長なら息子を社長に選び

ます）。しかしこの社長も長くやっているとキャリアステップの上が
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つかえてしまうので、新しい社長を選び、前の社長はクビにしたり、

副会長（！）などにしたり、さらには自分の後任の会長にして自らは

名誉会長になったりします。会長になると社長時代よりも仕事が減

るので、自社だけではなく、所属している業界や社会全体のために働

いて「おかみ」より社会に貢献した人として勲章などをもらいます。

そしてそれが若き従業員の夢（？）となって、皆が出世を目指します。

（すいません。少し言い過ぎかもしれません。そういう会社もあった

ということです。）  
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（ 3）ワンマン・ワンボス  

組織内はワンマン・ワンボス（１人の人間に必ず直属の上司が１人

いる）というライバルと戦うには最高のものとなり（戦争する軍隊は

必ずワンマン・ワンボスです）、世界中でそのジャパンパワーをふる

うことになります。  

そしてこの日本的経営とピラミッド組織は、外国などからあまり

にも強すぎるのでアンフェアだと指摘されます。これを受け日本的

経営が取りづらくなるように法律が改正され、かつバブルの崩壊に

より日本全体の会社が不調になっていく中で、戦後築き上げてきた

これらのものがゆっくりと崩れていきます。  
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テーマ 5：日本的経営の変身  

 日本的経営はゆっくりとではありますが変身していきます。そこ

でのキーワードはコーポレート・ガバナンスとアメリカ的経営です。 

 

 

１．会社法とコーポレート・ガバナンス  

外国人投資家から日本の上場会社は「株主を軽視し、従業員、顧客

を重視しすぎている」と指摘され、この時に輸入された言葉がコーポ

レート・ガバナンスです。彼らは「コーポレート・ガバナンスは株主

にあり」と声高に訴えていきます。  

もともと会社は商法という法律で決められていたのですが、この

声を受け会社法（ 2006 年施行）という法律に変えられ、その後何度

となく改正されました。  
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 会社法の考えている方向は 2 つあります。法律の考え方と日本の

会社の実体が合っていないので、「実体を法律の考え方に合わせる」

か「法律を実体に合わせて変える」かです。この 2 つのベクトルが

同時に進んでいるといえます。  

 

（ 1）実体を法律の考え方に合わせる  

①監査役  

 コーポレート・ガバナンスを「権利」という面から見ると、3 つの

ものがあります。それは「指名、監査、報酬」という権利です。原点

は指名（経営者を選ぶ権利）なのですが、監査と報酬をセットで持つ

という考え方です。つまりガバナンスとは「企業の経営者を指名し、

その行動をチェック（監査）し、その報酬を決定すること」といえま

す。  
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ここではまず監査の権利を法律でもう少しはっきりさせようとい

うことからスタートします。改正されたのは次のような点です。  

・従来、監査役は「取締役会に出席できる」となっていたものを「出

席しなければならない」と変更し、これにより形骸化していた取締役

会を活性化させようとしています。  

・任期を従来の 2 年から 2001 年には 4 年に延ばしました。また監査

役の解任を従来は普通決議（株主の過半数の賛成）であったものを特

別決議（ 2／3 以上の賛成）としました。これによって監査役の地位

を安定化し、チェック機能が働くように考えています。  

・大会社以外の監査役は１名以上ですが、大会社（資本金５億円以上

または負債の合計 200 億円以上の株式会社）は３名以上とし、かつ

そのうち半数以上を社外監査役とすることとしました。そして社外

監査役の定義をより厳しくしました。  
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社外監査役⇒就任前にその会社または子会社の取締役、従業員でな

いこと。  

 また大会社では監査役会を作り、監査役同士が意見調整するよう

にしました。株主総会で行う監査役の選任に関しても、取締役会の出

す案について監査役会の同意を求めています。  

 

②取締役  

 取締役については 31 ページで述べた株主代表訴訟の簡素化が最

大のものといえます。法律上ではもともと取締役の責任を厳しく規

定していたのに実行性がなかったので、これによって株主が直接チ

ェックしやすい仕組としました。  

 

 

 

定義
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（ 2）法律を実体に合わせる  

 一方「会社法を実体に合わせるもの」としては次のようなものがあ

ります。  

①金庫株  

 従来は原則として禁止されていた自分の会社の株（自己株式とも

表現されるが、以降は自社株と表現する）を取得して、保有すること

が認められました。これまでの例外的に取得した株は消却するのが

基本的でしたが（株主が出したカネを返すことになるので）、これを

目的、数量、期間の制限なく保有し続けることが認められました。こ

れを金庫にしまうと意味で金庫株といいます。発行している株数を

減らすことで株価を上げることを期待したり、株式交換（ 189 ペー

ジ）による他社買収、経営者などへの報酬として株を渡す、といった

ことに活用されています。   
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②株のパターン  

 多様な株の発行を認めたことです。典型的なものは、権利内容が異

なる株を複数種類出すもので、これを種類株式といいます。（このう

ちノーマルなものを普通株式といいます。）たとえば普通株式よりも

配当や残余財産分配（会社解散時に株主が財産の分配を受けること）

が有利なものを優先株式、不利なものを劣後株式、株主総会の議決に

制限のあるもの（議決権の一部または全部の行使ができない）を議決

制限株式といいます。  

 

③会社法以外  

 さらには、会社法ではないのですが、独占禁止法で禁止されていた

持株会社が解禁となりました。これによって会社のコーポレート・ガ

バナンス構造（＝誰がどうやって経営者を選んでいるのか）を外から

見てもわかるようにしようというものです。  
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３．アメリカ的経営へ  

（ 1）アメリカ的経営スタイル  

バブル崩壊後の証券市場での株価低迷は日本的経営を大きく変え

たといえます。「株価の上がらない理由は日本的経営の不透明さだ」

（ルールとやっていることが違う）というアメリカを中心とする諸

外国からの圧力を受け、先ほど述べた法改正がさらに進んでいきま

す。特に今やグローバル・マーケット抜きではやっていけない巨大企

業や金融機関が先兵隊となって、いわゆるグローバル・スタンダード

（正確にいえばアメリカ的経営スタイル）を取り入れつつあります。 

まずこのアメリカ的経営スタイル、正確に言うとアメリカの大手

上場会社のコーポレート・ガバナンスの基本的構造をざっと見てい

きましょう。  
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会社の最高意思決定機関は日本と同様に株主総会（ stock-holders 

meeting）です。この stock は株のことです。アメリカでは株式の権

利を share と stock の 2 つの面から見ています。 share とは配当や

ガバナンスのようにシェアしてその権利を持つということです。一

方、 stock とは解散して財産（これが stock）を得ることです。つま

りアメリカの株主総会は share-holders-meeting ではなく、 stock、

つまり解散するかどうかを年に 1 回決める場といえます。  

そのため日本と違うのは、各株主（特に大株主）がオーナーとして、

個人の株の財産価値（株価、解散した後の財産）を主張する点です。

株 主 総 会 で こ の 大 株 主 た ち の 意 向 が 反 映 さ れ る 形 で 、 取 締 役

（director）を選び、取締役会（ board of directors。日本でもボード

とか「ボードのメンバーになった」とか言います）が出来ます。  

この取締役会において執行役員（ executive officer）が選ばれます。

アメリカでは officer とはかなり広い意味で、日本の役員とは異なり、
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経営サイドに近い人を広く指します。executive は幹部という意味で、

日本でも「えらそうな人」をエグゼクティブといいます。そういう意

味で executive officer は上級役員とも訳されます。  

取締役会はコーポレート・ガバナンスを持っています。つまり経営

者の指名、監査、報酬を決定する権利です。この会社の経営者として

指名された人が執行役員です。取締役はガバナンスを持っているだ

けですので、必ずしも社内にいる必要はなく、社外取締役（株主の代

理人）のウエイトが高くなっています。  

取締役会の議長を chairman（正確には chairman of the board。

取締役会議長。これを会長と訳して使っていることも多い）といいま

す。  

一方、執行役員のリーダーを選定し、これを CEO(Chief Executive 

Officer：なぜか最高経営責任者と訳していることが多い。直訳すれ

ば主任上級役員 )といいます。かつては CEO 兼 chairman（議長）と
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いうケースも多かったといえます *。   

多くの大会社では CEO は株主、社外取締役対応やそのための経営

戦略立案に専念し、その下に実行の責任者を設けています。これが

COO(Chief Operating Officer：最高執行責任者 )であり、CEO の指

揮命令下で会社業務をオペレーション（実行）していきます。  

COO のスタッフとして CFO(Chief Financial Officer：最高財務責

任者 )を置くところも多く、巨大企業では CIO(Chief Information 

Officer：最高情報責任者 )、CTO(Chief Technology Officer：最高技

術責任者 )、CMO（Chief Marketing Officer：最高マーケティング責

任者）など特定の機能の責任者を明確にする所も多くなっています。 

 



Lesson1 セッション 2：日本的株式会社 

83 
© 2020 MC システム研究所 

 

 

＊ただアメリカではエンロン事件（不正会計を行い、それが長年隠蔽された）を機

に、社内取締役は CEO1 人で残りは社外取締役というガバナンススタイルが増えてお

り、 CEO と chairman が兼ねるケースは少なくなっている。  
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（ 2）アメリカ的経営を取り入れる  

①委員会設置会社  

会社法ではアメリカ的経営の株式会社スタイルを認めることにな

りました。これが委員会設置会社です。委員会設置会社の仕組は次の

ようなものです。  

（ⅰ）取締役  

 株主総会で任期１年として選任されますが、その仕事は業務執行

やその意思決定ではなく、コーポレート・ガバナンス（経営の指名・

監査・報酬）に特化します。この経営者にあたる人が執行役です。  

（ⅱ）委員会  

 ガバナンスのために取締役会に次の 3 つの委員会を置かなくては

なりません。これらの委員会は一般の株式会社でも置くことができ

ますが、下のルールに従う必要はありません。実際に置いて、自社で

そのルールを決めている所も多くなっています。一方、委員会設置会
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社では法的な機関として次のようなルールに基づいて置かなくては

なりません。  

・指名委員会  株主総会に提出する取締役候補および解任候補の選

定。  

・監査委員会  執行役、取締役の仕事をチェックし、株主総会に出す

会計監査人（公認会計士、監査法人）候補の選定。監査役の仕事と

完全に重なるので監査役 (もちろん監査役会も )を設置することは

できない。  

・報酬委員会  取締役、執行役の個人別の報酬を決定（またはその方

針の決定）。  

各委員会のメンバーは取締役会で決めます。すべての委員会が「取

締役が 3 人以上必要で、その過半数は社外取締役」でなければなり

ません (委員のメンバー重複は可 )。ただし監査委員会のメンバーはこ

の会社および子会社の執行役・業務執行取締役（取締役兼執行役）、
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子会社の従業員などはなれません。  

 

ここでは社外取締役について次のように定義しています。  

社外取締役⇒過去その会社、子会社の取締役、執行役、従業員

をやったことがない取締役で、現在もその会社の業務執行を行

わない人。  

（ⅲ）執行役  

 取締役会で選ばれ、業務執行（主に経営）を行います。1 人以上で

任期は 1 年、取締役の兼任も可能（上記したように監査委員会のメ

ンバーは不可）です。執行役会のようなものを作ることもできます。

執行役はアメリカの executive officer の訳ですが、後で述べる委員

会設置会社以外の会社にいる「執行役員」（法的には定義されていな

い）と区別する意味でこういう名前となりました。  

（ⅳ）代表執行役  

定義



Lesson1 セッション 2：日本的株式会社 

87 
© 2020 MC システム研究所 

 

 取締役会で、執行役の中から代表執行役を１人以上選びます。他の

会社の代表取締役と同じ機能です。  

（ⅴ）取締役会  

 取締役がガバナンス中心なので、取締役会も一部の基本的事項の

決定以外は委員会メンバー、執行役、代表執行役の選任・監督が主な

仕事といえます。  
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②執行役員制  

 海外の証券市場へ上場している日本のグローバル超大企業は、こ

の委員会設置会社に乗らざるを得ず移行します。しかし多くの上場

企業は、大企業といえども法的にはこれに移行せず、この主旨を取り

入れて、「執行役員制」というスタイルに変えます。  

 これは会社法上は従来の株式会社のままとし、法の枠組の外に執

行役員という経営者を作るものです。その仕組は次のようなもので

す（と言っても法のルールではないので企業によって違いますが）。 

・取締役会で執行役員という経営を実際に行う人を選ぶ。  

・取締役はその仕事を執行役員の選任の他、重大な意思決定とする。  

・監査役はそのままとする。  

しかし実際には社内取締役のほぼ全員が執行役員を兼ねるという

形であり、取締役の数は少なくしたものの、役員の数としてはむしろ

増える（取締役ではない執行役員もいるので）こととなってしまいま
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した。  

そのうえで取締役という多数決で決める機関では矛盾する「上下

ランキングの役職」（社長、専務取締役、常務取締役･･･）をなくし、

これを執行役員側に移行していきました。社長執行役員、専務執行役

員、常務執行役員･･･といったものです。あわせてアメリカ的な名称

の CEO、COO といったものを取り入れていく企業も増えていきます

（ただ会長、社長といった日本的なものと CEO、COO との定義が不

明確で、外から見るとわかりづらいと言えます）。  

しかし投資家の声を大事にする証券市場側はこれに反発します。

そしてアメリカの証券市場が取り入れたコーポレート・ガバナンス・

コードというものを打ち出します。これは法律という国としてのル

ールではなく、「証券市場内でのルール」であり、証券市場が決める

ものです。ここで「社外取締役を××名以上」･･･といったことをル

ール化していきます。  
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③監査等委員会設置会社  

さらには会社法で、委員会設置会社を少しソフトにした「監査等委

員会設置会社」というスタイルも認めました。  

これは監査役を廃止し、社外取締役を過半数とした監査等委員会

という取締役会内部の組織を作るというものです。このスタイルで

も執行役員制はそのまま続行という企業がほとんどです。このスタ

イルに 1／4 程度の上場企業が移行しています。  

 

株式会社は法的には委員会設置会社（監査等委員会設置会社と区

別する意味で正式には指名委員会等設置会社となっているが、一般

にはこうよんでいる）、監査等委員会設置会社、従来型（この会社は

監査役設置会社とよぶ）の 3 パターンから選べることになります。  
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株主総会 執行役

代表執行役

リーダー

選任

会社法

委員会設置会社

取締役会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

選任

選
任

社外取締役
過半数

執行役との
兼任不可
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Lesson1 セッション 2：日本的株式会社 

94 
© 2020 MC システム研究所 

 

整理すると上場企業には、従来どおりの監査役設置会社、執行役員

制を取り入れた監査役設置会社、委員会設置会社、監査委員会当設置

会社の 4 スタイルが並存するものとなりました。  

 コーポレート・ガバナンスの詳細については「マネジメント 4.0」

で学習してください。  
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テーマ 6：ＣＳＲとＰＲ  

 コーポレート・ガバナンスの嵐の中で現代の日本企業にも新しい

経営テーマが生まれてきます。それが CSR と PR です。ここでは

CSR 、PR の意味、考え方を学びます。  

 

 

１．ＣＳＲ  

上場企業の多くは、これまで述べてきた経営環境の変化の中で、ド

イツで生まれた CSR（Corporate Social Responsibility）という考え

方に注目します。これは「社会の一員として存在する企業は、社会に

対してどんな責任を持つのか」を企業自身で考え、設計していくもの

です。  

企業自身が自由に考える形であり、ルールがないのでその内容は
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さまざまなものですが、次の 3 つに分けて考えるとわかりやすいと

思います。  

①存在責任  

 人間は１人では生活できません。そこで分担が生まれ、社会が構成

されました。ある人は魚を捕り、ある人は魚を切り、ある人は魚を運

び、ある人はこのために船を作り…ということです。分担作業は同一

作業をやっている人がチームを組んだ方が合理的ということで企業

が誕生します。  

 企業は社会機能を分担するプロフェッショナルとして、ゴーイン

グコンサーン（存在し続ける）を目指し、メンバーである従業員に

「働く場」を提供する存在責任があるということです。会社の倒産は

この存在責任の放棄といえます。  

存在責任を設計すべく、多くの企業でミッション（その企業の存在

意義を表したもの。111 ページ参照）の確認・見直しを行っています。  
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②公益責任  

 企業は社会の利益に貢献する責任があるというものです。これに

は 2 つの意味があります。 1 つは自らが生み出す付加価値による社

会への貢献です。魚屋は「魚をうまくさばく」ことで「魚をおいしく

食べたい」と願っている社会へ貢献するというものです。もう 1 つ

は企業は利益を上げることで税金を払い、この税金によって社会貢

献するというものです。  

③公共責任  

 企業が「してはならないことはしない」という法規制、社会規制な

どの遵守＝コンプライアンスがその中心です。会社法、労働法（働き

方のための法律）、独禁法（取引などに関する法律）、PL 法（製造物

責任法：メーカーに製品販売後の責任を負わせる）、環境に関する法

律、 ISO14000 シリーズ（企業の環境管理に関する規格）･･･といっ

たルールを守っていくことがこれにあたります。  
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２．ＰＲ  

① PR の定義  

 企業はこの CSR について考えていく中で、「社会との関係」が大

きな経営テーマとなっていきます。その「社会との関係」を企業自身

が設計していくことを PR（パブリック・リレーションズの略、直訳

すると「公共との関係」）といいます。  

 PR の考え方は日本では比較的古く、何回かブームが訪れました。

CI（Corporate Identity：社会における会社の位置づけをはっきりさ

せる）、メセナ（文化、芸術活動への支援）、コーポレート・シチズン

シップ（会社も市民として社会に貢献する必要がある）といったもの

です。これを受け、美術館などの文化的施設を会社が作ったり、利益

の 1％を社会還元したりという形で進められてきました。しかしいつ

の間にかこれらがマーケティング（Lesson3 で学ぶ）という事業活動

との関係が色濃くなってしまいます。そしてマーケティング活動と
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して見るとその成果が少ないことから、業績が落ちるとこれをやめ

てしまい、いつの間にかブームは終わってしまいます。  

 その原因は、PR の定義として「会社がすべてのステークホルダー

（株主、投資家、従業員、消費者、地域社会などの会社の利害関係者

のこと）と良好な関係を保つために、情報やカネを積極的に提供して

いくこと」というものを採用していたからです。ここでは PR は広報

と訳されます。しかしこれでは社会との関係を設計する目的が「自社

商品を売るため」ととらえてしまいがちです。だから PR＝アピール

のような感じでも使われてしまいました。  

 そこで PR を本来の意味（企業自身が社会と関係を設計する）で使

うべく、PR を略さないで「パブリック・リレーションズ」として区

別することも多くなっています。ここでは PR をマーケティングな

どの事業活動とははっきり分け、経営者が行う最大の仕事としてと

らえています。  
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 CSR、PR の詳細については「マネジメント 4.0」で学習してくだ

さい。  

 

② SDGs 

 こ の PR を 考 え る 上 で 企 業 が 注 目 し て い る も の に SDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）がありま

す。SDGs は 2015 年の国連サミットで採用された「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」に記載された「 2030 年までに持続可能

でよりよい世界を目指す国際目標」です。 17 の目標（以下）と 169

のターゲットから構成されています。  
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№ 目標

1 貧困をなくそう

2 飢餓をゼロに

3 すべての人に健康と福祉を

4 質の高い教育をみんなに

5 ジェンダー平等を実現しよう

6 安全な水とトイレを世界中に

7 エネルギーをみんなに　そしてクリーンに

8 働きがいも経済成長も

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

10 人や国の不平等をなくそう

11 住み続けられるまちづくりを

12 つくる責任　つかう責任

13 気候変動に具体的な対策を

14 海の豊かさを守ろう

15 陸の豊かさも守ろう

16 平和と公正をすべての人に

17 パートナーシップで目標を達成しよう
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テーマ 7：経営とマネジメント 

 会社の組織は 34 ページで述べた 3 つの階層から成ります。それぞれの概念を

ここで整理してみましょう。 

 

１．経営と経営資源 

会社ができた時は、出資者が出した元手（資本金）というカネしかありません。

この元手をベースとしてさまざまなモノを購買したり、ヒトを募集したりしま

す。こうして集められたものを経営資源（リソースともいう）といいます。 

経営資源⇒会社が集めたり、自らが生んだ自由に利用できる財産。 

会社はこの経営資源をベースとして、事業を行うためのビジネスシステム（ビ

ジネスを行う仕組）を作り、このビジネスシステムに経営資源を投入して（この

瞬間を投資といいます）、事業活動をして、新たな経営資源を生み出します。こ

のうち新たに増えた部分を付加価値といいます。そして生み出された経営資源

定義
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を再度ビジネスシステムに投資します。 

したがって経営資源は大きく 2 つに分かれます。1 つは外部調達したもの（カ

ネで買ったもの）で、もう 1 つは自らが生み出した付加価値（他社がカネで買え

ないもの）です。 
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経営資源をその要素で見ると、ヒト、モノ、カネ、情報に分けることができま

す。要素別にビジネスシステムを考えれば、ヒトにあたるシステムが組織、モノ

では生産システムやマーケティングシステム、カネでは経理システム、情報では

情報システムなどがあります。 

経営とは付加価値を高めるためのビジネスシステムをいかにして作るか、そ

してどのようにそこに経営資源を投資していくかを考えることにあります。ヒ

トであればその付加価値を高めるための組織を考え、そこにヒトをどのように

配置していくかを考えるということです。 
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２．企業組織の機能 

（1）企業の階層 

（ⅰ）アメリカ的企業 

アメリカ的企業（79 ページのアメリカ的経営を行う企業。日本企業にも相当

数いる）の組織を機能として見ると、下の 3 つのレベルに分かれ、これがピラミ

ッド型に階層化されていきます。と言うよりもアメリカのビジネススクールで

はこう定義されています。 

・デシジョンレベル  

ここでは会社としての理念に基づき、経営目標を立て、これを株主と約束（よ

くコミットメントという言葉を使います）します。合意を得た後に、その目標達

成のために、ビジネスシステム構築の基本的方針を決め、経営資源を調達、配分

します。これが戦略立案であり、この担当者が経営者です。 

・マネジメントレベル 

 方針にもとづいてビジネスシステムを構築し、長期・短期の計画を立て、目標
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を達成します。これがマネジメントであり、この担当者がマネジャーです。 

・オペレーションレベル 

一般従業員はビジネスシステムにもとづいて仕事を効率的に実行します。 

 

（ⅱ）日本的企業 

ただ上記のモデルは株主ガバナンス、アメリア的経営の企業での姿です。一方、

日本的企業では経営、マネジメント、現場の 3 階層と考えるのが普通です。本テ

キストでもこれを採用します。 

・経営（これを担う人が経営者） 

 経営はパブリック・リレーションズ（社会との関係を設計する）、戦略立案（企

業として進んでいく方向、基本的な働き方を決める）、経営資源の調達・配分（ヒ

ト、モノ、カネ、情報を外部から調達し、組織内への配分）、コントロール（ル

ール通り仕事をしているかをチェックする）という 4 つの仕事を担います。 
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・マネジメント（これを担う人がマネジャー） 

 ここではマネジメント総務部論を適用します。すなわち「経営」と「現場」の

仕事以外のものをすべてこのマネジメントが担うというものです。このマネジ

メントが仕事を行う仕組をマネジメントシステムといいます。 

マネジメントはミドルマネジメント（これを担う人がミドルマネジャー）とロ

ワーマネジメント（ロワーマネジャー）に分けることができます。ロワーマネジ

メントは部下を現場のプレイヤーとして、彼らが働きやすい環境を作るもので

す。一方、ミドルマネジメントは経営のサポーターとしてマネジメントシステム

を構築したり、ロワーマネジャーのサポートを行うものです。 

・現場（これを担う人をプレイヤーと表現する） 

 戦略、マネジメントシステムに基づいて仕事を実行していくものです。 
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（2）経営 

 経営という仕事には戦略フロー思考という考え方がとられます。 

「フロー」とは上位概念から順に考え、その 1 つ 1 つについて外部ステーク

ホルダー（ステークホルダーは利害関係者のこと。147 ページ参照）、そしてこ

れを実行していく従業員の合意をとっていく「進め方」です。 

 戦略フローについては次のようなものが一般的です。 
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ミッション⇒企業の社会的価値、組織目的、基本的な行動スタイルを表したも

の 

 ミッションは経営のパブリック・リレーションズの結果として生まれるもの

で、企業理念、経営理念、創業理念、社則、社是といった形で存在することが多

い。英語の mission（使命と訳される）とは少しニュアンスが違います。ここで

のミッションとは理念という日本語に近いものです。理念とは他人には説明で

きない考え方（「なぜそう考えるのか」と聞かれても答えることができない）の

ことです。人間でいえば人生観のようなものです。 

ミッションは「その企業が何のために社会に存在しているのか」という CSR

の存在責任にあたるものであり、「使命」という与えられるもの（アメリカ的経

営では株主から与えられる）ではなく、自分たちが何のために社会に存在し、ど

んなことをしたいのかという「理念」を表現したものです。 

ミッションにはもう 1 つの意味があります。それはこの企業にカネを出して

くれる人やそこで働く人たちを募集する“旗”となるものです。そのため企業と

定義
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しての性格のようなもの（行動スタイル）も表現するのが一般的です。地球貢献、

和、人間尊重、未来志向･･･といったキーワードがよく使われています。 

 

ビジョン⇒将来の一定時点での「企業のなりたい姿」を表現したもの。 

次にミッションをベースとして将来の一定時点の姿を設計します。これがビ

ジョンであり、「夢」と表現してもよいものです。ここでは夢を実現した時の状

態を「数字」でも表現します。これが経営目標です。ただ経営目標を達成するた

めに働くのではなく、夢を実現することが企業としての目的です。 

 

戦略はこのビジョンを実現するための仕事の進め方を表したものです。 

戦略はその言葉どおり戦争用語であり、アメリカで生まれた考え方です

（Lesson3 のマーケティングで詳しく述べます）。戦争では軍隊がその中心であ

り、軍隊には部隊というチームが階層的に存在しています。そして最前線にいる

部隊はどうしても敵を倒すことを考えて、国全体としては不利益な行動をとっ

定義
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てしまうこともあります。そこで軍隊全体を統轄する軍事本部が国全体の幸せ

を考えて戦略（strategy）を考え、各部隊はこの行動ベクトルに従って戦うこと

が求められます。そして各部隊はこの戦略の枠組みの下で、その「戦い方」を考

えなくてはなりません。この「戦い方」を戦術（tactics）とよびます。つまり戦

略と戦術の分離です。 

企業経営にもこれを採用し、経営が作る「組織全体のハッピーを考えるもの」

を戦略、マネジメントが作る「各部門での目標達成などを考えるもの」を戦術と

よんでいます。しかし現実は日本では戦術という言葉が浸透せず、ともに戦略と

よぶことも多い。この時には戦略を戦略ベクトル、戦術を部門戦略とよんだりし

ます（戦略について誰かと話す時はまずは言葉の定義を確認しましょう）。 

経営計画は目標を含むビジョン、戦略などを記述したものを指します。ビジョ

ンの期間が 10 年くらいのものを長期経営計画（略して長計）、3～5 年くらいの

ものを中期経営計画（略して中計）とよんでいます。この長計、中計の一部とし

て年度ごとの計画があります。上場企業の長計、中計などはその企業の Web サ
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イトなどでディスクローズするのが普通です。 

この経営計画をベースとして各部門が戦術などを考えていくものを部門計画

といいます。 
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（3）マネジメント 

 マネジメントという仕事は、PLAN（計画）、DO（実行）、SEE（評価）とい

う PDS で表されます。PDS は次の 2 つの意味を持っています。 

①権限委譲 

 権限委譲とはすでに使ってしまった言葉ですが、「組織の上位者が持っている

権限を下位者に移すこと」をいいます。この時、上位者にも権限委譲した仕事の

結果に対しての責任は残ります。したがって「誰に何を権限委譲するか」という

権限は、その上位者にあります。 

 34 ページで述べたように株主は経営者に「経営する」という権限を委譲しま

す。経営者はそのうちのマネジメントという仕事をマネジャーに権限委譲しま

す。 

権限委譲は、そのポジション（例えばマネジャー）についたら自動的になされ

るものではありません。下位者が計画を作り、それを上位者が承認した時に権限

が委譲されます。つまり権限委譲＝PLAN です。権限を得たマネジャーはその
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計画に関する経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報…）の配分を受けます。ヒトで

いえばその計画にかかわるプレイヤーに対する指揮命令権（仕事を指示する権

限）を持ちます。 

そのうえで計画をプレイヤーとともに実行する責任（DO）を負います。 

そして実行に関し、上位権限者に対して説明する義務（SEE）を負います。こ

の義務をアカウンタビリティ（accountability：説明責任、説明義務と訳される

こともあるが、ややニュアンスが違うので本書ではこのまま使う）といいます。 
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②PDCA 

  PLAN のポイントは権限委譲です。DO はプレイヤーが主に担当し、マネジ

ャーは例外処理（プレイヤーが出来ない仕事、計画以外の仕事に対応する）、ト

ラブル処理といったことを担います。 

SEE（アカウンタビリティ）のポイントは、PLAN と DO の違いを分析し（差

異分析）、その違いが出た理由を考えて次の計画に生かすことです。つまり SEE

は CHECK(差異分析)、ACTION（次の計画に生かす）という 2 つに分かれます。

この時 PDS は PDCA とよばれます。 

 この PDCA をマネジメントサイクルといいます。 
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テーマ 8：組織構造 

 企業という組織で働く人の協働関係を組織構造といいます。この組織構造を

作っていくことを組織化といいます。 

 

 

１．組織化のバックボーン 

組織化では次の 2 つの考え方がバックボーンとなっています。 

（1）秩序 

組織における秩序とは「メンバー間の優先関係」であり、意見の優先度（誰の

意見が優先されるか）といってよいものです。この優先度を表しているのが 34

ページの 3 階層であり、経営者、マネジャー、プレイヤーの順に意見が優先され

ます。マネジャーの中にも課長、部長といった優先関係が存在しています。ここ

で意見を優先する方を上司、される方を部下、意見を決めることを意思決定、決
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めた意見を優先させることを指揮命令といいます。 

従来の日本では、秩序の基準は勤続年数（企業に勤めた年数）がベースとなっ

ており、年功序列とよばれていました。近年ではこれを打破して、能力主義（能

力の高い人の秩序を上げる）を標榜する企業が増えています。 
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（2）管理範囲 

管理範囲⇒1 人の上司が持つことができる部下の数の平均 

 上司が持つことのできる部下の数は上司、部下の能力、やっている仕事によっ

て異なると言えます。しかしその平均値を想定しないと組織化はできません。こ

の平均値のことを管理範囲（span of control 、span of management ）といいま

す。 

例えば 100 人分のプレイヤーの仕事がある会社で管理範囲が 5 人なら、プレ

イヤーは原則として（組織設計では）5 人ごとにチーム（例えば課）を組みます。

ここには 20 人のプレイヤーの上司（課長）が必要です。20 人の課長の上に 4 人

の部長、その上に経営者という組織になります。プレイヤーが 1000 人なら 200

人の課長、40 人の部長、8 人の事業部長、その上に経営者 2 人となります。つ

まりマネジメントレベルには 248 人、3 階層必要となります（この状態をピラ

ミッドという）。プレイヤーの人数が増えてくればこの階層度は高まっていきま

す。ここで管理範囲を 20 人とすれば、1000 人のプレイヤーには 50 人のマネジ

定義
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ャー、そのうえに経営者 3 人となり、マネジメントレベルが 50 人、1 階層とな

ります。これをフラット化といいます。 

 日本的企業はアメリカ的企業に比べ管理範囲が小さい（小さく設定している）

といわれています。そのため組織がピラミッド化し、大企業では課長→部長→本

部長→事業部長→事業本部長などと階層化しています。一方アメリカ的企業で

は、管理範囲を大きくとりマネジャー→ゼネラルマネジャー（部門全般を見るマ

ネジャー）といった形でフラットな企業が多いといえます。 
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２．組織構造のパターン 

 組織構造には次のようなパターンがあります。 

（1）ライン＆スタッフ組織 

 管理範囲によって生まれた「一緒に働くチーム」のことをラインといいます。

このラインは前述のようにその仕事の分担で経営、マネジメント、現場の 3 階

層に分けることができます。 

 しかしこうなると経営者だけで経営という仕事をやらなくてはなりません。

そこで経営の仕事をサポートする「経営スタッフ」というチームが求められます。

経営の仕事は 107 ページのように 4 つあるので経営スタッフはこの単位にチー

ムが作られています（もちろん企業のサイズによって違い、機能を兼ねることも

あります）。 

「パブリック・リレーションズ」は CSR 推進室、広報室･･･といったもので

す。「資源の調達・配分」はその経営資源ごとに作られることが多く、ヒトは人

事部、モノがマーケティング部、カネが経理部、情報は情報システム部･･･とい
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った形となります。戦略立案は、その仕事自体は一時的な仕事なので後で述べる

プロジェクトチームが作られることが多いのですが、そのプロジェクトチーム

の運営および遂行スタッフとして経営企画室などが作られます。コントロール

については監査室、内部統制部といったものです。そしてどこにもあてはまらな

い仕事を担う総務部といったものも作られます。 

 一方、マネジメントの仕事についても、一箇所でやった方が合理的なものや、

マネジャーのできないものを担うチームが生まれます。これをマネジメントス

タッフといいます。例えば人材育成というマネジメントの仕事（これは経営の仕

事でもなく、現場の仕事でもないのでマネジメント総務部論からマネジメント

の仕事となる）を企業全体として考える教育部、営業の計画などを担う営業企画

部、商品の品質管理をする品質管理部といったものです。 

 このようにラインとスタッフ(経営スタッフ、マネジメントスタッフ)から構成

される組織を、ライン＆スタッフ組織といいます。このスタイルが組織構造の原

点といえます。 
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（2）事業部制組織 

 企業が大きくなってくると、営業部門は「売る」ことだけ、工場部門は「ただ

ひたすら安く作る」ことだけを考え始め、役所のように(失礼！)部門自身が目的

意識を持ち、部門間の対立が生まれてきます。「うちの営業は何であんなに安く

売るんだ」「どうしてヒット商品を開発できないんだ」…。そして会社全体のこ

とを考えるのが、どの部門にも属さない社長だけとなってしまいます。 

 この組織の硬直化（なぜかこの状態をよくこう表現します）を解消するために、

日本の大企業の多くは事業部制組織を採用しています。 

これは事業部とよばれる１つの単位が、製品や地域（地域の場合は支社とよば

れます）によって、それぞれ独自の領域を持ち、自ら経営成績を生み出し、それ

についての権限と責任を持つというものです。いってみれば会社の中をいくつ

かの小さな会社に分割し、独立採算制（この単位に利益を計算する）をとって小

回りをきかせ、経営者の負担を減らそうというものです。そのうえでライン＆ス

タッフ組織のスタッフ部門は共通スタッフ（本社とよばれることが多い）として、
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各事業部をサポートするように考えたものです。 

これを一歩進めるとカンパニー制（企業内では事業部が１つの会社となり、本

社はその株主となる。法律上は分社してない）とよばれます。 

しかし事業部制組織にはどうしても次のような問題点が発生します。 

・本社コントロール力の低下 

 各事業部に大幅に権限を委ねることで、本社サイドが事業部の具体的な状況

を十分に把握できず、事業部の行動をコントロールできなくなる。そのため各事

業部が企業全体の戦略に従わず、自らの利益だけを求めて行動するようになっ

ていく。 

・組織面での重複 

 各事業部内に同様の機能（営業、開発、マネジメントスタッフなど）を持った

組織が数多く現れ、全社的には組織の機能が重複してくる。しかも同一機能の組

織でも、事業部が異なればほとんどその情報交換をしなくなる。 

・事業部間での競争 
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 各事業部は相互に競争意識、場合によっては同一顧客を取り合う競争関係を

持つようになる。これが刺激となって業績向上を期待できる反面（と言う人も多

いのですが、私は社内競争は「百害あって一利なし」と思います）、自己の事業

部だけを考え、他の事業部の不利益となるようなことでも行ってしまうように

なる。 

・短期的業績に走る 

 各事業部の業績を短期的に評価することも多く、事業部長はどうしても目の

前の業績だけを考えて、長期的には必ずしも適切でない判断をしがちになる。本

社経営陣がこれを指摘するが、独立採算制のため歯止めがきかない。 
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（3）動態組織 

企業が大きくなって事業部制などを取っていると、上の問題点が目につくよ

うになります。そこで経営者は次のような動態組織とよばれる考え方をとり入

れていきます。 

動態組織⇒環境の変化に応じて柔軟に変化させていく組織 

 

①プロジェクトチーム 

 動態組織として最初に考えられるのは、多くの場合プロジェクトチーム（もう

言葉としては使ってしまいましたが）です。これは各人の組織上の位置はそのま

まにして、部や事業部などを横断したチーム（これがプロジェクト。委員会とよ

ばれることも多い）を作り、新しいことにチャレンジしていこうというものです。 

典型的なパターンが新規事業開発プロジェクトのようなもので、各事業部か

ら人を集めて作ります。開発が終了すると、チームは解散して、このための新た

な事業部を作るか、従来のどこかの事業部で担当していくというものです。 

定義
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②プロジェクト組織 

 プロジェクトチームを一歩進めたもので、仕事に応じてプロジェクトを作り、

終わったら解散していくというものです。 

例えば受注生産メーカー（顧客から注文を受けて作る）で、大まかに「部」と

いうチームだけを作っておいて、注文のたびにプロジェクトを作って、リーダー

とメンバーを決めていくものです。 
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③マトリクス組織 

 通常の組織に仕事の目的に応じたもう１本の軸を作るものです。 

 

 例えば次の次ページの上図のように工場、支店、商品が錯綜してしまった時に、

従来の組織はそのままにして、次ページの下図のように商品グループごとにカ

テゴリマネジャーとよばれるリーダーを作るといったものです。 
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④SBU 

 事業部制では時間のかかる新規事業は、利益が出ないという理由で各事業部

がやりたがらなくなります。そこで SBU（Strategic Business Unit：戦略事業

単位。利益責任を負わない事業グループ）という事業部の卵を作り、本社権限で

各事業部からメンバーを選定するとともに、各事業部もマトリクス組織的に協

力するというものです。つまり各事業部がインキュベーター（卵のふ化器のこと

で事業開発の援助を行うこと）となって SBU を育てるものです。SBU が自ら

の力でやっていけるようになると事業部へ昇格させます。 

 

⑤社内ベンチャー 

 SBU を一歩進めて、この SBU を１つの企業として考え、本社は出資のみを

行うインキュベーターに徹するというものです。カンパニー制をとった企業な

どで見られます。 
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⑥アメーバ組織 

 京セラが考えた組織構造として有名になったものです。これは組織のプレイ

ヤーを 5～50 人の各チームに分け、このチーム 1 つ 1 つが小企業であり、プロ

フィットセンターとなるというものです。 

ここでこのプロフィットセンターについて説明しておきます。 

チームが持つ業績目標によって次の 3 つに分けることができます。 

 プロフィットセンター⇒利益を業績目標とするチーム 

 コストセンター⇒原価、費用を業績目標とするチーム 

 受注センター⇒受注（注文額≒売上）を業績目標とするチーム  

 

アメーバ組織は各工程、各営業グループさらには資材、総務、人事などすべて

が独立したチームとなり、プロフィットセンターとして利益を上げることが求

められます。ただし利益計算は通常の財務会計のルールではなく、もっと単純に

収入と支出だけを管理し、「収入－支出」を「利益」（差引売上といわれる）とと

定義
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らえるものです。グループ間では仕事・サービス（例えば教育部は教育というサ

ービスを他グループに売る）をやりとりし、その価格は社外での市場価格（外部

からそれを購入した場合いくらが妥当かというもの）をベースとしています。こ

の差引売上をグループ内の総労働時間で割ったものを「時間あたり採算」とよん

でおり、これがグループの最終目標となります。各グループは毎日、毎日この「時

間あたり採算」を見ながらこれを目標として仕事を行っていくというものです。 

アメーバ組織を採用している企業はごく少数ですが、その考え方（スタッフ部

門の目標など）を目標管理（153 ページ）に生かしている企業も多くなっていま

す。 
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テーマ 9：組織における人間関係 

 組織はそこで働く人が中心です。したがって組織構造というハードウェアだ

けではなく、人間関係というソフトウェアが存在します。働く人と人の関係です。

この中心が「上司と部下の関係」（部下がどうやったら一生懸命働いてくれるか

を上司が考える）です。 

アメリカでは、この「人間関係」が MBA（経営学の大学院）などのビジネス

スクールで行動科学という科目として存在していました。しかし今はほとんど

消えてしまっています。 

日本ではこのアメリカで生まれた行動科学を輸入し、その後ゆっくりと消え

ていったのですが、未だにさまざまなものにその跡を残しています。 

現代の人間関係のテーマは上司と部下という上下関係から、「フェア（公平、

公正）な関係」というフラットなものに移りつつあります。 
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１.人間関係に関する日米の推移 

 企業内で働く人の「人間関係」は、アメリカでかなり以前から研究されてきま

した。アメリカでは、産業革命後に工業が発展し、工場内が人手不足となってい

く中で、「どうやったら仕事の能率が上がるのか」ということからその研究がス

タートしました。この能率を考えていくうちに、そこに人間関係が大きく影響し

ていることがわかってきました。さまざまな学者がさまざまなことを言い（だか

ら人間関係論といわれた）、やがて行動科学というビジネススクールの 1 科目と

なりました。これが日本へ輸入され、管理職教育の 1 つのテーマとして採用す

る企業も多くありました。 

 この人間関係は上司、部下という「上下関係」をベースとしており、上司が部

下の「やる気」を考えるというものでした。アメリカではその後、行動科学＝「人

間の気持を分析する」という心理学者的なアプローチは消えていきます。そして

上下関係を「気持」ではなく「コミットメント」という形でとらえます。部下が

上司（ボス）と仕事（ジョブ）についてコミットメント（約束）するというもの
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です。ここでは仕事の難易度（ジョブグレード）と出来具合（パフォーマンス）

をコミットメントし、これが達成出来たら約束どおり給与が支払われるという

ものです。このコミットメントはプレイヤーだけではなく、マネジャー（経営者

に対して）、経営者（株主に対して）もその対象となります。と言うよりも、上

からこのコミットメントと権限委譲（コミットメントされた仕事に対する権限）

がなされていくというものです。 

 日本では未だにやる気、動機づけ、リーダーシップといった行動科学の「気持」

が話題となります。そしてこの行動科学が生んだものが残っています。その代表

が目標管理というものです。 

 ただ日本もその原点となっている「上下関係」が変わることでゆっくりとでは

ありますが、「人間関係」に対する考え方は変わってきています。そのきっかけ

はセクハラ、パワハラという言葉であり、これを受けダイバーシティという考え

方に向かっています。 

 ここでは行動科学の概要とダイバーシティについて触れておきます。 
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２.行動科学 

（1）行動科学という理論 

行動科学の中で有名な理論を参考までに挙げると次のようなものです。 

 

ソーシャルスタイル 人間を 4 つのタイプに分類するポートフォリオ（505 ページ）理論。

この 4 パターンを自分にあてはめ、まわりとの関係を考えるもの。 

理論名 内容

マズローの欲求5段階説

人間の欲求が仕事のやる気を生む。人間はある欲求が満たされると次
の高次元の欲求を求める。欲求はレベルの低い方から、生理（食べ
物、睡眠など生きること）、安全（満たした生理を継続したい）、所
属（チームに入りたい）、尊敬（まわりから尊敬されたい）、自己実
現（自己を達成する）という5段階。

マグレガーのX理論・Y

理論

X理論（人間は働かないからコントロールする必要がある）からY理

論（人間は自分で決めたことは必ずやる）へマネジメントの視点を
移すべき。

ハーズバーグの動機づ
け・衛生理論

やる気を衛生要因（それが悪いと不満が出るが、良いからといってや
る気が出るわけではない。給与、人間関係など）と動機づけ要因（そ
れがあるとやる気が出る。仕事の達成と承認、責任など）に分けて考
える。

リーダーシップ論

人間関係の着眼点をチームのリーダーに置いたもの。さまざまな理論
が出たが、共通しているのは「人間は心の中にやる気があり、何らか
の阻害要因でやる気が表に出なくなる。これを表に出させるのがリー
ダーの仕事であり、動機づけである」という考え方。
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②行動科学が生んだもの 

 行動科学の研究は次のようなものを日本の企業にもたらしました。目標管理

を始めとして、その考え方は残っています。 

 

目標管理 153 ページ参照 

提案制度 従業員に仕事のやり方について改善などの提案を求め、その提案に対し報酬を与える。 

カウンセリング 仕事や人間関係について、上下関係のない第三者が相談にのること。 

職務拡大 

 

いろいろな仕事をやった方が人間はやる気が出る。メーカーでは多能工といわれる。こ

れを目的として定期的に仕事を変えていくことをジョブローテーションという。 
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３.ダイバーシティ 

 アメリカではジョブのコミットメントという契約スタイルが定着していく中

で、その働き方に「フェアさ」が求められることになります。ここで登場するの

がセクシャルハラスメント（略してセクハラ）というアンフェアの指摘です。 

日本ではこのセクハラを法律で定義しています。 

セクハラ⇒相手の意に反する不快な性的行動。男女雇用機会均等法では次の 2

つに分けて定義している。 

対価型セクハラ⇒性的な行動で労働面で不利益をもたらすこと 

環境型セクハラ⇒性的な言動によって働く環境が悪化し、業務に影響が出るこ

と。 

 また妊娠、出産に関する不適切な言動をマタハラ（マタニティ・ハラスメント）

といいます。 

さらに厚生労働省はパワハラ（パワーハラスメント）についても次のように定

義しています。 

定義
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 パワハラ⇒同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場

内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与

える、または職場環境を悪化させる行為 

 このセクハラがダイバーシティ（多様性という意味）というキーワードを生み

ます。 

 ダイバーシティ⇒性別、年齢、学歴、職歴、国籍、人種などについて多様な人

が集まることで組織にシナジー（相乗効果）を生むという考え方。 

 日本企業では、この中で特に「男女差別」がクローズアップされ、ダイバーシ

ティの中心は女性活躍となっています。 

 そしてここにワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）というキーワー

ドが生まれてきます。つまり女性活躍を考えるために、子育て、さらには介護な

どといったライフイベントを組織とともに考えていくことが経営テーマとして

挙がっています。そしてこの女性活躍、ワーク・ライフ・バランスを、国が「働

定義

定義
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き方改革」の 1 テーマとして掲げ、企業へその対応を迫っています。 

 国の働き方改革の原点は、「大学卒の男子が日夜を問わず組織のために働き、

出世（上下関係の上へ行く）していく。これをそれ以外のまわりの人がサポート

する」という日本的な働き方を真っ向から否定することです。ここでのキーワー

ドは公平、公正（ルールを守る）という“フェアさ”です。 

そしてダイバーシティは「人によってさまざまな働き方があることを認め、組

織内の各人が他人の働き方を互いに尊重していく」というものに変化しつつあ

ります。 

 しかし、未だに「部下にやる気を出させて働かせ、結果を出す」という考えも

根強く残っています。特にこう考えて出世してきた経営者、管理職は国の言って

いることを自己否定と感じ、抵抗します。この人たちに向けて、人材サポート会

社（かなり怪しげな所もあるのですが）が、近年はエンゲージメントというキー

ワードを提示しています。これは人間の気持に着目するものです。エンゲージメ

ントとは元々はマーケティングの世界で使われていたもので、「顧客との関係を



Lesson1 セッション 3：会社の組織 

143 
© 2020 MC システム研究所 

 

強くする」という CRM（404 ページ）の一用語でした。これを組織へ適用し、

エンゲージメント（ワーク・エンゲージメントともいう）という言葉を「従業員

の企業への愛着心」といった意味でかなりファジーに使っています。つまりかつ

ての人間関係論のように上下関係ではなく、「組織と個の関係」（ただ私は、これ

も上下関係と同じと思うのですが）ととらえます。このエンゲージメントはアメ

リカ的企業であれば何となくわかるような気もするのですが、「企業は従業員の

もの」という日本的経営ではややなじまない感じがします。大日本帝国のように

国が抽象化された時代の愛国心のような気がします。 
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テーマ 10：給与 

給与、給料、賃金、手当…。これらはあまり違いを意識せずに使われています。

辞書を見ても今ひとつ違いがわかりません。しっかり決めているのは法律（労働

基準法と税法）や公務員の職務規程です。 

まずはこれらの用語を定義し、そのうえで現代企業における給与のトレンド

について考えてみましょう。 

 

 

１．給与とは 

 使用者から労働者に払われる労働対価の総額を労働基準法では「賃金」といっ

ており、税法では「給与」（正確に言うと税金のルールが違うので給与所得と退

職所得に分けている）といっています。まずはこれらの言葉を定義します。 
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労働対価⇒労働者がその労働に対して受ける報酬。 

給与＝賃金＝給料＋手当 

給料⇒約束した勤務時間に対して支払われる労働対価。 

手当⇒生活実態（扶養手当、住宅手当…）や、勤務状況（残業手当、賞与、退職

金…）に応じて支払われるもの。給料を補てんするもの。 

本テキストでは「給与」という言葉で統一します。 

給与には次のような支払い 5 原則があります。 

・通貨払い（現物給与は原則としてダメ） 

・直接払い（本人に支払う） 

・全額払い（強制貯金はダメ） 

・毎月払い（少なくとも毎月１回払う） 

・一定期日払い（毎月中頃はダメ） 

 年俸制というものも、「1 年に 1 回支払う」というわけにはいかず、少なくと

も毎月 1 回は決められた日に払わなくてはいけません。 

定義
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２．給与のトレンド 

（1）付加価値と給与 

 給与には「雇い主が使用人（すごい言葉ですが）に働かした分を払う」という

イメージがあります。しかし誕生して間もない商店ではなく、上場した大会社で

は「雇い主」というのは一体誰になるのでしょうか？社長でしょうか？しかし社

長も給与を受けるので使用人でしょうか？社長の雇い主は株主でしょうか？ 

多くの企業では給与について見つめ直しています。その一般的な考え方は次

のようなものです。「収入－支出＝もうけ」です。一般的には（というよりも

Lesson2 の財務会計の世界では）給与は支出（費用と表現する。収入は収益）に

入ります。そして「もうけ」（利益と表現する）を株主（配当）、社会（税金）、

会社（残りを自由に使う。内部留保と表現する）に分配すると考えています。し

かし日本的企業（従業員ガバナンス）において、配当や税金が支出に入らず「も

うけ」となり、企業の構成者である従業員給与が支出（企業から出て行く）とい

うのはどう考えても変です。 
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 上図の右のように給与も“もうけ”（「手元に残るカネ」）に入れて（「出ていく

カネ」には入れないで）、「もうけの分け前を従業員（経営者も含め）が受ける」

と考えた方が日本的企業の実体に合っています。このようにして計算した「もう

け」は 103 ページの付加価値と同じ意味となります。ここで付加価値を従業員

（経営者も含めて）、株主、社会、会社というステークホルダー（会社の利害関

係者という意味）が分け合うと考えます。 

収
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そのうえで「給与総額を付加価値の一定比率とする」と決めます。この比率（給

与分配率という。s で表す）を、株主と「給与を受け取る従業員の代表者として

の経営者」が合意しておくようにします。 

 

 これを給与総額について解くと次のようになり、給与総額は利益の一定比率 

となります。 

    
ここで配当を利益の一定比率（税金は一定比率です）とすれば、給与、配当、

内部留保、そして利益がすべて付加価値の一定比率となります。そうなると付加

価値、利益が上がれば先の 4 者がすべて喜ぶことになり、目標が一致し、しかも

税金で CSR も果たすことになります。 

＝
給与総額

付加価値

給与総額

給与総額＋利益
＝ ｓ

ｓ

1－ｓ
給与総額＝利益×

ｓ

1－ｓ（ ）
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（2）給与改革 

給与はいわゆる時間給（働いた時間に応じて払う）というのがベースとなって

いました。そして法的にもこれがベースとなってルールを作っています。 

「時間給＝労働時間×時給」です。時給のベースは学歴、役職、ひどい会社は

性（今はもちろん認められていません）で決まり、あとは累積の労働時間（勤続

年数）に応じて上がっていくというのが慣習でした。コンビニのアルバイトが最

初は時給 800 円で 1 年に 1 回昇給するというものとあまり変わりません。 

さらにこの時間給にその人の生活状況（独身か結婚しているか、子供がいるか

いないか、住んでいる場所…）で手当を出すというものです。まさに商店の店主

が使用人に温情で給与に上乗せするという感じです。 

ここでの給与は仕事に払うというよりも、「ヒト」そのものに払うものであり、

それ以外は唯一「職位」（役職という。課長、部長…）だけが考慮されます。こ

の職位の上がることを昇進、出世といい、まさに地位とカネが同時に上がってい

くものです。しかもこの職位は仕事の結果ではなく、上司が部下をどう評価する
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か（査定、人事考課などという）ということで決まっていました。辞書によれば

査定とは「金額、等級を決定すること」、考課とは「成績を調べて優劣を決める

こと」という意味です。（近年では人事評価といいます。ここで評価は「価値を

見つける」という意味で使っています。） 

こうなると上司受けを良くしないと給与は上がらず、もっと言えば「ゴマスリ」

がサラリーマンの常識のようになっていました（少し言いすぎかもしれません）。

そこには、不公平感、上司に部下は何も言えない、そのため会社を変革できない

…といった弊害を生んでいました。 

多くの企業は比較的早くこのことに気づきながら、なかなか給与改革をでき

ませんでした。その理由としては次のようなものが挙げられます。 

・給与体系を変更し、給与総額が同じなら、それによって給与が上がる人だけで

はなく、下がる人も出てくる。これまでの給与ベースがライフステージ（結婚す

る頃、子供ができる頃、家を買う頃に上がる）に一致しており、これを変更する

とローンなど従業員の生活に直接影響が出てくる。 
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・不公平感を持つのは主に会社の下位層であり、上位層は比較的優遇されてい

る。突然変えると上位層は下位層の時代があったことを考えると不公平。また給

与体系は第三者や多数決ではなく上位層が決める。 

 しかしバブル崩壊後、給与改革の波が会社を襲っていきます。企業の利益、付

加価値が下降していく中で、先ほどの付加価値の一定比率といったような考え

方を導入しないと、給与が払い切れないことがあり、給与を利益という業績に連

動させる方向としました（何だか調子が良い時にやらず、悪くなってからやるの

はずるい気がしますが）。これが成果主義とよばれるものです。 
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（3）業績給と能力給 

日本企業がかつて行った給与改革は付加価値分配、成果主義をベースとして、

次のような 2 つの要素を取り入れて、人事制度を変えていくものです。人事制

度とは給与、人事評価、昇格＊といった人事に関するルールのことです。 

＊ 給与のランキングでは資格が上がることを昇格、部長、課長といった役職が上がることを昇進などと

言っていたが、現在ではこれらを合わせてキャリアアップの方がよく使われている。 

 

①業績給 

 利益と総給与は比例するのですから、個人への分配も利益への貢献度で見る

べきともいえます。これが業績給とよばれるものです。しかし各個人の会社への

業績貢献度など測りようもありません。そこでまず会社をいくつかのグループ

に分け、グループごとに利益計算し、そのグループ長（もっとも給与が高い）か

ら業績給（主に賞与）にしていくという形で進めていきました。さらにはそこか

ら先の業績給への移行にもチャレンジしようとします。つまり先ほど「測りよう
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がない」と表現した個人のグループ利益への貢献度です。 

従来のように課長、部長など職位昇進のための評価であれば「がんばっている」

といったことを見ればよかったのかもしれませんが、今度は利益貢献度を見な

くてはなりません。上司にそれを評価させようとするのですが、どうしても人物

評価から脱しきれません。 

そこで多くの企業が出した結論が 136 ページの行動科学から生まれた目標管

理の適用です。 

目標管理⇒Management By Objective and self-control。MBO と略す。自分の

目標を自分で立て、管理していくこと。 

目標管理は行動科学のブームとともに、随分前に多くの企業が取り入れたの

ですが、結局いつの間にか形骸化（上司に目標を作らされている感じ）して、消

えていってしまいました。 

近年になって目標管理が再び注目を集めています。自分の会社への利益貢献

度、さらには次に述べる能力向上の目標を、自分で作るというものです。つまり

定義
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仕事をする前に上司の協力を得て自分で自分を評価する“ものさし”を作り、仕

事をしてから、上司とともにこれを使って評価するというものです。 

 

②能力給 

 業績給だけにすると、どうしても問題が起こります。それは会社で働くほとん

どすべての人たちが、長期的なことに目が行かなくなり、自分の給与アップにつ

ながる短期的な業績に走っていくことです。そこで何とか長期的な要素を取り

入れようとしていますが、これはまだ暗中模索です。その中でもどうやら 1 つ

の答えとなりつつあるのが、能力に応じて給与を決める、つまり能力の高い人に

は結果が出なくても、給与を高く分配するということです。 

業績は本人の能力だけではなく、やっている仕事、環境に大きく左右されます。

そして能力の高い人ほどそれに気づき、自らの能力が評価されないと退職して

しまいます。会社として長い目で見た時、能力の高低も加味した方がフェアとい

う理由で、この能力給をとり入れていきました。 
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具体的には、従来からあった資格制度（給与のベースとなるもの。一般職 1級、

2 級…といったもの）とよばれた人事制度を、能力のランキングとして再構築す

るというものです。これを職能制度などとよんでいます。 

しかし前述の国が定める働き方改革の中で企業は再び給与改革を迫られてい

ます。そのため給与ベースである人事制度の変革に多くの企業が取り組んでい

ます。このあたりは「ワーキング・イノベーション」（働き方改革への対応につ

いて書いたもの）、「マネジメント 4.0」（新しいマネジメントについて書いたも

の）、「組織を変革する手順」（組織変革のやり方を書いている）を参照してくだ

さい。
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テーマ 11：企業のライフサイクル 

企業には年齢のようなものがあり、人間同様に 4つくらいの時代があります。

創業期（人間の幼年期）、成長期（青年期）、安定期（中年期）、変革期（老年期）、

そして死です。これを企業のライフサイクルといいます。 

 

 

１．各時代の特徴 

企業のライフサイクルは、次のように時間と売上の関係で表すことができま

す。時間の長さは変わっても、多くの企業はこの 4 つの時代をとることになり

ます。 
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 この 4 つの時代にどんなことが起きるか典型的な日本的企業で考えてみまし

ょう。 

 

売
上

時
創業期 成長期 安定期

生まれ変わる

死

変革期
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（1）創業期 

 企業が誕生して間もない頃です。株主兼社長の創業者がワンマン経営を行い

ます。この創業者は企業への強い愛情を持ち、創業メンバーに対し家族的な経営

を行います。 

ライン中心の組織で、社長はラインだけではなくスタッフ機能の長（経理部長

兼人事部長兼営業部長…）となります。給与は社長の恩情で決まります。「がん

ばっているか」です。業績も急激には伸びず、業績とは関係なく「がんばってい

る」人がその中心です。したがって全員が意気に燃えており（燃えてない人は入

ってこない。入ってもムードに圧倒されてやめる）、理念のようなものはあるに

はありますが、ほとんど誰も気にせず、戦略もなく、毎日毎日を自分たちの能力

だけで戦っています。 

ここでは毎日変革し、毎日成長しています。 
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（2）成長期 

 特定の商品のヒットや得意客の獲得により、企業は急激に成長します。毎日の

戦争は一層激しくなり、オフィスは夜になっても電気は消えず、工場なら徹夜で

交代で生産しています。 

成長していくために、即戦力としての中途採用と明日のための新卒採用の 2つ

を並行して行います。 

戦争中のため従業員は皆戦友となり、互いに価値観を一致させ、いつのまにか

理念のようなものが醸成されていきます。そしてその雰囲気に合わない人は退

職し、また別の人を採用しと新陳代謝をくり返し、次第に企業は一つの色になっ

ていきます。 
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（3）安定期 

 経営が安定してくると、そのステータスアップのために上場を狙います。近年

では成長期に上場する企業もありますが、成長期は手っ取り早く借金で、安定期

になって落ち着いたらこれを返すために上場というパターンの方が多いといえ

ます。さらに証券市場から得て余ったカネで立派な本社ビル、研修センター、社

宅、寮、福利厚生施設などを作っていきます。 

創業者は功なり名を遂げ、自らは会長となり、2 代目社長を選びます。多くの

場合創業者の好む「創業期に若くしてがんばり、まじめで言われたことをコツコ

ツやる成長期の戦友」を指名するか、自分の子息を社長にします。この時の経営

者はバイタリティが創業者よりも落ち、どうしても先代の作った企業を「守る」

という姿勢が強くなります。マネジメント、マニュアル、報連相（報告、連絡、

相談）といったことがキーワードとなります。 

採用も「書類選考→面接→内定」という形で、応募してくる一流大卒の学生を

とります。しかし成長期に比べ定着率が上がってくるので（知名度が上がること
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と、その知名度で入ってくる人が多く、やめない）採用は抑えられます。しかし

逆に応募者は増えてくるので、採用はまさに「ふるいにかける」という仕事とな

ります。 

ムードはぬるま湯で居心地は最高です。このまま安定が続いてくれれば特に

問題は起きるはずもないのですが、採用を抑え定着率が高いため企業は１年に

１つずつ年をとっていきます。 

企業のムードは和気あいあいとしており、「上司の顔を見て仕事をする」「黙っ

ている方が得をする」となります。 
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（4）変革期 

 企業は人間同様にいずれ死（倒産、他社へ買収･･･）を迎えるのが普通とも言

えます。 

しかしこの安定期には、経営者の中で変革ということを突然言い出す人が出

て来ます。変革は改善とは違います。改善とは問題点を解消していくことですが、

変革とは現状を一旦捨てて、企業としての“なりたい姿”（112 ページのビジョ

ン＝夢）を創り、そこへ現状をアプローチしていくことです。つまり「生まれ変

わる」ということです。 

 この変革にはさまざまなスタイルがあります。私はこのケースをいくつかの

本に書いています。「コーポレート・イノベーション」、「イノベーションリーダ

ー」、「日本企業、成長戦略のベクトル」、「その場しのぎの会社がなぜ変わったの

か」…といったものです。これらの本は「変革のやり方」というナレッジを書い

たものではなく、「こうやって変革した企業もあった」というケーススタディで

す。 
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２．企業の死 

（1）倒産 

 「企業の死」には 2 つのパターンがあります。 

1 つは株主の意思による「解散」（24 ページ）ですが、日本ではめったにあり

ません。 

もう 1 つが「倒産」です。 

  ここで少し言葉を定義しておきましょう。 

債権⇒人が人に対して何らかの行為を請求することができる権利。 

債務⇒債権の逆で、人が人に対して何らかの行為をしなくてはならない義務。 

契約⇒債権、債務を相互に取り交わすこと。 

 

例えば「A 社が X という商品を 100 万円で B 社に売る」という契約では、A

の債務は「X という商品を渡す」ことであり、債権は「債務が終わったら 100 万

円を受け取ることができる」というものです。B から見ると逆です。 

定義
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契約で債務を約束しても実行できるとは限りません。この実行できない状態

を債務不履行（一般にはデフォルトという）といいます。このデフォルトのうち

「カネに関するもの」を倒産とよんでいます。つまり「払わなくてはならないカ

ネが払えなくなっている“状態”」です。これは個人、法人ともにありうる状態

です。ここではそのうちの企業について述べます。 
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（2）会社の整理 

会社が倒産状態になると混乱状態となるので、次のどちらかの方法で“整理”

されます。 

・私的整理･･･債権者（債権を持っている人=カネを貸している人）と会社の話し

合いで進めて行く。 

・法的整理･･･裁判所が中心になって進めて行く。 

 整理した結果は 2 つに分かれます。その会社を解散して清算する（財産を処

分する）か、立て直すかです。それぞれ清算型、再建型といいます。 

 私的整理は任意整理ともいわれ、日本では多くがこの形で債権・債務が整理さ

れ、清算または再建します。私的整理の再建型でもっとも有名なのが債権放棄で

す。これは「このままでは会社がつぶれてしまって借金は返せない。借金を少し

勘弁してもらえば何とか生き延びるのでよろしくお願いします」というもので

す。 
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 法的整理の清算型の典型は破産です。破産法にもとづいて裁判所が決める破

産管財人（その企業の財産を管理する人）が財産を処分していきます。この破産

を自らの意思で裁判所に申し立てることを自己破産といいます。 

破産はなかなか厳格な手続きなのですが、会社法にもとづいてもう少し簡単

に行うものは特別清算といわれます。 

法的整理の再建型には 2 つのパターンがあります。 

1 つが会社更生法に基づくもので、大企業が対象です。現経営者はクビになっ

て、裁判所が決める更生管財人が経営にあたり再建します。 

もう 1 つが民事再生法に基づくもので、中小企業や個人企業を対象としてい

ます。現経営者がそのまま再建にあたることができ、手続きも簡単で早期に完了

します。そのため大企業でも採用するケースが増えています。 

 倒産手続きを整理すると次のようになります。 
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 この他、再建型で私的整理と法的整理の中間に位置するものとして、事業再生

ADR（Alternative Dispute Resolution の略。裁判外紛争解決手続のこと）とい

う制度があります。これは倒産企業と債権者の間に第三者が入って企業を再生

していくものです。 
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テーマ 12：親会社・子会社 

 ある会社が別の会社の株を持つことで、「コーポレート・ガバナンス＝経営者

を選ぶ権利」を持っている状態を、それぞれ親会社、子会社といいます。 

子会社という仕組は変革の 1 つの手段ともいえます。 

 

 

１．子会社のパターン 

子会社が誕生する背景を整理してみると次のようになります。 

（1）新規事業を行う 

 会社には定款があり、事業目的（本業）が定められています。経営者は株主か

ら“本業”の経営を委任されているので、これ以外のことは原則できないことに

なります。例えば食品メーカーはいくら自社の製品を使ったレストランが「もう

かる」と思ってもできないことになります。これは特に上場会社に強く求められ
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ます。証券市場から見れば「食品メーカーがもうかる」と思い、食品メーカーの

経営のプロに投資したのに、「レストランをやられては困る。それならレストラ

ンのプロに投資していた」ということです。 

 食品メーカーが定款を変えずに、レストランを本業としてやるには、子会社を

作るしかありません。子会社設立は取締役会の決定で株主総会を通さず、経営者

が意思決定できます。 
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（2）分社化 

 会社が持っている機能を独立させて、別の会社を作ることを分社化などとい

います。これには 2 つのパターンがあります。 

①ライン機能の分社化 

 ライン業務つまり本業を分社化するもので、水平型と垂直型があります。水平

型というのは、事業部制やカンパニー制をとっていた会社がこれらを別会社に

するものです。例えばコンピュータメーカーにあるロボット製造事業部を、子会

社として分離独立させるようなものです。 

 垂直型というのは仕事の流れを途中で切って、2 つに分けるものです。例えば

アパレルメーカーが「作る」会社と「売る」会社に分けるといったものです。こ

の時はメイン機能、強い機能の方が親となります。メーカーですと「作る方」が

親会社、「売る方」が子会社となることが多いといえます。 
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②スタッフ機能の分社化 

 スタッフ機能を本業とする会社を作るものです。この場合よくスピンアウト

という表現を使います。食品メーカーが衛生管理を工場で徹底していくうちに、

それがプロとして十分通用することがわかり、この衛生管理を本業とするコン

サルティング会社を作るといったことです。 

 

（3）買収 

 自分で作るのではなく、買収（181 ページ）によって子会社化するものです。

新しい事業をやりたい時、不足している機能を補う時、その会社がもうかり過ぎ

てカネが余っている時…などさまざまな理由があります。 
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２．親会社・子会社の動き 

親会社、子会社という関係には 2 つの動きがあります。 

（1）連結重視 

 証券市場は上場会社に対して連結決算を求め、むしろこちらを重視していま

す。 

連結決算⇒親会社、子会社を 1 つの会社として見て、決算書を作ること。 

 親会社・子会社の定義は法律によって微妙に違いますが、金融商品取引法では

次のように定義しています。 

子会社⇒株（正確にいうと議決権）の過半数（関係者の分も含めて）を持つか、

実質的に支配している会社（取締役会の過半数を占めているなど）。 

関連会社⇒株の 20％～50％を持つか、関係者の分を合わせると 20％以上で、経

営に重要な影響を与えることのできる会社。 

 証券市場の連結重視の傾向はどんどん高まっています。 

また連結の対象も子会社のみならず、関連会社にもおよんでいます。関連会社

定義

定義
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の連結には持分法（実質的に所有していると思われる割合を連結の対象とする）

が用いられます。 

 関係会社という言葉はいろいろな意味で使われていますが、一般的にはその

会社から見て、親会社、子会社、関連会社を総称して関係会社といっています。 

連結決算をすると、利益はトータルでは圧縮されることが多い。そのため従来

は税法では別々の納税しか認められていませんでしたが、連結納税が認められ

ることになり、この波を後押ししています。 
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（2）持株会社の解禁 

 78 ページで述べたように独占禁止法で持株会社は禁止されていたのですが、

1997 年の法改正で原則 OK となりました。 

 日本では巨大企業が分社化、買収を続け、膨大な数の子会社を持つようになり

ました。さらにはその子会社が証券市場から資金を得るために、子会社のまま

（親会社ガバナンスを持ったまま）で上場しています。しかもその成長過程に事

業部があるため、実質的には事業部が子会社を持つような場合もあって、混乱を

極めてきました。 

 次図のような MC 電気をグループとして見ると、成長分野にはどうしてもい

くつかの会社が進出してしまい、場合によっては競合してしまいます。そして

MC 電気本体が自らも事業を抱えながら、グループ全体の舵をとるのは難しく

なってしまいます。 
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一方、証券市場から見ると次のような問題を抱えており、株価が上がらない理

由の１つといわれてきました。 

・自らが投資したカネがどこに流れていくのかとらえづらい。 

⇒MC 電気でやるゲームソフトがもうかると思っても、そこにどうやって投資

していいかわからない。 

・子（MC ソフト）が上場すると、親子関係が今一つとらえづらい。 
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⇒MC 電気に投資すると MC ソフトにそのカネが流れ、MC ソフトに投資して

もやはりカネが流れる。 

上のような老舗の大企業だけではなく、スタートアップ企業が買収によって

急成長していく中で、上の MC 電気と同じように複雑な親子関係を生んでいき

ました。 

そこでこれを次のように持株会社を用いて、フラットな形にすることで、証

券市場に対してわかりやすくしようとする動きが出てきました。
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 子会社の上場をすべてやめ、MC ホールディングス（持株会社にはホールディ

ングスという名前を付けることが多い）がグループを代表して上場するという

ものです。 

持株会社は本来は「株を持つことだけが目的」の会社ですが、企業グループ内

の共通機能をここに持たせることもよくあります。特に人事、経理、経営戦略と

いった経営スタッフ機能を持たせることが多いといえます。この時、この持株会

社には「MC グループ本社」という名前を付けることが多い。これに対して株を

持つだけのものを「純粋持株会社」ということもあります。 

こうなると MC グループは証券市場に対して「MC」というブランド（これを

コーポレートブランドという）を上場させていることになります。証券市場の投

資家は MC というブランドに投資し、MC ホールディングスの経営者がそのカ

ネをどの事業に投資するかを決めるというものです。連結決算、連結納税（グル

ープ企業が 1 つの会社として税金を納める）によって１つの会社として見られ

るということもこれを後押ししています。 
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さらに金融商品取引法では、会社が自らの子会社の業績に連動した株式を証

券市場へ発行できるようにしています。これを日本版トラッキングストックと

いいます（アメリカ版トラッキングストックでは子会社だけでなく特定の事業

に連動した株も出せます）。例えば「MC ゲームの業績に連動して配当を受ける

ことのできる MC ホールディングスの株」というものです。（実際にはほとんど

活用されていませんが） 

この持株会社と 189 ページで述べる株式交換によって買収、合併、分割など

の変革を簡単にできるようになりました。このような動きを総称して事業再編

といいます。 
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テーマ 13：会社の結合 

 会社が変革を求める時、他社と力を合わせていくことが多いといえます。これ

を会社の結合といいます。ここではこの結合の方法について学びます。 

 

 

１．結合のパターン 

（1）結合の分類 

 結合にはその強さによって 3 つのパターンがあります。 

1 つが提携であり、会社同士がゆるく結合していくことを総称していいます。

この提携は「株」を提携するかによって 2 つに分かれます。1 つは互いの会社の

株には関係なく、仕事のみを提携するもので、業務提携（事業提携ともいうが、

こちらの方が一般的）といいます。もう 1 つはどちらかがどちらかの株を持っ

たり（ガバナンスを持たないで）、互いが株を持ったりするものを資本提携とい
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います。前者（片方だけが持つ）の場合、資本参入という表現をすることも多い。

資本提携でも何らかの仕事を協力してやっていくことを目的としているのが普

通です。 

 2 つ目が提携をさらに強めた譲渡であり、これも 2 つに分かれます。1 つは事

業譲渡であり、会社が複数の事業を持っている時、その中の事業を別の会社へ移

すことです。もう 1 つは資本譲渡（株式譲渡ともいう）です。これは他社の株を

買ってその会社のガバナンスを持って結合することです。つまり親会社と子会

社という関係になります。ここでこれを株を買う方から見ると買収といいます。 

そして最後の結合が「1 つの会社にする」という合併です。 
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株を買う方から見ると買収（Acquisition）も合併（Merge）も、他社のガバナ

ンスを取得するという意味では同じなので、M&A と表現するのが一般的です。

「A 社が X 社に M&A をかける」というのは、「A 社が X 社のガバナンスを（経

営者を選ぶ権利）を取得する」ということです。 

 

 

結合

提携

譲渡

合併

業務提携→仕事のみ

資本提携→株

事業譲渡→事業を移す

資本譲渡→ガバナンスをとる

定義
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（2）ライセンシング 

 業務提携と事業譲渡という「株がからまない結合」において、その中間に位置

するものとも考えられるのがライセンシングです。 

ライセンシング⇒ある企業の事業財産（商品ブランド、販売権、製造権、システ

ム、ノウハウ、ナレッジなど）を、その企業が所有権を持ったまま、他企業に使

用権のみを認めること。 

 ライセンシングでは財産の所有権を持っている方をライセンサー、使用権を

受ける方をライセンシー、ライセンスの使用料をロイヤリティという言葉で表

現します。 

このライセンシングを経営全般（店名ブランド、販売システム…）に渡って行

うものをフランチャイズシステムといいます。フランチャイズシステムではあ

たかもライセンサー（フランチャイズではフランチャイザーという）を中心とし

て、多くのライセンシー（フランチャイジー）が１つの企業（「継続的計画的に

仕事をする」が定義）として見ることもできます。実際フランチャイジーが、フ

定義
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ランチャイザーの子会社ではないのに、その企業名を付けることも多いといえ

ます。 

 

（3）業務提携のパターン 

業務提携にはさまざまな形がありますが、その結合の強弱によって 2 つの表

現がとられます。弱い方はコラボレーション（協働）、強い方はアライアンス（同

盟）とよんでいます。ただこの 2 つの分け方はファジーで、両方を合わせてアラ

イアンスということも多いといえます。 

・コラボレーション 

 特定製品の共同開発、技術提携、 OEM 供給（Original Equipment 

Manufacturing：相手先のブランドで製品を供給すること）などメーカーを中心

とした水平型のコラボレーションが比較的多い。 

 メーカーと小売など垂直型では販売提携（特定メーカーの製品を、特定の販売

会社が独占的に販売するなど）、プライベートブランド開発（特定のメーカーが
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小売側のブランド名で製品を供給すること）などが多い。 

・アライアンス 

 アライアンスとは企業同士が強く結びつくが、ガバナンスとしては独立して

いるものです。コラボレーションとの違いはその時間的継続性（特定の商品を開

発したり、購入したら終わりというのではなく、どちらかが解消といわない限り

続くもの）、包括性（提携の範囲が広い）を持つものといえます。このアライア

ンスでは、契約のみならず資本提携（株を持ち合うことが多い）をあわせて行う

ことも多い。 
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２．会社分割 

事業譲渡は「事業」を売買することなのですが、どこまでを売買するのかが今

ひとつはっきりしていません。特にその事業で働く人がどうなるのか（事業とと

もに移行するのか）がファジーといえます。そこでこれをはっきりさせる形とし

て、会社分割というものがあります。つまり会社を事業によって分けてしまうこ

とです。 

 会社分割は従来から一部認められていましたが、2000 年の法改正で正式に導

入されたものです。従来から認められていたのはいわゆる分社化（171 ページで

述べた水平、垂直の分社。法的には分割の一種だが、本書では分割といわず分社

という）というもので、法改正では狭義の分割（分社以外の分割。本書ではこれ

を分割という）を認めました。 

分割とは以下のように本当に「株券を 2 つに切る」感じです。 
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定義
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また分割が労働者に不利益をもたらすという批判が強くあったため、法的に

は分割によって労働者を解雇することはできないことをあわせてはっきりと定

めました。 

 

３．買収 

（1）買収のパターン 

買収は前述のように他社の株を取得してその会社のガバナンスを握るもので

す。次の 2 つのパターンがあります。 

 友好的買収⇒現在の経営陣の合意のもと、株を取得するもの。経営者は留任す

ることも多い。 

敵対的買収⇒現在の経営陣の意に反して株を取得するもの。ガバナンスを意に

反して取るということは、当然のことながら現経営陣の多くは退陣する。 

友好的買収では発行済の株を買ったり、新たな発行によって株を得たり（増資

を引き受ける。222 ページ参照）と色々な方法がとられます。 
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最近では MBO（Management Buy Out）という経営者による買収（つまり経

営者が株主というオーナーになること）も見られます。上場企業の経営者がディ

スクローズや投資家からの圧迫を嫌って自社の株を買ったり、創業オーナー（株

主兼社長）が次世代の経営陣に株を売ったり、子会社の経営陣が親会社から株を

買ったり…といったものです。 

（2）株式交換 

友好的買収をスムーズに進めるものとして、株式交換という方法が認められ

ました。 

株式交換⇒A 社と B 社の株主が合意の上で、B 社が A 社の子会社になる時、

B 社の株と A 社の株を交換して行うもの。 

具体的には次のようなイメージです 
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ここでこの親会社を新たに作る場合は株式移転ともいいます。194 ページの

経営統合でよく用いられます。 

 株式交換で新たな株を発行すると、既存の株主にとってはデメリットがある

といえます。上の例で言えば A 社の株主は新株が発行されることで持分割合（シ

ェア）が下がります。つまり会社を所有するという観点からは取り分が減る（B

社の分は増えるのですが）とも考えられます。この新株の発行（すなわち増資）

でシェアが下がることを希薄化といいます。 

 そこでこの上場企業の株式交換ではあらかじめ自社株を証券市場から買って

おいて（77 ページの金庫株）これを使って株式交換を行うということもよく行

われます。 
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（3）敵対的買収防衛策 

敵対的買収は多くの場合、すでに発行されている株を経営者の意に反して取

得していきます。 

55 ページで述べたように、買収のために上場企業の株を証券市場以外で買う

時は、TOB というオープンな買収が求められています。また証券市場内で買う

時でも、54 ページで述べたように 5％以上の株主になったら、大量所有報告書

で保有目的（買収）をディスクローズしなくてはなりません。したがって「隠れ

て買収」ということはできません。 

この敵対的買収を防止する手段としてもっとも確実な方法は株式譲渡制限と

いえます。 

株式譲渡制限⇒会社法では、定款に「株式を譲渡するには取締会（つまり現経

営者たち）の承認を得なければならない」と定めることが認められている。 

しかしさすがに上場会社ではこれは認められていません（証券市場で売買で

きなくなります）。そのため上場会社では独自の敵対的買収防衛策を講じている
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企業もあります。 

ただ日本ではこの敵対的買収はめったに起きません（起きるとビッグニュー

スとなります）。それは従業員が企業を構成しており、その代表者が経営者にな

っていることです。この経営者の意に反して買収ということは従業員を敵に回

してしまうことになります。従業員を敵に回して企業運営などできないからで

す。 
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４．合併 

A 社と B 社が合併するには次の 2 つの方法があります。 

新設合併⇒A 社と B 社を解散し、C 社を作る。 

 吸収合併⇒A 社を残し、B 社を解散。 

実際には新しい会社を作る手間がかからない吸収合併がほとんどといえます。 

合併とよく似たものに、下図のような共同の持株会社の設立による「経営統合」

というものがあります。 
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これは共同で親会社を作り、その傘下に入るというものです。（これが 191 ペ

ージの株式交換で述べた「親会社を新たに作る場合」という株式移転です。）銀

行業界の再編に使われてから、数多くの事例が生まれました。 

上図で持株会社の AB 社は両社のガバナンスを持ち、かつその株をいつでも売

ることができます。さらには C 社を買収したければ株式交換で傘下に入れるこ

とも可能となります。 

合併、経営統合では合併比率、統合比率がポイントとなります。 

合併比率、統合比率⇒旧会社の 1 株につき新会社の株を何株もらうことがで

きるかという比率。 

 本テーマの詳細については「ファイナンス・イノベーション」で学んでくださ

い。 
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Lesson 2 財務＆会計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カネに関するナレッジは苦手意識を持つ人が多い分野です。その原因

はこの分野が言葉の定義がしっかりできておらず、そのうえ経理関係

者だけが使う業界用語のようなものが使われているからです。 

ここでは財務と会計というナレッジを一般ビジネスマン向けにす

っきりと整理してみましょう。終わってみれば「なんだこんな簡単な

事だったのか」と思うはずです。 



Lesson2 セッション 1：言葉の定義 

 

198 
© 2020 MC システム研究所 

 

〔学習する重要キーワード〕 

 

財務、ファイナンス、会計、アカウンティング、キャッシュフロー、資金、資本、資産、 

回転、エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、B/S、P/L、アカウント、与信、 

担保、のれん、純資産、自己資本、株主資本、コントロール、減価償却、IFRS、ROI、ROE、 

キャッシュフロー計算書、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、投資額、 

財務キャッシュフロー、DCF、IRR、企業価値、限界利益、予算、CVP分析 
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テーマ 14：財務と会計の基本 

 まずはカネについての言葉をきちんと定義してみましょう。 

 

 

1．カネに関する仕事 

経理という言葉はさまざまな意味に使われていますが、本テキストではもっ

とも広い意味でとらえ、次のように定義します。 

経理⇒企業の中でカネに関するすべての仕事 

 経理という「カネに関する仕事」の代表は次の 2 つです。 

 

 

 

 

定義
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財務⇒ファイナンス（finance）。企業内で必要とされるカネを考えて、そのカネ

を集めてくる仕事。 

会計⇒アカウンティング（accounting）。カネの出入りを管理して、ある時期に

特定の人に報告をする仕事。前半の「カネの出入りを管理する仕事」を簿記、後

半の「報告する仕事」を決算という。 

 企業ではその仕事を行うために、どうしてもカネが必要となります。この必要

なカネを集めてくることが財務（ファイナンスといった方がかえって直感的か

もしれません）です。財務は「資金の調達と運用」という形で表現されることも

ありますが、少しニュアンスが違います。企業は集まったカネ、つまり調達した

カネで「何とかやりくりする」というよりも、企業がビジネスをやるうえで、ど

うしても必要な、あった方がベターなカネの量をよく考えて、そのカネを何とか

して調達するようにします。また「カネを使う方」（運用）は投資とよばれ、財

務の範疇には入らないのが普通です。 

 つまり財務はカネの「需要と供給の調整」という仕事であり「使い道を決めて

定義
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から集める」という原理・原則があります。 

 「会計」は飲み屋などに行って、帰りに言う「お会計して！」と同じ意味です。

これは正確に言えば「店に入ってから今までに、私が使ったカネを一旦ここで締

めて、計算し、それを私に報告してくれ」という意味です。 

したがって会計という仕事には必ず報告先、期間（この期間の終わりをよく

「締め」と表現します）、方法という 3 つの要素があり、その仕事の結果として

会計報告書がアウトプットされます。 

会計では「誰に報告するか」という報告先がもっとも大切です。その報告先（飲

み屋では常連客、会社のカネで飲む客、ぶらりと入った客…）によって、会計期

間（1 回ごとに払うのか、ツケにしておいて月に 1 回払うのか…）や、会計方法

（定価で現金払い、どんなに飲んでも定額…）が決まります。またこの会計報告

のためにデータを残しておくことを簿記、締めの時期になって計算することを

決算（途中経過ではなく、意を決する）、この時の会計報告書を決算書といいま

す。 
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２．財務 

（1）ファイナンスの意味 

finance（ファイナンス）を財務と訳しましたが、ややこしいことにもう 1 つ

「金融」とも訳されます。金融というのはその言葉どおり「カネの融通」です。

つまりカネの需要と供給の調整を行うもので、財務と同じような意味になりま

す。しかしビジネスにおいて一般企業では金融を「おカネを貸すこと」という意

味で使っています。金融業となるともう少し広く「おカネに関する仕事」を本業

としている企業という意味で、銀行、信用金庫だけではなく、証券会社、保険会

社なども含まれます。 

さらにややこしいことに MBA（経営学修士）の学者たちは「ファイナンス理

論」として、「企業の持っている経営資源を有効利用するために必要な価値計算

方法、意思決定方法、換金方法」という意味で使っています。これは簡単に言え

ば「企業がカネを集めるために、企業の価値を高めて、その企業にカネを出して

もよいと思わせる方法や、持っている財産を効率よくカネにする方法を考える
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こと」という意味です。財務の中のごく一部の経営との接点のみを指しているも

のです。 

整理しましょう。本テキストでは finance という英語を次の 2 つの日本語に

分けて使います。 

・財務⇒カネを必要としている一般企業が、その需要と供給の調整を行い調達す

ること。要するにカネを集めること。 

・金融⇒一般企業の財務という仕事がうまくできるように、企業外部から支援す

ること。 
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（2）カネの定義 

 次はカネそのものについて定義します。 

①キャッシュフロー 

 まずは「キャッシュフロー」です。 

これを理解するためにここで使っている「フロー」と「ストック」という言葉

の意味をはっきりさせます。 

 プールに水を入れているシーンを浮かべてください。プールの底には穴が空

いていて水が出て行きます。入ってくる量が出ていく量より多いと、水がプール

にたまっていきます。午前 10 時の時点で下図のようにたまっているとします。

この斜線部分を 10 時時点のストックといいます。 
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1 時間後の 11 時になってさらにストックが増えました。この 10 時から 11 時

までに増えた量がフローです。 

10:00

水

水のストック
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すなわちフローとは「一定期間内のストックの変化量」のことをいいます。 

 したがってキャッシュフローは以下のように定義されます。 

キャッシュフロー⇒一定期間の現金変化量（増えていれば現金増加量、減って

いれば現金減少量）「キャッシュイン－キャッシュアウト」で計算する。 

 

 

 

10:00

水のフロー11:00

定義
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②資金、資本 

 次は資金、資本です。辞書ではともに「元となるカネ」と書いてありますが、

これを下のように定義します。 

・資金（fund）⇒企業の仕事のために必要となるカネで、企業の外にあってまだ

手に入れていない状態のカネ。 

・資本（capital）･･･資金を財務によって企業内部に調達した状態のカネ。 

 201 ページで述べたようにカネは買うモノを決めてから調達するのが原則で

す。個人でもとりあえず借金してから買うモノを決めるのではなく、買うモノ

（特に価格が高いもの、住宅、自動車･･･）を決めてから、カネを調達（住宅ロ

ーン）するはずです。企業においても、財務という仕事の一環として「買うモノ」

を決め、そのために資金を調達し（＝財務。これで資本となる）、その資本で予

定したモノを買います。こうして「資本で買った財産」を略して「資産」（asset）

といいます。 

 この資本が資産になる瞬間を「投資」（investment）と定義します。投資は「資

定義
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本を財産に投げる」という意味です。 

 企業は何のために資産に投資するかと言えば、投資したカネ（資本、もともと

は資金）を増やすためです。この資産を使ってカネを増やすことを事業（オペレ

ーション）と定義します。 

 この事業によって「増えたカネ」がキャッシュフローです。キャッシュフロー

は再度、資本というカネとして資産に投資されます。これを「回転」（turnover）

といいます。投資した資本に対してどれくらいのカネが戻ってくるかを資本回

転率といいます。資金から見ると資金回転率、資産から見ると資産回転率です。 
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（3）カネの流れ 

企業におけるカネの流れを整理すると次のようになります 

 

 

資
本

企業

資
金

fund capital

金
融

財
務

finance

回転 turnover

資
産

assets

投資

investment

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

cashflow

事業

operation



Lesson2 セッション 1：言葉の定義 

211 
© 2020 MC システム研究所 

 

 魚屋で 1 匹 80 円のいわしを 1000 匹買いたいとします。このためには 8 万円

の「資金」が必要となります。これを借金で調達すると（財務）、この 8 万円が

「資本」となります。一方、貸す方から見れば魚屋にカネを融通したので「金融」

です。魚屋はこの資本 8 万円をいわし 1000 匹に「投資」します。このいわしと

いう「資産」は何のために買ったかといえば無論食べるためではなく、“売る”

という「事業」によってカネ（資本 8 万円）を増やすためです。1 匹 100 円で

1000 匹売れれば、借金を返しても 2 万円カネが残ります。この 2 万円がキャッ

シュフローであり、これを資本として、再びいわしを買えば回転です。 

 このカネの動きを一定期間ごとに報告するのが会計という仕事であり、会計

報告書の中心は事業によって得た「もうけ」を報告する P/L と、決算日時点の

資産とそれを買った資本の明細（カネの調達の仕方）を報告する B/S です。 
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（4）財務のパターン 

 財務はそのカネの調達先によって大きく 2 つに分かれます。 

①エクイティ・ファイナンス（equity とは株のこと） 

 株主から資金を調達するものです。このカネは返さなくてよいカネとなりま

す。（配当として株主に少しずつ戻していきますが） 

②デット・ファイナンス（debt とは負債のこと） 

 「後で返すカネ」として調達するもので、借入金
かりいれきん

（金融機関から借金すること）、

社債（一般の人などから直接借金すること）などがあり、企業間信用（取引先へ

の支払を遅くすることによって実質的にはカネを調達すること）をデット・ファ

イナンスの一種と見ることもできます。 

 財務についてはこの後のセッション 2 で学びます。 
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３．会計 

（1）会計の基本 

①B/Sと P/L 

会計（accounting）とは先ほど述べたように、「カネの出入りを管理して、一

定の時期に報告すること」をいいます。企業の会計では次の 2 つの報告書が中

心です。もう何度も使ってしまった言葉ですがはっきりと定義します。 

 

B/S ⇒Balance Sheet の略：貸借対照表。企業が一定時点で持っている資産とそ

れを手に入れるための資本を書いた会計報告書。 

P/L⇒Profit&Loss statement の略：損益計算書。「収入－支出＝もうけ」という

式で、会社の一定期間の“もうけ”を計算するタイプの会計報告書。  

  

 

 

定義
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②アカウント 

B/S と P/L はさまざまな時に使われる「集計表」という形式の報告書です。 

集計表⇒データが集計キーと数値に分かれており、同一の集計キーの数値を足

し上げて合計値を計算するもの。 

 したがって会計に使われるデータ（取引データともいわれるが、ここでは会計

データと表現する）は以下のような形となっています。 

 

 会計データでは集計キーのことを「勘定」（勘定科目ともいう）といっていま

す。「勘定」は英語の account の訳ですが、その意味を誤解しやすいので、以降

は「アカウント」という言葉を使います。 

アカウントは他の集計キーと同様に大区分、中区分、小区分、細区分…といっ

た形で階層的になっており、この単位に集計されます（人口集計表なら人口デー

タの集計キーの大区分が県、中区分が市町村、小区分が丁目…こうしておけば県

定義
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単位、市町村単位、丁目単位に人口がわかる）。 

会計データはカネに関するものだけです。したがって数値部分の単位はすべ

て「円」です。 

アカウントの設定は大まかな所は標準化されており、細かい所は各企業のビ

ジネスの実態に合わせて設定されます。したがって会計する時は、まずこのアカ

ウントを設定しなくてはなりません。つまりどの単位にカネを集計するかです。 

会計データの大区分は資産、負債、純資産、収益、費用の 5 つで標準化されて

います。したがって会計データはこの 5 つのうちのどれかに属します。 

 この大区分を中心に、その内訳としての中区分、小区分･･･という集計表とな

るのですが、会計では資産、負債、純資産を１つの集計表として、B/S とよびま

す。一方収益、費用を１つの集計表にして、利益（もうけ）を計算するものが P/L

です。 
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（2）会計のパターン 

 企業の会計には MUST（法律で「やりなさい」と決められている会計。制度

会計ともいうが、あまりこの言葉は使わない）と WANT（会社が自らの意思で

行う会計）に分かれます。 

 MUST は報告先によって税務会計と財務会計に分かれます。このように××

会計といった場合、××は報告先を指すと思えばまちがいありません。税務会計

は税務当局が報告先であり、税法でその会計方法が定められています。 

財務会計は「財務してくれたヒト」つまり「カネを出してくれたヒト」が報告

先の会計であり、株式会社であれば株主となります。株主へは決算書以外にもい

くつかのレポートをあわせて報告します。決算書を含めた株主への報告書は財

務諸表とよばれます。 

さらに会社が上場すると財務会計の報告先が 1 つ増えます。それは 48 ページ

で述べたとおり、上場した先の証券市場への報告です。証券市場への会計報告は

金融商品取引法に定められています。この報告書では財務諸表以外にもさまざ
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まなものを求めており、有価証券報告書とよばれます。 

税務会計についてはその意味をこの後すぐに述べ、以降は財務会計を理解す

るために随所で解説するようにします。ビジネスマンとして知っておくべき中

心は財務会計であり、セッション 3 で学びます。 

 一方 WANT の代表は管理会計です。これは management accounting の訳で

マネジメントへの報告です。ここでのマネジメントは幅広い意味で使われてお

り、企業の経営者、マネジャーなどを指します。これについてはセッシヨン 4 で

学びます。 
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（3）税務会計 

 この報告方法は税法で定められています。 

税は次の３つの種類に分けることができます。 

①所得に関する税 

 企業など法人を対象とするものと、個人を対象とするものがあります。前者に

は法人税（国税）と法人住民税、法人事業税（共に地方税）があり、企業の所得

にかかるものです。所得とは「もうけ」のことであり、「収入－支出＝もうけ」

という式で計算します。つまり P/L が必要となります。 

この「もうけ」は企業自らが税務当局（会計報告者）に対し、年に 1 回（会計

期間）、決められた方法（税法）で計算して、報告（申告と表現する）する義務

があります。これが税務会計であり、その中心となるのが P/L という会計報告

書です。 
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②財産にかかる税 

 企業としては固定資産税などがありますが、もうけの申告に比べれば比較的

簡単であり、会計とよばれるほどの仕事はありません。 

 

③消費に関する税 

 このなかでもっとも基本的なものがいわゆる消費税です。消費税は間接税と

よばれるスタイルをとります。間接税とは「税を払った人」とこれを「納める人」

が違うものをいいます。消費税では商品を売買する時に、買い手が売り手に消費

税を含めて支払い、売り手がそれを納付します。最終的な買い手が主に消費者で

あり、消費者が自ら消費税を計算して納めるのは大変なので、売り手である企業

がこれを預かっておいて、このカネを会計して、納めることとしました。これも

税務会計の 1 つです。 
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テーマ 15：エクイティ・ファイナンス 

 本セッションは財務について学びます。株式会社における財務はエクイテ

ィ・ファイナンスとデット・ファイナンスに分かれます。 

エクイティ・ファイナンスとは株主から資金を得るもので、株式会社にお

けるもっとも基本的な財務（ファイナンス）です。これには増資の他に新株

予約権というものもあります。 

 

 

 

１．増資 

 会社が株主からの出資を受けて資金を得ることを増資といいます。得た資

金は資本金とよばれます。会社が存在している限り、返さなくてよいカネと

なるのですが、その間ずっと配当の義務を負うことになります。 
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増資はその出資する人によって、株主割当増資（既存株主から出資を受け

るもの。割当とはその人に株を発行すること）、第三者割当増資（特定の人か

ら）、公募増資（広く大衆から）に分かれます。 

 25ページで述べたように、増資には授権資本という考え方があります。株

式会社は発行可能な株の総数を定款で決めておき、その範囲内であれば（こ

れが授権資本の授権という意味）、取締役会の決議だけで必要に応じて株を発

行できます。一般的な会社ではこの発行に規制があり、授権資本は設立時の

発行株式総数の 4 倍まで、また定款を変更しても発行済の株の総数の 4 倍ま

でしか授権資本を増やすことはできません。ただし株式譲渡制限（192 ペー

ジ参照）をしている会社にはその規制はありません。  

また新株の発行で、既存の株主が不利益になる場合は、授権資本内であっ

ても取締役会だけでは発行できないという規定があります。しかしこの表現

がファジーなので買収の際などに、その新株発行が「不利益かどうか」でも

め、裁判所に判断を求めることもあります。  
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２．新株予約権 

新株予約権⇒株におけるコールオプションのこと。オプションとは一定の期

間中に、一定の価格で、何かを売買できる権利。このうちコールオプション

とは買うことができる権利。プットオプションとは売ることができる権利。

つまり新株予約権とは「一定の価格で株を買うことができる権利」のこと。 

 新株予約権は日本でも従来から一部に限定的に認められていましたが、

2002 年から全面的に認めることになりました。これは企業が持っている債務

を、相手に新株予約権という債権（株を買う権利）によって相殺すると考え

られ、債務分のカネを調達したと考えられます。 

従来から認められていた新株予約権には次のようなものがあります。 

・ストックオプション 経営者、従業員などの報酬（これが上に書いた「債

務」。会社が支払わなければならないもの）として、カネではなく新株予約権

で払うというものです。受けた方から見れば新株予約権で株の購入価格が固

定となるので、株価がそれより上がっていると、買ってすぐに売れば大きな

定義
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収入となります。これはこの報酬にあたるカネを企業が調達した（株による

資金調達＝エクイティ・ファイナンス）と考えます。 

・転換社債 債権者が請求すれば社債（236 ページ参照）を一定の株に転換

することができる（つまり一定の価格で株と交換できる）もので、従来から

認められていました。これを新株予約権という考え方に統一し、社債に新株

予約権が付いていて、その株の購入代金を社債で払うものと定義し、転換社

債型新株予約権付社債（略して転換社債）とよばれるようになりました。企

業から見ると株価が上がれば、社債という借金（返すカネ）から資本金とい

う「返さなくてよいカネ」に移ります。 

・新株予約権付社債（ワラント債ともいう） 社債に新株予約権が付いてい

るものです。この予約権がセットのものと分離（離して売ることができる）

されているものがあります。 
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テーマ 16：デット・ファイナンス 

 デット・ファイナンスとは借金による資金調達であり、借入金と社債がそ

の典型です。 

 

 

１．借入金 

（1）借金という契約 

164 ページで述べたように債権とは人が人に対して何らかの行為を請求で

きる権利、債務とは人が人に対して何らかの行為をしなくてはならない義務、

この債権・債務を発生させるものが契約です。 

この債権・債務という言葉がもっともよく使われるのが、借金という契約

です。これは貸し手が借り手に「カネを一定の時に返してもらう」という債

権を持ち、借り手は「カネを一定の時に返す」という債務を持つという契約
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です。 

債務の特徴はそれを実行しないからといって（要するにデフォルトしても）、

原則として犯罪にならないことです。借金を全財産を売り払っても返せない

時は、破産（167 ページ）などの形でその債務をなくしてしまうことができま

す。 

（2）与信と担保 

このように貸した金が返ってこないことを貸倒れといいます。貸倒れに対

応するために、貸す方からすると次の 2 つのことが必要となります。1 つは

与信です。 

与信⇒カネを貸した相手がそれを返済できるかを見きわめること。 

与信とは「信用を与える」という意味です。「貸したカネが返ってくる」と

いうあたり前といえばあたり前の「信用」（credit：クレジットカードのクレ

ジットです）を与えるということです。与信してカネを貸したのに、その後

その信用が何らかの理由でなくなり、貸倒れが発生することを信用リスクと

定義
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いいます。 

もう 1 つは、この貸倒れが発生した時にどうするかを、カネを貸す時に決

めておくことです。これが担保です。 

担保とは「将来のリスク（返さない）に対してそれを補うことを保証する」

という意味です。借金の担保にはいろいろなものがありますが、大きく 3 つ

に分けることができます。 

 

①モノで担保 

借金の契約で債務を履行しなかった時のために（つまり返せなかった時の

ために）、モノに関する所有権についても契約するものです。次の 2 つに分け

ることができます。 
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質⇒借り手が担保として提供したモノを、借金している間は借り手が使用 

できなくなり、カネを返すことができなくなった時に所有権が移転するも 

の。「質屋」の質。 

抵当⇒借り手が担保として提供したモノを、借金している間も借り手がそ

のまま手元において使用できるもの。カネを返すことができなくなると所

有権が貸し手に移転する。 

多くの企業では質ではなく抵当によって、金融機関などから借入れをして

います。抵当にするモノは、なるべく使い減りしないことが求められます。

この代表が不動産（土地及びそれに付帯する建物）、特に土地です。 

根
ね

抵当とは企業が特定の金融機関から借りる時、担保とした抵当物件に対

し、限度額（最大の借金額）を決めておいて、カネが必要になった時に限度額

内ですぐに借りることができるものをいい、よく使われています。例えば 1

億円相当の土地を抵当に入れれば、1 億円の借金が可能となりますが、とりあ

えず 1000 万円だけカネが必要なときに「根抵当 1 億円で 1000 万円を借り

定義
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る」というものです。 

②ヒトを担保 

 この場合の担保は「保証」という表現を使い、保証するヒト（企業などの法

人も含めて）を保証人、保証人が負う債務を保証債務といいます。保証債務

には次のような特徴があります。 

・主たる債務（カネを借りている人が持っている債務）がなくなれば消滅す

る。(借りている人が返せば保証債務も自動的に消える。) 

・主たる債務が移転する時はそれに伴って移転する。(債権者が別の人に債権

を譲り渡すと、保証債務も自動的にセットで動く。優しい貸し手の保証人に

なったつもりでも、突然恐い貸し手に変わることもある。) 

保証人は本来債務が履行されない場合に、はじめて履行の義務を負います。

つまり借りた人が返さない時だけ返せばよいということで、これを補完性と

いいます。補完性は催告の抗弁権（いきなり保証人に請求してきたら、カネ

を借りた人に請求するように言える）、検索の抗弁権（カネを借りた人の財産
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を差し押さえて換金することを求め、それでもその人が返せないなら払う義

務がある）という 2 つの権利から成ります。保証債務はこの補完性から会計

上では偶発債務（保証した相手がデフォルトしたときに偶発的に生まれる債

務）といわれています。 

一方、連帯保証は債務保証とは違います。 

連帯保証⇒保証人が債務者と連帯して、債務を保証すること。つまり本来の

借り手と一緒にカネを借りたのと同じことになる。 

連帯保証人には補完性はなく、催告の抗弁権も検索の抗弁権もありません。

そのため債権者（貸し手）は本来の債務者（借り手）に請求することなく、連

帯保証人に請求することもでき、連帯保証人はこれを拒否できません（連帯

保証人になるのは気をつけましょう）。 

③カネで担保 

 借入金の世界よりもポピュラーなのが、店舗やオフィスを借りる時などに

払う保証金です。これは家賃などの支払いをしなかった時に、これでその債

定義
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務を履行してもらう（保証金を家賃にあてる）というものです。出て行く時

（その契約が終わった時）には返されます。保証金を出す方から見ると「差

入保証金」といい、受けとる方から見ると「預り保証金」といいます。 

 

（3）借入金の構造 

企業が行う借入金の構造について考えてみましょう。 

4 ページで企業は「特定の目的を持って継続的に、計画的に事業をする集団」

と定義しました。企業をカネの面から見ると、この「継続的に」がキーワード

です。 

企業のカネを「借入金」に着目すると、企業は外部の資金（a）を見つけて、

これを借入れすることで資本（使えるカネ）に変え、資産（上の定義の「事

業」に必要なもの）に変え、この資産を用いてカネ（b）を生み出すといえま

す。この b によって a を返済します。 

見方を変えると「b－a」というカネを獲得するために a を必要としたもの
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ともいえ、この a を元金
がんきん

といいます。一方この a という元金のために借り手

が貸し手に払う使用料を利子（利息も同じ意味。英語では interest なのでよ

く i で表す）といい、元金に対する利子の割合を金利（interest rates、i に対

して r で表す）、元金と利子の合計を元利といいます。当然のことながら b－

a＞i でないと企業は成り立ちません。そして b－a－i が企業の手元に残り、

自由に使えるカネとなります。 

貸す方（金融機関）から見ると、「b－a＞i」である企業には、返してもらわ

ないで、もっといえばどんどん貸して、どんどんカネを増やしてもらった方

が得といえます。これをレバレッジ効果といいます（レバレッジは「てこ」の

こと）。 

「b－a＞i」の企業から見ると、カネを返さず、「b－a－i」ではなく、利子

を払い続け、「b－i」を使い続ければ有効です。さらにこの b をもっと増やし

ていけば、つまりどんどん借りるカネを増やし、それをレバレッジで増やし

ていけば、企業はどんどん大きくなっていくといえます。これが企業が急成
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長していく時の資金需要メカニズムです。 

この時その借入金は企業にずっと存在し、資産として使い続けることにな

ります。貸し手としては何らかのアクシデント（倒産など）がない限り、貸し

続けるので、万一のアクシデントに備えて、そのカネで企業が購入した資産

を抵当（もちろん借り手が使い続けて良く、アクシデントの時に貸し手の手

に渡す）として担保することになります。成長企業がカネを借りる時のイメ

ージは、「買うものを担保にしてカネを借りる」というものです。この担保の

中心が先ほど述べたとおり、不動産です。 

成長していく企業は常にカネが不足しています。言い方を変えれば、カネ

さえあればそのカネを増やすことができる組織と見ることができます。 

一方、社会にはカネがあってもそれを事業では増やせない者もいます。こ

れが大衆です。最近は企業の中にも事業でカネを増やす方法が見つからず、

カネが余っている企業もいますが、ここではカネが余っているヒト、企業す

べてを大衆と表現します。そう考えれば成長していく企業は大衆からカネを
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調達し、資産に変えていく、つまり投資するのが社会のあるべき姿といえま

す。 

しかし大衆からカネを借りるといっても、どうやってその大衆を見つけて

よいかわかりません。このカネの余っている大衆を企業に代わって探してく

れるのが銀行です。ここでは銀行を信用金庫などを含めて「大衆からカネを

集めて（これを預金という）、企業などへカネを貸すことをビジネスとしてい

る企業」と定義します。またノンバンクとは「銀行ではない」という意味で、

預金を集めないでカネを貸すことをビジネスとしているものをいいます。 
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２．社債 

一方、自らの力で大衆を見つけてカネを借りるのが社債です。社債は企業

のうち会社が発行するものであり、その他に国、地方公共団体などが発行す

る国債、地方債などがあり、これらを総称して債券といいます。

 

 

借入金（大衆から見ると預金）と社債を比較してみましょう。 
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（1）大衆から見て 

 大衆から見て社債の方が金利が高く、有利なはずです。預金の多くはいつ

でもおろせますが、社債には返済期限があります。しかし社債もこの後で述

べるように証券市場でその債権を売って、期限前にカネに変えることもでき

ます。 

 大衆から見た社債の最大のデメリットは、カネを貸した企業がつぶれてし

まえば、多くの場合「紙クズ」となってしまうことです。銀行に預金すればそ

のカネがどんな企業に流れようと関係なく、その企業がつぶれようともカネ

は返してくれます。だから銀行は企業という借り手の保証人になっていると

もいえます。そのため銀行は、より「もうけ度」の高い、つぶれない（与信）

企業に貸し、つぶれても大丈夫なようにする（担保）必要があるといえます。

銀行が企業を見る目はもうけ度、与信、担保の 3 つです。 

 一方、社債は大衆が与信するしかなく、これを代行することを「格付け」と

いいます。いくつかの格付け機関がありますが、「つぶれない度」（返してく
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れる度であり、これが「格」）をアルファベット（A、B、C など）で評価する

ことが多いといえます。こうなるとカネを貸す方から見ると社債も一種のギ

ャンブルですから、格付けの低い社債は金利を高くせざるを得ず（そうしな

いと、皆が格付けの高い社債に行ってしまいます）、格付けによって金利が決

まることになります。 

 社債は一般大衆という多くの人からカネを集めようとするものですが、こ

こでは証券化という手法がとられます。証券化とは債権（カネなどをもらえ

る権利＝財産）を小さく切っていくことを指します。すなわち「一定期間で

カネをもらうことができる」という債権を、小さく切り、これを有価証券と

いう形にすることです。つまり 10 億円の借入金を 1 口 100 万円の社債とい

う有価証券に変えるものです。よく考えてみるとどこかで見たスタイルです。

そう株です。株も配当や解散した時にもらえる債権を小さく切って、株とい

う有価証券に変えるものです。この有価証券の売買をするのが証券市場です。

したがって社債も証券市場で売買されます。 
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（2）企業から見て 

 例えば 10 億円の資金調達を、10 年間の銀行借入金と社債で比較してみま

しょう。どちらも事業がうまく行けば 10 年後に 10 億円返すことができるで

しょう。しかしうまく行かないこともあり、この時は返せません（どんな時

でも返せるほどカネがあるならカネは借りません）。 

銀行から借りた場合は、交渉すればよほどのことがない限り、その期限を

待ってくれます（「返せ」と迫ってつぶれてしまえば「元も子もなくなります」。

この元とは元金のこと、子とは利子のことです）。つぶれてもよいと思って「返

せ」というと「貸しはがし」とよばれます。 

しかし社債は不特定多数の大衆ですので、交渉しようがありません。そし

て一斉に返済を求め、企業をつぶしてしまいます。社債は企業にとって金利

は低いが、リスクの大きいものといえます。 
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テーマ 17：企業間信用 

 売買契約を買い手から見ると、売り手側の債務（商品を引き渡すなど）が

終了すると自らの債務（代金を払う）が発生します。この時点でカネを払わ

ないと実質的にカネの調達（借金と同じ）をしているともいえます。これを

企業間信用といい、デット・ファイナンスの一種と考えます。 

 

 

１．流通系列 

日本では商品の売買は基本的には同じ相手とくり返し行い、これをベース

とした企業グループが形成されます。このグループを流通系列（略して系列）

といい、多くの場合はメーカーがその中核を担ってきました。これをメーカ

ー⇒卸売業⇒小売業⇒消費者という形で商品が流れるケースで考えてみまし

ょう。 
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このプロセスで最終的に商品を得て、使うのは消費者であり、彼がカネを

払うのはわかります。一方、メーカー、卸売業、小売業が仲間、１つのグルー

プと考えれば、消費者が払ったカネを３者で分け合うと考える方がノーマル

です。 

つまり流通の各段階で商品とカネを交換していくのではなく、商品が消費

者に流れ終わってから、カネが逆流していくというスタイルを取ります。 
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例えば卸売業から考えれば、商品の仕入代金は企業のポケットマネーでは

なく、消費者から逆流してくるカネ（これが企業間信用という資金）で払え

ばよいことになります。流通系列での常識は「買ったら払う」ではなく「売っ

たカネで払う」です。これが掛取引（代金を後払いすること）です。 

売掛金⇒商品を売って、もらってないカネ。 

買掛金⇒商品を買って、払ってないカネ。 

リードタイム⇒商品売買から入出金するまでの時間。 

 流通系列におけるリードタイムは、メーカー、卸売業、小売業の順に長い

（この順に消費者から遠い）といえ、メーカーの上流の下請メーカーなどは

さらに長いといえます。日用品（食品など）と耐久消費財（車など）では後者

の方が長いといえます。 

 この時一番恐いのはこのメンバーのうちの誰かがつぶれてしまい、カネが

途中で止まってしまうことです。そこでメーカーは卸売業がつぶれないかを

チェックし（与信する）、卸売業は小売業を与信するというスタイルが流通系

定義
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列です。この時メーカーは小売業がつぶれても損害を受けるので、場合によ

っては卸売業から担保（保証金が多い）を取ります。さらにこの与信を確実

にするのが次に述べる手形です。 

買掛金、手形などのように「買っても払わない」ということは仕入代金を外

部から調達したとも考えられるので、これを財務（ファイナンス）と見て「企

業間信用」といいます。 

 

日本で生まれたこの流通系列という考え方は、アメリカでサプライチェー

ンとしてビジネスモデル化されます。すなわち商品の供給（サプライ）とい

う仕事をチェーン（複数の企業がアライアンスして）として担っていくもの

です。このサプライチェーンが日本へ逆輸入され、バリューチェーンという

形に変身して浸透しています。バリューチェーンは商品の供給ではなく、チ

ェーンとして「顧客価値」を提供していくというものです。詳細は Lesson3

のマーケティングで学びます。 
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２．手形 

 手形による売買は以前に比べて大きく減っています。手形を見たことがな

い人の方が多いと思います。ここでは手形のルールではなく、リードタイム

の意味、保証といったことをケーススタディとして学んでください。 

（1）手形とは 

手形とは法律上の一定用件を満たした借用書です。ビジネスにおける手形

の基本的使い方は、通常の借金ではなく、「商品売買における企業間信用」を

常時取引している流通系列でなくてもできるように、その掛のルールを厳密

にしたものです。 

小売業の A 社が卸売業の B 社から商品を仕入れ、支払いを 90 日後とし、

A 社（振出人という）から B 社（名あて人という）に手形（90 日後に払うの

で 90 日手形という）を発行するというケースで考えてみましょう。 

この時この手形を A 社から見て支払手形、B 社から見て受取手形といいま

す。90 日というリードタイム（サイトなどともいう）は、A 社が 90 日以内
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に商品を売り、その代金が入ってくることを B 社に約束するものです。つま

り「売れてから払う」というものです。 

手形にはこれらの情報の他、どこで払うのかが書いてあります。これには

当座預金という商品売買の入出金をする A 社の銀行口座が用いられます。 

手形は満期（支払日。これをサイトともいう）前でも、手形の所有者がこの

手形を銀行などに持って行って現金化することも可能で、これを手形割引と

いいます。ここでは手形満期までの利子を払う必要があり、これを割引料と

いいます。正確に言うと手形を担保に銀行からカネを借りるということです。 
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（2）手形の流通 

手形のもう１つの特徴は流通です。上の例で B 社が商品を仕入れたメーカ

ーC 社に 100 万円の支払をしなくてはならない時、B 社がこの A 社発行の手

形で支払うことも可能です（もちろん C 社が了解すればの話ですが）。この時

B 社は「C 社に A 社への債権を移す」旨を手形の裏面に書いて捺印するので

これを裏書といい、B 社を裏書人といいます。さらに C 社から下請メーカー

の D 社へと流れ、最後の所有者（D 社）が銀行へ行って、A 社の当座預金か

ら引き出します。(実際には D 社は自分の取引銀行に現金化を依頼します。手

形を預った銀行は手形交換所に集まって、手形の決済を相互に行います。) 

D 社が手形を持ち込んだ時（満期）に、A 社の当座預金の残高が 100 万円

を切っている場合、この手形は現金にならず、「不渡り」とよばれます。この

不渡りを半年以内に 2 回出すと銀行取引停止処分となります。（銀行との取引

ができなくなり、実質的には事業を続けられなくなる。倒産にははっきりと

した法律上の定義はないが、この状態になることをよく倒産という。） 
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不渡りとなった時は、すべての裏書人がこの債務を保証しなくてはいけま

せん。つまり B 社、C 社は、この手形において保証人になっていることにな

ります。D 社から見ると、振出人である小売業の A 社が見も知らぬ企業であ

っても、流通したことで逆に B 社と C 社の保証がついたことになり、かえっ

て支払ってもらえる可能性が高くなります。また見方を変えると、A 社の与

信を B 社が、B 社の与信を C 社が、C 社の与信を D 社が、という形で直接の

取引関係だけで与信を行えばよいことになります。 

しかし逆にこの状態で A 社が倒産すると B 社、C 社が突然の債務を背負う

ことになり（これが 231 ページの偶発債務という意味です）、それによって倒

産してしまうこともあります。これが連鎖倒産です。 
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リード
タイ
ム

銀行

期日までにＡが
100万円用意する

手形

期日にこの手形を
指定銀行へ持っていき、

現金に換える

最初に
手形を

もらった人

Ｂに×月×日
100万円払う

名あて人
Ｂ

Ｃに100万円借金
しているので、

この手形で払おう
⇒裏書き

Ｃ

Ｄ

Ｄに100万円払わなくては
ならないので、

この手形で払おう⇒裏書き

振出人

Ａ

現金にならな
いと不渡り
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テーマ 18：B/Sの構造 

 財務会計はカネを出してくれる人（株主）、出してくれるかもしれない人（投

資家）への報告です。ここでの学習テーマは B/S、P/L という集計表の見方です。

B/S は集計キー（アカウント）の大区分が資産、負債、純資産の集計表です。 

 

 

１．資産 

資産⇒企業がカネで買った財産（カネそのもの、カネに関する債権を含む） 

 資産は企業のすべての財産ではなく、ここには「カネで買っていない財産」は

入っていません。例えば従業員、ブランド、情報、ノウハウ、得意先、仕入れ先

…といったものです。これを「のれん」とよびます。他社の「のれん」でもカネ

で買えば「資産」となります。 

B/S に書く資産はカネの使い道を示すものなので、買った値段で書くことが原

定義
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則です（これを取得原価主義といいます）。 

 資産というアカウントの大区分はその財産を買った「目的」（取得目的と表現

する）で、次の２つの中区分に分けることができます。 

 流動資産⇒カネにすることが目的の資産。この他、カネそのものや、すぐ

カネになる債権も入れる。 

固定資産⇒使うことが目的の資産。この他カネになるスピードが遅い債権

なども入れる。 

①流動資産 

 この小区分、細区分は流動性配列（流動性が高い順に並べること。流動性とは

カネに変わるスピードのこと）をとります。 

例えば流通資産の小区分を現金・預金、受取手形、売掛金、短期有価証券、棚

卸資産、未収金、前払費用という順に書いていきます。 

売掛金と未収金はどちらも「もらえることになっている（＝債権）が、入って

いないカネ」です。この区別はその債権が本業（定款に書いてある事業目的）に

定義
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よって得たものかどうかです。本業なら売掛金（この名称は業界によって違う。

工事会社なら完成工事未収金などという）、本業以外なら未収金（「その他未収金」

と書くことが多い）です。 

このように財務会計では本業とそれ以外をしっかり分けて集計します。これ

は 169 ページで述べたように財務会計報告者である株主、特に投資家が本業に

投資した（しようとしている）ためです（魚屋なら「魚を売る」という本業にカ

ネを出した。ついでに肉を売ったのなら、その本業以外の部分は分けておく）。 

 短期有価証券とは、すぐにカネにすること（売ってもうける）を目的とした株

や社債などです（長く持っているものは投資有価証券として固定資産に入れる）。 

棚卸資産とは、その企業の商品など本業に関わるもので、これから売ろうとし

ているものを総称していいます。これを商品（買って売るモノ）、または製品（作

って売るモノ）、仕掛品（作りかけ）、半製品（作りかけだが、そのままでも売る

モノ）、原材料などに分けて書いていきます。 

棚卸資産に対して、現金・預金～短期有価証券までを「商品を売買するという
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リスク」（売れないかもしれない）を持っていないという意味で当座資産（すぐ

現金になるという意味。当座の方が流動よりもカネになるスピードが速いとい

う意味を持っている）といいます。 

前払費用とは先に払ってしまったカネで、後で返してもらうので、すぐカネに

なると考えて便宜的に流動資産に入れます。 
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②固定資産 

 使う財産は次の 3 つくらいに区分するのが普通です。 

・有形固定資産 目に見える財産という意味です。建物、機械、車両、器具備品、

土地、建設仮勘定（作りかけの建物など）…。 

・無形固定資産 目に見えない財産という意味です。特許権などビジネス上の権

利が中心ですが、この他コンピュータのソフトウェア、他社から買った「のれん」

などもここに入れます。というよりも上場企業ではこの 2 つが中心です。 

・投資その他の資産 投資有価証券（子会社、関連会社以外の株など）、子会社

株式（連結決算では親子会社が 1 つになるのでなくなる）、関連会社株式など長

期的に保有する（使う）ことが目的の株や長期貸付金など。 
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２．負債 

 負債（借金）も同じく次の 2 つに分けます。これは返済期限で分けるので、ワ

ンイヤールールとよばれます。 

流動負債⇒返済期間が 1 年以内 

固定負債⇒返済期間が 1 年を超える 

 この「１年」という意味は、財務会計ではこの B/S を株主が見ているからで

す。株主にとってもっとも恐いのは倒産であり、この流動負債が返せなくなった

時に倒産となります（いつかは固定負債も流動負債になりますが）。株主が B/S

を見て、来期の経営者が流動負債を返せるかを判断できるように、はっきり分け

ておきます。流動負債には支払手形、買掛金、短期借入金、未払金（未収金の反

対）、前受金(前払費用の反対)などが、固定負債には社債（1 年以内に返済するも

のは流動負債）、長期借入金などが入ります。 

 

 

定義
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３．純資産 

（1）定義 

B/S の 3 つ目のアカウント大区分である純資産はなかなか理解しづらいもの

ですので、じっくり説明していきます。 

純資産は「資産と負債の差」と定義されます。 

純資産＝資産―負債 

したがって「資産＝負債+純資産」となります。これが B/Ｓの基本構造です。

これをよく下のようなグラフで表現します。 

 

 

定義
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上のグラフは「資産から負債を引くと純資産」ということを表しています。 

純資産を次のような例で説明しましょう。 

あなたがマンション 5000 万円（資産にあたる）を、住宅ローン 4000 万円（負

債にあたる）で買った場合で考えてみましょう。 

ここで純資産＝5000 万円（資産）－4000 万円（負債）＝1000 万円となりま

す。「私は財産を 5000 万円持ち、借金が 4000 万円あるので、言ってみれば正味

1000 万円の財産を持っているのと同じ」というのが純資産の意味です。こう考

えればわかる通り純資産に実体はなく、単なる計算値です。 
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（2）自己資本 

ここでマンションを買った瞬間に戻って考えてみます。マンション 5000 万円

を 4000 万円の借金で買ったということは、自己資金として 1000 万円持ってい

たはずです。この「自己資金」は企業でいえば、もうすでに企業の手元にあるカ

ネ（208 ページで定義した資本）ですので、「自己資本」といいます。つまり純

資産＝自己資本です。自己資本以外の資本は他人資本（と言ってもあまり使われ

ていない言葉。負債というのが普通）といい、自己資本、他人資本の合計を総資

本（これはよく使う言葉）といいます。先ほどの借金 4000 万円は他人資本、1000

万円が自己資本となり、5000 万円が総資本、つまり集めてきたカネ（資本）の

合計です。 

自己資本（純資産）は返さなくてよいカネです。これには 2 つあります。1 つ

は「もともと返さないつもりで集めたカネ」です。マンションでいえば親に出し

てもらったカネです。これが 300 万円でした。株式会社では資本金にあたりま

す。もう 1 つは「自分で稼いだカネ」です。マンション購入でいえば貯金です。
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これが 700 万円でした。企業では利益にあたります。 

図で表すと次のようになります。これが B/S です。 
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 B/S の左側は今持っている財産の状態、右側はその財産を買うために集めてき

たカネ（資本）の出所を表しています。 

先ほど述べたように純資産は実体がありません（すでに使ってしまった自己

資本です）。だからその内訳である資本金も利益も、その実体はありません。資

本金（先ほどの家なら、親から出してもらったカネ）は、家を買ってしまった今

となっては“家の柱”であり、利益（貯金）は今や“家の屋根”となっています。

ただ B/S の右側にその財産をどういうカネで買ったかを書いておくものです。

これが理解できれば B/S の見方は 90％OK です。 
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（3）株主資本 

 今度は純資産を株主から見てみましょう。少しハイレベルになります（と言っ

ても論理が難しいわけではありません）。 

株主には配当、ガバナンスというシェアの他に最後の権利があります。80 ペ

ージで述べた stock です。stock とは残余財産処分権というもので、会社を解散、

清算し、残った財産をもらえる権利です。 

清算とはすべての資産を売り払い、すべての負債を返すことです。こうすれば

純資産が手元に残ります。この純資産は株主がすべて受け取ることができます。

ストック取得です。 

 このようにして株主が財産処分（＝解散）を考える時は、資産を買った値段（取

得原価主義）ではなく、「その資産をもし売ったらいくらになるか」をベースに

書いてほしいところです。この「売ったらいくらか」をこれまで「時価」とよん

でいました。ただこの「時価」を後述する IFRS では fair value とよんでおり、

日本語では「公正価値」と訳しています。時価というのは必ずしも適した言葉で
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はないので、公正価値という表現の方が今ではポピュラーです。公正価値とは

「一定の“ルール”で計算された値」のことです。この公正価値として計算され

た純資産を解散価値といいます。つまり「今全資産を売って、全負債を返したら

いくら残るか」を一定のルールで計算した金額です。 

 しかし公正価値の計算ルール決めはなかなか難しいといえます。 

取得原価は買った値段なので“事実”ですが、公正価値は「もし売ったら」で

すので“予測”です。ここではその予測に「評価」と言う言葉を使います。この

「評価」は「価値を算定する」という意味です。 

 世の中に全く同一の財産はなく、同じような財産が「ある値段」で「ある時」

に売れたからといって、その会社の持っている財産がその値段で売れるわけで

はありません（売る時期が違う、売るモノが違う）。しかし株主から見ればスト

ックと考える資産は何としても公正価値で書いてほしいところです。そうしな

いと「解散という株主最大の権利を行使するか」を判断するのが難しいからです。 

 これまでの日本では、株主が倒産していない会社を解散することなど考えて
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もいませんでした。まさにゴーイング・コンサーン（会社は解散しないで継続す

べき）です。しかし前述のようにバブル崩壊後、プロの外国人投資家が増加して

いく中で（株が下がって買い頃なのでプロが集まってきた）、上場企業にはこの

公正価値が適用されていくようになります。このバックボーンとなったルール

が後述する IFRS です。 

例えば B/S の注記（B/S の各項目の内訳などを細かく説明するもの）に「虎ノ

門に土地 100 万円（買った値段）を持っている」と書いてあるとします。それ

がずっと前に買った値段で、「今売れば何億円にもなる」と考えられても、外国

人から見れば、虎ノ門の土地の値段など想像もつきません（日本人なら少しはわ

かっても）。それなら「今の土地相場」で「この土地を売ったら大体いくらくら

いになるか」を書いてほしいという気持は自然なものです。そして「そんなに高

い土地を持っていて、これだけしかキャッシュフローを生めないで、株価も安い

会社なら、解散して今すぐにその土地を売ってカネを得て、そのカネを別の会社

へ投資したい」という気持もよくわかると思います。 



Lesson2 セッション 3：財務会計 

265 
© 2020 MC システム研究所 

 

 株主はこの純資産を受け取ることができるのに、あえて解散しないというこ

とは「解散価値分のカネ」を株主が会社へ出資していると考えられます。そこで

この純資産（解散価値）のことを株主資本といいます。 

 

 取得原価で書かれていた資産を、公正価値で計算するとどうなるのでしょう

か。 

先ほどの例でいえば、5000 万円で買った家（土地付き）が、土地の値上がり

で実質 7000 万円の価値評価（不動産屋に査定してもらったら「今売ると 7000

万円」と言われた）になったとします。公正価値を適用する財務会計ではこの「資

産（家）5000 万円」を売らないうちに「7000 万円」と書き換えます。 

 資産を 7000 万円の価値として B/S に書いても、負債は変わらないので「純資

産（株主資本＝株主の取り分）＝7000 万円－3000 万円＝4000 万円となります。

資本金は 500 万円と変わらないので、過去からの利益の積み上げは 4000 万円

－500 万円＝3500 万円となります。つまり「過去からの積み上げ利益＝資産－
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負債－資本金」であり、資産価値が上がると増えていきます。これを評価益（含

み益）といいます。もちろん価値が下がれば利益も下がるので、これを評価損（含

み損）といいます。 

 

 

 

  

 

資産

土地

負債

資本金

利益

500万円

1500万円

3000万円

7000万円

2000万円⇒評価益 3500万円
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こうして考えていくと、この「過去から積み上げた利益」という表現は適切で

はなく、「剰余金」（増えたカネ）という表現が適切といえます。株主から見ると、

もともと出したカネは資本金だけであり、会社を清算するとストックされたこ

のカネが増えた（剰余）ことになります。 

無論、剰余金のほとんどは上の評価益ではなく、事業を遂行したことによる利

益（次に述べる P/L の利益）が中心です。 

 

 
 

資
産

負債

資本金

剰余金

株主が出したカネ

増えたカネ

ストック 解散すれば株主のもの
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ただ剰余金にはもう 1 つ資本剰余金（資本金と同じものだが、配当などの関

係で分けたもの。ビジネスマンとしては資本金と同じと考えてよい）というもの

もあるので、これと区別する意味で正確には利益剰余金といいます。 

 

  



Lesson2 セッション 3：財務会計 

269 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 19：P/Lの構造 

 次は P/L です。P/L は「収益－費用」という形で利益を計算するものです。 

 

 

１．収益 

収益⇒企業に入ってくるカネの中で、負債でも資本金でもないもの。 

 収益は本業（財務会計では本業のことを営業という）とそれ以外（営業外）に

分けます。前者の「本業による収益」は売上、売上高（モノを売っている企業で

はこうよぶことが多い。売上と売上高はほとんど同じ意味で使っており、以降

「売上」と表現する）や営業収益（サービス業などそれ以外の企業）と表現しま

す。一方、後者の「本業以外の収益」は営業外収益と表現します。 

収益はいつカネが入ってくるかではなく、収益の元となる行為（契約に書いて

あるやるべきこと＝債務）が終了した時点をもって計上します。すなわち「債務

定義
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の終了をもって債権が発生する。この債権を計上する時に収益を計上する」とい

うことです。これを発生主義の原則といいます。モノを売っているならその所有

権が移転した時、サービスならそれが完了した時（ホテルならチェックアウトの

タイミング）です。 

しかし売上の「所有権が移転した時」というのはなかなか微妙な表現です。こ

れらは企業ごとに決めており、売上基準（「売上を立てる」という表現を使いま

す）といいます。例えば引渡基準（モノを手渡した時）、出荷基準（倉庫から出

た時）、検収基準（顧客が検品を終了した時）などがあります。これらは一度決

めたらずっと同じ売上基準でやっていく必要があります。このように企業が会

計について判断した“方針”は、途中で変えずに続けていくことが求められます。

これを継続性の原則といいます。 
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２．費用 

費用⇒収益を得るために、企業から出ていったカネ 

 費用はできる限り収益と対応させて、同時に発生させることが求められます。

これを費用収益対応の原則といいます。そのため中区分も収益と合わせて営業

費用と営業外費用に分けます。 

営業費用は売上（または営業収益）と同時に発生させることが求められます。

例えば 80 円のジュースを仕入れて 100 円で売っている店で考えてみましょう。 

この店の会計では 100 円でジュースを売った時（売上を立てた時）に、80 円

の費用を発生させなくてはなりません。ジュースを買っても買っても、費用はゼ

ロで、「ジュースを売った時に売った分だけ」の費用を出すことになります。そ

こでこの80円のことを売上原価（売上を得るためにかかった原価）といいます。 

商品代金のように「買う」と「売る」が１対１に対応しない営業費用もありま

す。例えば店の家賃、給料、電気代…といったものです。これらは販売費・一般

管理費として、それが発生した時に計上します（正確に言うと計上してもよい。

定義



Lesson2 セッション 3：財務会計 

272 
© 2020 MC システム研究所 

 

売上に対応させてもよい）。 

 

 

店商品
80円で買う

商品

100円で売る

費用０ 収益100円

販売費・
一般管理費

費用80円

水道代
は？

一括で
出す

売上原価
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３．売上原価と棚卸 

売上原価はモノが売れた分だけ計上するということです。逆に言えばモノを

販売している企業では、買ったが（作ったが）売れていないモノ、つまり「在庫」

は費用として計上することができません。そのため決算時（費用を集計し、利益

を計算する時）に、この在庫を調べなくてはなりません。これを棚卸（倉庫の棚

から卸して商品を調べるので）といいます。 

この棚卸によって先ほどのジュース店のような「モノを買って、売っている会

社」では、売上原価を次のように計算します（と言うよりも「しなくてはなりま

せん」）。 

売上原価＝期首商品棚卸高＋当期商品仕入高－期末商品棚卸高 
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この期末商品棚卸高、つまり期末に残っている商品在庫を売れるまで払わな

ければ（240 ページの流通系列参照）、タイムラグは少しあるものの、「収益－費

用＝利益」で計算すれば、ここでの利益は確かに現金をこの分だけ増加させます

（その意味からも売れるまで払いたくない気持はわかると思います）。 
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しかし現金取引のような会社では、在庫の分はカネが出ていっているにもか

かわらず費用計上していないため、現金の増減と利益が全くと言ってよいほど

一致せず（利益が出ていても、在庫の分だけカネが増えない）、管理が非常に難

しくなります（これをなんとかしようとするのが後で述べるキャッシュフロー

です）。「勘定合って銭足らず」という表現を聞いたことがあると思います。「利

益が出ていても、カネが足りない」という意味です。 

このため小売業では棚卸バーゲン、決算大バーゲンと称して、あるいはメーカ

ーはアウトレット店（在庫処分店）によって、利益を無視してでも在庫を処分し

てカネに変えるということがなされています。 
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一方モノを作っているメーカーでは、次のようにして売上原価の計算を「しな

くてはなりません」。 

売上原価＝期首製品棚卸高＋当期製品製造原価－期末製品棚卸高 

 ジュース販売店ではなくジュースメーカーで考えると、先ほどの仕入費用１

本 80 円にあたるもの（製造原価）を計算しなくてはなりません。これはジュー

ス販売店での「買った代金」のように簡単にはいきません。原材料などを積み上

げていって、「１本あたりの原価」を出さなくてはなりません。これが原価計算

です。 

 

 

 

 

 

 



Lesson2 セッション 3：財務会計 

277 
© 2020 MC システム研究所 

 

４．工事の売上基準 

 ここまで述べきたのは主に商品売買という事業スタイルですが、もう 1 つサ

ービス業という事業もあります。サービス業は「サービスするという仕事」（債

務）の終了をもって売上を計上すればよいことになります。 

ただサービス、モノの販売のどちらとも言えない（どちらとも言える）ものが

あります。それが「工事」です。 

工事は「工事するというサービスを請負っている」とも、「工事して完成した

モノを売っている」とも考えられます。そのため従来は決算期をまたぐような長

期の工事（受注した企業の決算日に工事が終わっていない）については、契約（支

払い条件など）が同じであっても、判断（アカウンティングの中でもっとも大切

な仕事＝ルールから人間が判断する）によって 2 通りの方法が考えられます。 

 1 つはサービスとして考え、決算時点で終わっている工事の分を売上計上する

もので、工事進行基準とよびます。もう 1 つはモノの販売と考え、すべての工事

が終わり、それによってモノが完成してから売上を立てるもので、工事完成基準
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といいます。 

 前者の工事進行基準では前もって「工事の進行度合を測る“ものさし”」（マイ

ルストーンという）が必要となり、その“ものさし”で正確に測る必要があり、

結構大変です。しかも税務会計を考えると、工事進行基準ならその利益（所得）

に相当する分の税金を毎期払わねばならず、工事完成基準なら完成時点まで税

金の支払いを繰延べられます。そのため日本では工事完成基準を採用する企業

がほとんどでした。 

 一方、国際的には工事進行基準が一般的でした。日本も後述する IFRS の動き

に合わせる形で、国際的なルールに合わせることとしました。具体的には 2009

年から工事進行基準を原則として強制適用するものとし、例外的なケースに対

してのみ工事完成基準を認める（マイルストーンを作ることがどうしても難し

い）こととしました。 

あわせて売上基準があやふやだったソフトウェア開発についても、同様に工

事進行基準を原則とすることになりました。 
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５．P/Lの作成ステップ 

 P/L は次のように収益、費用、利益を計算しています。 

（1）本業部分 

 まずは売上総利益の計算からスタートします。 

売上総利益＝売上（営業収益）－売上原価 

271 ページのジュース販売店で言えば、ジュースが 1 本売れると 100 円（売

上）－80 円（売上原価）＝20 円と計算される利益です。売上総利益は流通業な

どでは粗利益（大ざっぱな利益）、略して粗利、マージン、GP（Gross Profit）、

GM（Gross Margin）などとよばれます 

売上総利益はジュース販売店の例で考えればわかる通り、「80 円のジュースを

100 円で売ることができる」という「商品や店の力」と考えられます。これは｢20

円も稼ぐ商品の力｣ともいえるし、｢20 円しか稼がなくてもやっていける店の力｣

とも考えられます。 

売上総利益から販売費・一般管理費を引いたものが営業利益です。これは売上

定義
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（営業収益）から売上原価と販売費・一般管理費という営業費用を引いたもので

あり、本業（営業）の利益です。営業利益は株主が本来期待した「事業の利益」

といえます。これがマイナスの時は営業利益といわず、営業損失といいます。 

営業利益＝売上総利益－販売費・一般管理費 

＝売上－売上原価－販売費・一般管理費 

＝営業収益－営業費用 

これをグラフで表わすと次のようになります。 

 

 

定義
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（2）本業以外も含める 

 経常利益＝営業利益＋営業外収益－営業外費用 

本業以外の収益、費用を足し引きすると、経常利益（マイナスなら経常損失）

が計算されます。経常利益は「計上」と区分して「ケイツネ」などといいます。 

 

（3）今期と今期以外 

 会計は「一定期間のカネの計算」であり、利益には「その期間の経営者の成績」

という意味があります。そのため会計では「今期以外のものは今期の成績に入れ

ない」「今期のものは今期のうちに処理する」という考え方が流れています（こ

れを期間損益といいます）。 

経常利益の「経常」とは「普通」という意味で（それ以外は特別）、「今期の経

営者の成績」という意味を持っています。 

 経常でない収益や費用、つまり今期に発生していても「今期の成績には入れな

いもの」は特別利益、特別損失として分けておきます。 

定義
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 例えば 10 年前に 1 億円出して作った子会社（子会社株式 1 億円）の株を他社

へ売却した所、その株が 10 億円で売れたとします。この売却で 9 億円の利益が

上がりますが、これは今期の経営者の成績としては考えづらいので（少なくとも

今期だけの成績とは言いがたい）、この 9億円を特別利益として経常利益（普通）

とは分けておきます。 

税引前当期純利益（マイナスは純損失）＝経常利益＋特別利益－特別損失 

 ここから税金を払うと税引後当期純利益（単に当期純利益という）となります。 

（4）配当 

 ここから先は、株主資本等変動計算書という報告書でやっていきます。 

 当期純利益から株主が受け取る配当を引いた“残り”が会社の手元に残るカネ

であり、146 ページで述べた内部留保です。前期末の利益剰余金（これまでの利

益の和）にこの内部留保を足せば、今期末の剰余金（これ自体を内部留保という

こともある）となり、これが B/S に記載されます。 

 

定義
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テーマ 20：簿記とコントロール 

 簿記は前に述べたように、会計の定義の前半「カネの出入りを管理して」とい

う仕事です。つまり会計の一部です。この簿記の細かいやり方は会計担当者以外

知る必要がありません。ビジネスマンとしては簿記の“意味”を理解し、それに

よって減価償却という考え方を知ることが大切です。 

 

１．book-keeping 

簿記は英語の book-keeping の訳であり、ブックキープ、ブッキ、ボキとなり、

これに簿記（帳簿記入の略）という漢字をあてたと言われています（少し怪しい

ですが）。 

簿記をブック（帳簿、台帳）をキープする（正当性を維持する）ととらえれば

そのルールの意味がわかってきます。そしてこのキープがコントロールという

概念のことだと理解できます。 
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２．仕訳 

（1）仕訳のルール 

簿記では仕訳という行為がなされます。 

会計データには＋と－があり 

 

という形で発生するはずです。初期の頃の簿記の帳簿、“そろばん”という世

界では、この－というデータをとらえづらいので、＋、－を取ってしまうことを

考えます。それには＋の箱と－の箱を用意して、別々に管理すればよいことにな

ります。 

 しかし仕訳はこれでは終わらず、もう「ひとひねり」します。 

まず箱は＋と－ではなく、左側（借方というが、意味はない）、右側（貸方）

とします。そのうえで次のようなルールで会計データを箱に入れ、＋と－の符号

を取ります。 
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こういう形にして箱に入れても、集計キーであるアカウントが同じものを、左

と右で分けて集計し、最後に左から右（または右から左）を引き算すれば集計で

きます。 
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（2）仕訳の意味 

こういうルールにすると不思議なことに（正確に言うと多くの場合）、1 つの

会計データが左側の箱に入ると、もう１つのデータが同時に右側の箱に入り、そ

のデータの値は一致します（正確に言うと一致させることが可能です）。次のよ

うな例で考えてみましょう 

 銀行から 100 万円借金しました。ここでは現金（資産）が 100 万円増え（＋）

“左”の箱へ、負債（借入金）が 100 万円増え（＋）“右”の箱へとなります。 

 

 

この時、現金の額を間違えても、負債のデータと合わず、誤りが発見できます

（負債を間違えて直せば、今度は預金のデータと合わなくなってしまいます）。 
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こうして 2 つのデータを起こすことで過失をチェック、修正できます。 

 今度は商品 100 万円を掛で売った場合で考えてみます。 

資産である売掛金が 100 万円増え（＋）“左”へ、あわせて収益である売上を

100 万円立て（＋）“右”へと入れます。 

 

 

 

 ここで「収益－費用＝利益」です。経営者は「利益を出したい」（良い成績に

したい）、あるいは「利益を出したくない」（利益に税金がかかるので少なくした

い）と思うことがどうしてもあります。売上という収益は現金とは異なり、目に

見えないものですから、これを操作しても発見しづらいといえます。しかしここ
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で収益をいじれば、資産データの売掛金も変えなくてはなりません。売掛金のデ

ータを変えると、今度はその貸している取引先のデータ（ここには買掛金として

計上されているはず）と合わなくなります。 

こうして不正を防ぐことができます。もちろん売掛金を隠して、裏帳簿を作っ

て…とすれば、脱税はできますし、いわゆる粉飾決算（化粧をする決算という意

味。実際より良く成績を見せること）もできます。しかしここまでやれば犯罪で

す。 

 このように 2 つのデータを同時に起こして仕訳をしていくことを複式簿記と

いいます。 

そして簿記はコンピュータ処理があたり前となり、過失（データ入力ミス。こ

れを防止するならこんなに複雑なことをやる必要がない）ではなく、「不正」か

ら守る手段として簿記という仕事がなされています。これが先ほどの keep であ

り、コントロールという考え方です。 
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３．会計とコントロール 

会計とは報告先に対して会計報告書を作ることと定義しました。財務会計に

よってこの会計報告書を作るのは経営者を中心とする企業です。そして報告書

は株主、投資家というガバナンス（経営のクビを切れる）を持っている人たちで

す。したがって経営者、企業はどうしても自分にとって都合よく表現したくなり

ます。だから報告先としては「会計を決められたルールどおりやっているかを担

保すること」（その通りやっていないと不正と表現する）ことが求められます。

この手段がコントロールと監査です。 

 会計におけるコントロールとは、「不正をやりにくい仕組にし（やれない仕組

は作れない）、かつ不正をやれば見つかる仕組」をルールの中に入れることです。 

 会計における監査とは、報告先が企業に対して不正がないことをチェックす

ることです。 
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コントロールは日本語では統制と訳されます。先ほど述べた複式簿記はこの

コントロールを社会で定めたものです。このコントロール（統制）という仕組を、

会社内部で独自に作っていくことを内部統制といいます。上場企業は金融商品

取引法によって、この内部統制に関する報告書を公認会計士の監査を受けてか

ら提出することを義務づけられています。つまり自分たちがどのようなルール

で内部統制をし（これをチェックすることを正当性という）、どのようにして守

っているか（これをチェックすることを準拠性という）を報告しなくてはならな

いということです。これはアメリカの SOX 法（サーベンス・オスクリー法）を

基にして作られたので、金融商品取引法のこの部分を俗に J-SOX 法（日本版

報告先

会社

コントロール

監査

会計報告書
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SOX 法）といっています。 

内部統制では、「簿記の 2 つのデータを同時に起こさせない」（別の部門でそ

れぞれデータ入力して相互チェックする）、「エビデンスを残す」（証拠という意

味、売上データ、契約書、請求書といったものを会計データと対応させて残して

おく）といったことに関するルール作りがなされます。 
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４．減価償却 

仕訳というコントロールは万全ではなく、どうしてもつじつまが合わなくな

ることがあります。しかし例外を認めると、不正はコントロールできません。 

 仕訳で一番困るのは固定資産の扱いです。 

あなたの会社で 5000 万円のコンピュータを現金で買いました。「コンピュー

タという資産が 5000 万円増加し（左）、現金という資産が 5000 万円減る（右）」

という形で、2 つのデータが発生します。 

 しかしこれでは費用が発生しません（させることができません）。費用を左側

に発生させると、右側のデータがなく、つじつまが合いません。１つでもつじつ

まの合わないものがあると、コントロールは崩れます（「合わないこともある」

の一言です）。 

5 年後コンピュータが壊れてしまったので、捨てました。5000 万円のコンピ

ュータ（資産）がなくなり、右側に 5000 万円のデータが発生します。しかし左

側に入るデータがありません。 
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資産、負債、純資産、収益はいじることはできないので、左へ費用を 5000 万

円発生させる“しかありません”。これでは買った時「費用ゼロ」、5 年後に捨て

ると「費用 5000 万円」となって“現実の感じ”と合いません。 

 

そこでコンピュータの価値（資産価値という）を少しずつ下げながら（使い減

りしたと“考えて”）、費用を出していきます。こうして会計データを操作するこ

とを減価償却、それによって計上された費用を減価償却費といいます。 

 

 

コンピュータの資産価値 減価償却費
購入時 5000万円 0円
1年目 4000万円 1000万円
2年目 3000万円 1000万円
3年目 2000万円 1000万円
4年目 1000万円 1000万円
5年目 0万円 1000万円
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しかし、上の例で 2 年目にコンピュータの価値が大きく下がったと経営者が

判断すれば（「資産価値が 3000 万円ではなく 2000 万円になった」と思う）、減

価償却費は 1000 万円ではなく 2000 万円となり、利益は 1000 万円減ります。

ということは企業の判断で費用を自由に増やしたり、減らしたりでき、利益を操

作できることになってしまいます。特に「公平さ」がポイントの税務会計では大

きな問題です。 

そこで税法で 2 つのことを決めています。 

・法定耐用年数…資産ごとに「何年間減価償却をやるか」を決めている（例えば

コンピュータはパソコンが 4 年、それ以外は 5 年）。 

・計算方法…基本的には定額法（毎年同じ費用を出す）とし、定率法（減価償却

して残った価値に一定比率をかける）も選択できる資産がある。 

 それでも問題なのは土地や株です。これは必ずしも時間とともに価値が落ち

ていかないので、減価償却をすることはできず、買っても買っても費用はゼロ

（！）です。 
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このように減価償却には「固定資産は使うことで価値が下がる」と「費用を使

う期間に分ける」という 2 つの意味があります。 
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テーマ 21：税務会計と財務会計 

税務会計と財務会計は報告先が異なっています。そしてそのルールは大きく

異なっています。しかしよく考えると報告先が違っても同じルールにした方が

合理的です。 

この違いについて考えてみましょう。 

 

１．B/Sから考える 

税務会計では「収入－支出＝もうけ」という P/L だけを計算すればよいはず

です。こうした方法によるものを白色申告（申告書の用紙の色が白い）といいま

す。申告にはもう 1 つ青色申告（青い紙が表紙の申告書用紙）というものがあり

ます。これには税金が安くなる（！）などのメリットがあるので、多くの企業は

これによって申告しています。青色申告ではテーマ 20 で述べたような複式簿記

による会計をすることを強制されており、その結果として P/L だけではなく B/S
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がアウトプットされます。 

 

しかし青色申告ではなぜ税金が安くなるのでしょうか。 

 人間は弱い動物であり、少しでも税金を安くしたいと思うのが人情です。「収

益－費用＝利益」の計算で、収益である売上を隠せば利益は減り、税金が減りま

す。しかし 289 ページで述べたように、あわせて現金や売掛金という B/S の項

目もいじらなくてはなりません。B/S を税務署に出すということは不正、過失を

防ぐために「コントロール（統制）が効いたやり方で会計している」ことを証明

しているわけです。社会としてはこのやり方でやってほしいために「税金を安く

する」というインセンティブを企業に与えています。 

税務会計の B/S は「もうけ」に見合った財産構成となっているかをチェック

するものです。この時、資産はどうしても取得原価（買った値段）で書いてほし

いところです。 
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一方、財務会計の報告先である株主・投資家は、B/S を解散による自らの取り

分としての純資産に着目します。そのため資産はできるだけ公正価値（「売った

としたら」の価値）で書いてほしいところです。 

そのためこの 2 つの会計の B/S は異なったルールとなっています。 
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２．P/Lから見る 

P/L を見る時大切なことは、収益、費用、利益とも「計算値」ということです。

実際のカネの動きとはかかわりなく計算されます。買っても買っても、カネを払

っても払っても、費用は売るまで出ないし、カネは入ってこなくても、モノを渡

せば売上としてデータを起こしますし、減価償却費のように払う相手がいなく

ても（固定資産の価値が下がっても払う相手がいません）費用として計算します。 

P/L で算出される収益、費用、利益は計算値ですので、計算のルールが変われ

ばその値は変わってきます。 

税法というルールに基づく税務会計と、会社法・金融商品取引法に基づく財務

会計はその目的、報告先が違うので、全く違うものと考えた方がわかりやすいと

思います。 

税務会計は公正にもうけを計算して、企業も社会を構成するメンバーの 1 人

として税金を公平に負担するためのものです。一方財務会計は株主、証券市場に

対して、経営者や会社の成績を公正、そして公平に計算し、報告するものです。 
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両者ともに「公正」、「公平」（あわせてフェアと表現する）をモットーとし、

かつ自ら（会社、経営者）が自らについて計算を行うということは共通していま

すが、その目的が違うので次のようにルールが異なります。 

・税務会計では税金を小さくしようとし、「もうけを小さく」計算したいという

気持が働きます。そのため「もうけを小さくしない」ように、つまり「もうけが

大きくなる」ようにルールを「厳しく」した方がフェアと考えられます。 

・財務会計では自分の成績を計算し、｢成績が悪いと自分をクビにすることがで

きる人｣へ報告するもので、どうしても「利益を大きく」計算したいという気持

が働きます。そこで「利益を大きくしない」ように、つまり「利益が小さくなる」

ようにルールを「厳しく」するのがフェアと考えられます。 

 近年では両会計ルールともその厳しさを増しているので、2 つ（正確に言うと、

税法、会社法、金融商品取引法の 3 つ）のルールは離れていく一方です。 

そのため税務会計においてはもっとも大切な報告書となる P/L では、両会計

で言葉を分けています。 
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 税務会計では「もうけを小さくしない」ように、財務会計よりも「費用の出し

方」を厳しくしており、これを損金とよんで費用とは区別しています（それにあ

わせて収益を「益金」、利益を「所得」といっています）。 

企業では財務会計で簿記という仕事に基づいて決算をしてから、税務会計の

決算、つまり申告書を作成します。その際、財務会計の費用を１つずつチェック

して、これが税務会計の損金として計上できるのかを考えます。 

例えば企業で使う交際費は（財務会計上は交際費と計上すべきであっても）、

資本金が 1億円を超える会社では税務会計では損金とすることはできません（現

在は一部だけを計上できるルールとなっている）。また減価償却費の耐用年数を

収入－支出＝もうけ

財務会計⇒ 収益－費用＝利益

税務会計⇒ 益金－損金＝所得

定義
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資産ごとに１つ１つ税法では決めています。コンピュータはパソコン以外は耐

用年数は 5 年です。5 年も持たないものもありますが、税務会計においては耐用

年数を変えることはできません。耐用年数を短くすると、損金(費用)がたくさん

出て所得(利益)が減り、税金が減ります。これでは耐用年数どおり処理している

企業に比べアンフェアです。 

一方財務会計のルールでは利益は安全側（少なめ）に考えるのが基本で、実体

に合わせて耐用年数を短く、減価償却費をたくさん出し、利益を減らすと考える

べきかもしれません。そう考えて財務会計で決算をすると有税償却とよばれ、税

法上ではこの減価償却費は損金とは認められず、税金は減りません(財務会計上

の利益は減ります)。 

したがって一般に利益≦所得となります。また P/L の収益、費用が異なれば、

複式簿記ですので、当然のことながら税務会計の B/S と財務会計の B/S では異

なる報告書となります。 
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テーマ 22：会計基準と IFRS 

 会計基準として IFRS を導入する上場企業がゆっくりとではありますが増え

ています。また日本の会計基準にも IFRS のルールの一部が次々と適用されて

います。前に述べた純資産、株主資本、公正価値、工事進行基準などもこの一環

です。 

これによって財務会計のルールだけではなく、会社の考え方そのものが変わ

ろうとしています。 

 

 

１．会計基準 

会計に関するルールを総称して会計基準といいます。日本における会計基準

の源は企業会計原則であり、税法、会社法、金融商品取引法ともこれをベースと

しています。すでに本テキストで出てきた原則としては、継続性の原則、費用収
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益対応の原則といったものがあります。 

この企業会計原則をベースとして、各法律でその会計の主旨に応じてルール

を定めています。しかし上場企業の財務会計は日本の国内法だけでルールを決

めるわけには行かなくなってきました。日本の証券市場には多くの外国人投資

家がいます。外国人投資家から見ればアメリカのニューヨーク証券取引所の株

を買うか、東証の株を買うかを悩んでいるわけであり、その会計ルールを統一し

てもらわないと、株の投資ゲームが難しすぎます。 

このグローバルスタンダードにあたる会計基準が IFRS です。 
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２．IFRS 

（1）IFRSとは 

 IFRS は国際会計基準と訳されますが、英語を見るとやや違和感があります。

IFRS は「International Financial Reporting Standards」の略であり、直訳すれば国

際財務報告書基準です。つまり財務（ファイナンス）を受けた相手に対する報告

書の国際ルールということです。この報告書が「会計」を意味するので、「国際

会計基準」という訳もあながち誤りとはいえません。この IFRS を日本でも国と

して導入しようという動きが進んでいます。  

IFRS のルールの対象は日本では有価証券報告書であり、上場企業が対象とい

えます。ただ上場企業は会社法による財務会計も行っており、こちらのルールも

この影響でゆっくりとではあるが変わってきています。 
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（2）IFRSの経緯 

会計基準は各国で定められています。IFRS とその国の会計基準の関係には 2

つの動きがあります。 

 1 つがコンバージェンス（convergence：収斂という意味）であり、IFRS を採

用するのではなく、自国基準を近づける努力をすることをいいます。もう 1 つ

はアドプション（adoption：採用という意味）であり、IFRS を自国基準として

採用するものです。 

 自国の基準に近く、かつ多くの国の集合体である EU（European Union：欧

州連合）は 2005 年に IFRS をアドプションし、上場会社の連結会計報告書にこ

の適用を義務付けました。これにより日本企業が EU 内で資金調達するのが難

しくなる危険が生まれました。しかし 2008 年になって、EU は日本、アメリカ

の会計基準を IFRS と同等と認めました。これにより日米企業は EU 内でも自

国基準で会計報告書を作成できるようになりました。 

 一方、自国基準との差が大きいアメリカを中心に、IFRS とのコンバージェン
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スが進められていきます。しかしアメリカは 2008 年になってベクトルを変え、

IFRS を段階的に採用していくロードマップを示しました。つまりアドプション

への道です。ところがその後、政権がオバマへと移り、再びコンバージェンス側

へ寄り、自国基準の中に IFRS を組み入れていくベクトルを示しました。アメリ

カらしく政権交代の度に迷走していきます。 

 一方、日本の IFRS へのアプローチは諸外国より遅く 2006 年であり、そのベ

クトルはアメリカ同様にコンバージェンスでした。しかし 2008 年のアメリカの

方針転換を受け、日本もアドプションへの道を歩み始めます。2009 年には一部

の企業に IFRS の任意適用を認め、さらには「2012 年で適用の可否を決め、適

用と決まれば 2015 年または 2016 年から IFRS を連結財務会計報告書で強制適

用する」と発表し、上場企業に衝撃を与えました。「IFRS ショック」です。 

 しかし 2011 年の東日本大震災を機に、アメリカに歩調を合わせるように、

「IFRS への強制適用への準備期間を 5 年程度にし、適用範囲もグローバル企業

とする」と変更表明しました。 
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 そして現在は、実質的には IFRS の任意適用と日本の会計基準の IFRS への

コンバージェンスのままとなっています。しかしグローバル企業から見ると、日

本基準が IFRS へコンバージェンスすることにより毎年のように変わっていく

ことになります。「それなら多少カネはかかっても、思い切って IFRS への適用

に踏み込んでしまおう」という企業が増えています。 
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（3）IFRSと日本会計基準の違い 

主なものは次のような点です。 

・スタートライン 

 日本企業は「商いの帳簿づけ」という簿記が原点です。つまり事業をやった結

果を報告書にしていくものです。それを上場した大企業の報告書にもがんばっ

て適用していきました。 

 一方、IFRS は「投資家（誰でもなれるので社会といってもよい）というカネ

を出してくれる人への報告書作りのためのルール」ということ自体がスタート

ラインです。だから投資家から見れば、当然 IFRS というルールで作られた報告

書の方がわかりやすくフィットしています。日本でも投資家の声が大きくなっ

ていく中で IFRS への適用を社会が求めていきます。 

 また日本の会計基準となっている簿記に税務会計のルールを足して調整して

いくというスタイルにもっとも適しているのは零細企業であり、もっとも適し

ていないのが上場企業です。そのため上場企業は IFRS の適用を考えていくこ
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とになります。 

・ベース 

 日本基準はルールがベースとなっており、事細かなルールが定められていま

す。一方、IFRS はプリンシプルベース（原則主義）となっており、概念に基づ

く原理・原則を提示し、実際の会計は企業の経営者が判断して行っていきます。

日本では会計という仕事はルールどおりにやる経理の仕事として、その責任者

である経営の手から離れてしまっています。IFRS を導入すると、経営者として

これまでやったことのない「判断」と「その責任」が求められることになります。

そのため導入に踏み込めない上場企業も多いといえます。 

・利益 

IFRS の利益概念は包括利益です。IFRS には日本基準の特別利益、特別損失

といったものはありません。IFRS では「事業利益」と「それ以外の利益（＝事

業遂行とは関わりなく生まれた利益）」に分けています。そしてこの 2 つを合わ

せて包括利益とよんでいます。事業利益は「当期純利益」であり、本業、本業以
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外といった考え方もありません。事業利益以外は「その他の包括利益」であり、

その代表は 266 ページの資産の評価損益です。つまり「経営者の努力によって

事業で生んだ利益」と「事業に使用している資産の社会的価値増加による利益な

どイレギュラーなもの」をはっきりと分けて考えています。これについては日本

基準にも「包括利益の表示に関する会計基準」が作られており、現在、IFRS を

導入していない上場企業もゆっくりとこれを導入しています。 
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Lesson2 セッション４：管理会計 

 

315 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 23：財務分析 

 セッション 4 では管理会計について学びます。管理会計は経営者などを報告

先とする会計です。 

まずは財務分析という考え方について学びます。財務分析は管理会計ではな

く財務した側（カネを出した側）が使う手法です。そしてこれに代わってキャッ

シュフローという考え方が導入され、財務分析は現在はほとんど使われていま

せん。ただこの財務分析は管理会計という世界にいくつかのものを残していま

す。ここではこれをさらっと学んでしまいましょう。 

 

 

１．財務分析とは 

もともと財務分析は、銀行が「与信」（カネを貸してくれるか）のために使っ

てきた手法です。これは financial analysis の訳であり、日本語では「金融分析」
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と訳した方が適切です。つまりカネを出す方から見た分析であり、カネを企業に

投資して（貸して）よいかを判断するものです。ここでは B/S、P/L のアカウン

トを使って比率（財務指標、財務比率と表現する）を出し、経年変化、業界平均、

同業他社と比較していきます。本来なら一般企業（金融業以外）には関係のない

世界ですが、この「財務指標の良し悪し」で銀行借入ができるかどうかが決まる

ので、カネを借りるために財務指標を良好にする努力がなされました。そしてこ

れがいつの間にか銀行借入以外の経営状況の判断として使われるようになり、

経営指標とよばれるようになりました。 

 財務分析（財務指標）は多くの問題点を抱え、現在のビジネスには必ずしも適

切なものとはいえません。ただこれまで使ってきて、かつ社会一般に知られてい

ることもあり、形骸化しながらもその用語は残っているのが実態です。消えてい

った要因はこの後述べるキャッシュフローという考え方の導入です。 
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 財務分析は「カネを返してくれるか」を分析する安全性分析と、「貸したカネ

を増やしてくれるか（増やさないのでは利子がもらえず貸す意味がない）」とい

う収益性分析の 2 つから成り立っています。 

 

２．安全性分析 

安全性は「つぶれない度」（倒産しない度）を意味しており、貸した相手が「借

金を返すカネ」を作ることができるかを見るものです。ここでは「カネになりや

すさ」つまり流動性がそのポイントとなります。そのため安全性分析は流動性分

析ともいわれ、両者はほとんど同じ意味で使われてきました。 

安全性分析（流動性分析）は人間の健康診断のようなもので、その企業が倒産

（人間でいう死）からどれくらい遠いかを見るものです。次の 3 つに分けて考

えます。 

（1）短期安全性分析 

 人間の健康診断で行うガン検診のようなものです。企業が短期的に倒産して
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しまわないか（すぐ死なないか）を見るもので、次のような指標があります。 

 

 倒産は「流動負債という今日返す借金が返せない」状態をいいます。この流動

負債を「すぐカネにする、なる財産」（流動資産）を「カネにして」返そうとい

うものです。 

しかし倒産の典型的なパターンの１つに、在庫過多（商品を買ったが売れてい

ないものがたくさんある。カネが入ってこないのに払うことになる）があります。

在庫がたくさんあると、流動資産なので流動比率が高く、良好に出てしまうこと

もあります。 

そこでこれを取り、当座資産（254 ページ参照。すぐカネになる財産）で返そ

うというのが当座比率です。 

流動比率 ＝
流動資産

流動負債
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 しかし、倒産のもう１つの典型的なパターンが掛（売掛金、受取手形）が増大

した時です。当座資産にはこの売掛金、受取手形が含まれており、当座比率が高

まるとかえって危険かもしれません。そこで流動負債と現金・預金の比（現預金

比率）を見ることもあるのですが、よく考えると現金があるのになぜ返さないの

か不思議です。 

 

（2）長期安全性 

 人間で言えば健康診断のコレステロール値や血圧のようなもので、企業の構

造的問題（人間で言う生活習慣病のようなもの）を見つけ、その企業体質（運動

不足など）を長期的に直していこうというものです。これには次のようなものが

あります。 

当座比率 ＝
当座資産

流動負債
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 固定比率は「カネにするのではなく使うための固定資産」は、自己資本で（返

さなくていいカネ）で買おうというものです。ただそんなことは“無理”という

場合は、下の固定長期適合率を使い、せめて短期的な借金（流動負債）で、固定

資産を買うのをやめようと考えます。 

 

 しかし固定資産を買った後にこれらの指標を見ても手の打ちようがありませ

ん。この固定資産取得については、現在では 337 ページで述べる「キャッシュ

フローによる回収」に変わっています。 

 

固定比率 ＝
固定資産

自己資本

固定長期適合率 ＝
固定資産

自己資本＋固定負債

＝
固定資産

総資本－流動負債
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（3）資本バランス 

 身長と体重の比を見るようなもので、資金調達のバランス（肥満度）を見よう

とするものです。自己資本比率が代表です。 

 

 家を買う時のローンと自己資金の比のようなものです。しかし事業に使って

いる資産を買ってしまってから、これを見てもあまり意味がありません。 

 

近年、倒産する企業が増加し、これらの企業の安全性の指標を調べてみると、

必ずしも相関があるとはいえないことがわかってきました。一方でキャッシュ

フローという概念が生まれ、これを使って安全性をとらえようと考えるように

なりました。キャッシュフローはもっと単純に借金を返すために「どのくらい現

金を増加する力があるか」に着目するものです。 

自己資本比率 ＝
自己資本

総資本
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３．収益性分析 

（1）ROI 

収益性分析はキャッシュフロー導入後もやや形を変えて残っています。それ

は「カネを返してもらえるか」というファイナンスの世界ではなく、「企業の体

力（カネを増やす力）」を見るものとして、管理会計（経営のための会計）の世

界に応用されています。 

収益性分析は「もうけ度」を見るものです。その基本は投資（Investment）と

リターン（Return）の比である ROI（R が I の上にオンしている。つまり 

 

R÷I）です。10 万円の株に投資して、12 万円で売れれば、I が 10 万円、R が 2

万円で 20％（ROI）の利回りといえます。 

会社全体の収益性の「ものさし」を、従来日本では、総資本経常利益率という

ものを使ってきました。総資本を I、経常利益率を R とする ROI です。 

 そのうえで総資本経常利益率を売上を媒介とし、次のように 2 つの指標に分

R

I
＝



Lesson2 セッション４：管理会計 

 

323 
© 2020 MC システム研究所 

 

解します。このように 1 つの指標を 2 つの積で表す場合、元の指標（この場合

総資本経常利益率）を交差比率（Cross Rate）とよびます。 

  

 一方、アメリカでは株主資本利益率を収益性分析の中心としています。 

   

 

総資本経常利益率＝
経常利益

総資本

売上

総資本

＝総資本回転率×売上高経常利益率

売上

経常利益
＝ ×

株主資本利益率＝
純利益

株主資本

リターン（R）

投資（I）
＝ ROE

定義

定義
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このため日本的企業では総資本経常利益率を ROI、株主資本利益率を ROE

（Return On Equity）とよんできました。しかしともに ROI の一種なので、総

資本経常利益率を総資産経常利益率（Return On Assets：ROA：経常利益／総

資産。総資産＝総資本）とよんで、ROE と区別することがあります。こうすれ

ば ROI のバリエーションとして、ROA、ROE があることになり、すっきりし

ます。 

 

この日米の違いは会社への投資をどこから見るかによるものです。日本には

アメリカと違い、会社は株主のものという考え方はありませんでした。そのため

会社に投資した資金は株主からのもの（資本金）、自分で生み出したもの（利益）、

借金（担保を入れているのでこれも投資したも同じ）の区別なく、すべて「会社

のカネ」（＝総資本）として投資します。そしてリターンは今期の成績である「経

常利益」です。日本方式の収益性分析では、総資本経常利益率を指標として、自

社の過去と分析すること（経年分析、時系列分析という）が中心でした。 
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一方、アメリカでは会社は株主のものであり、「今この会社を解散すれば株主

資本の分だけ株主が手にできる」ということが原点です。この状態で解散しない

で続行するということは、株主が株主資本を会社に投資（I）したと考えられま

す。そしてリターン（R）はこの株主資本の増加分（純利益分だけ剰余金が増え

る）と考えます。この ROE を経営者が株主に約束（コミットメント）して経営

の委任を受けると考えます。 

アメリカ方式では経年分析よりも「他社との比較」（株主から見てどちらに投

資するのが得か）、「株主と約束（コミットメント）した数値との比較」がその中

心となります。 

日本でも投資家の声が大きくなっていく中で、上場企業では約束値としての

ROE が中心となっています。 
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（2）ROIの応用 

 ROI の考え方は仕事や組織の「効率性の分析」にもよく使われています。 

       

これには次のようなものがあります。       

①費用対効果 

 効率性は仕事を対象とすると費用対効果といわれます。これも ROI で表せま

す。 

  

費用を投資して、効果というリターンを得るもので、「費用を小さく、効果を

大きく」と考えていきます。 

効率性＝
リターン

仕事に投資した資源
＝

R

I
＝ ROI

費用対効果＝
効果

費用
＝

R

I
＝ ROI

定義

定義
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②店舗効率性 

 小売業などの店舗における効率性は「在庫を投資して、粗利を生む」と考えま

す。したがって店舗効率性は ROI で考えれば粗利／在庫です。在庫を減らして

粗利を上げるという事であり、店舗のチャンピオンの座を得たコンビニエンス

ストアの目指したものといえます。これは総資本経常利益率と同様に、売上を媒

介として分解されます。そのためこの「店舗効率性」を「店舗における交差比率」

といいます。 

          

 

店舗効率性＝
粗利

在庫

＝商品回転率 × 粗利率

在庫

売上
＝ ×

売上

粗利

＝店舗における交差比率

定義
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商品回転率は在庫を投資して、売上をリターンとする ROI と考えることもで

きます（そのため在庫回転率ともいわれます）。例えば常時 100 万円の在庫を持

って、月 200 万円の売上があれば、「月に 2 回」商品を買わないと品切れを起こ

してしまいます。これが 200 万÷100 万＝2（回）の商品回転率の意味です。こ

の「回転」が一番直感的です。ここでは「0.5 ヶ月に 1 回」商品を買う必要があ

ります（正確には 100 万円の在庫は買った値段で、売上 200 万円は売る値段で

計算しているので、統一する必要があります。そうしないと回転率が大きく出す

ぎます。一般的に店舗では在庫を売価ベースにしています）。 

粗利率（売上総利益率のこと。流通業ではこうよぶ）は「１円売れると、いく

ら粗利が出るか」を意味しており、売上を投資、粗利をリターンとする ROI と

も考えられます。 
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③生産性 

 メーカー、サービス業（最近では店舗やオフィスなどでも）ではこの効率性を

生産性といっています。 

工場での伝統的な生産性の指標は労働生産性であり、従業員（人）を投資し、

付加価値をリターンと考えます。 

 

 

在庫 店 売上 粗利店

Ｉ Ｒ Ｉ Ｒ

投資 リターン

交差比率Ｉ Ｒ

投資 リターン

商品回転率 粗利率
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ここでいう付加価値とは工場で生み出した価値のことで、工場全体として作

った製品の販売価格から、そのために出て行ったカネ（原価という費用ではなく、

工場から出ていったカネ。従業員は工場の一部であり、その給与などは出ていっ

ていない。つまり給与は付加価値の一部と考える。そうすると 147 ページの付

加価値と同じになる）のことです。 

これも上のように売上で分解できます。つまり工場は「１人あたり売上」（よ

くパーヘッドという）と「付加価値率」を高めていけばよいことになります。 

労働生産性＝
付加価値

従業員数
＝

売上

従業員数
×

付加価値

売上

＝ 1人あたり売上 × 付加価値率

＝ 工場における交差比率

定義
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テーマ 24：キャッシュフローの内訳 

 キャッシュフローを管理会計で使う時には、営業キャッシュフロー、投資キャ

ッシュフロー、財務キャッシュフローの 3 つに分けて考えます。 

 

 

１．倒産とキャッシュフロー 

今や管理会計の中心となっているキャッシュフローはさまざまな分野で用い

られています。 

最初に注目を集めたのは先ほど述べたように安全性分析の分野です。つまり

「つぶれないか」というテーマです。まずはここからキャッシュフローの考え方

に入っていきましょう。 

倒産とは 164 ページで述べたように、一般的には「払うべきカネ」がなくな

ってしまっている状態です（ここでバンザイすると破産です）。倒産の典型的な
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状態が 247 ページで述べた「銀行取引停止」というものです。よく考えてみれ

ば「払うべきカネ」が底をついても、足りない分を銀行が貸してくれれば払うこ

とができ、生き伸びます。つまり倒産の多くは銀行など金融機関から見離された

時といえます。苦しくなっても最後までカネを貸してくれる銀行が 66 ページの

メインバンクです。逆に言えば、メインバンクが見離せば企業は倒産するという

ことです。 

 

バブル崩壊後、諸外国そして政府から「銀行はもう実際は倒産している企業に

カネを貸し続けている」という指摘を受けていました（それが悪いことだとはあ

まり感じませんが…）。そしてこれを不良債権とよぶようになりました。しかし

「不良債権かどうか（銀行にカネが返ってくるかどうか）」を判断するのは難し

く、ここにキャッシュフローという新しい概念を入れようと言い出しました。つ

まり「カネを一定期間でどれだけ増やせるか」ということです。キャッシュフロ

ーから見て、借金を返せない企業（カネを増やせない、減らしてしまう＝キャッ
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シュフローがマイナス）は不良債権と認定し、「もう救いようがないから、つぶ

してしまえ」ということです。 

安全性分析（つぶれない度）を、キャッシュフローという共通のルールによっ

て、皆で公平にやろうというものです。これは「つぶれるか、つぶれないか」と

いう予測よりも、「つぶすか、つぶさないか」（不良債権と判断すれば、返せない

企業に返せということになり、つぶしてしまうことになります）という意思決定

の領域ともいえます。 
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２．キャッシュフローの考え方 

 いよいよ管理会計の世界です。ここでのキャッシュフローという概念を理解

するには、まず「減価償却費が外部から入ってくるカネ」だということを理解（合

意）する必要があります。 

 減価償却費の特徴は「払う相手のいない費用」ということです。 

例えば、「給与の支払い」と、295 ページの例で「3 年目にコンピュータの減

価償却費を計上する」という場合で比較してみましょう。 
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 しかしこれでは現金が減らない、つまり「出ていかない」だけで、「入ってく

るカネ」とはいえません。 

 次に P/L で減価償却費を考えてみましょう。減価償却費は販売費・一般管理

費の一部です（メーカーでは売上原価にも入っていますので注意しましょう）。  
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売上はいつかは現金となって入ってきます。241 ページで述べたように「カネ

が入ってきてからすべての費用を払う」と考え、現金の入った後で売上原価は仕

入先に、給与は従業員に…と費用が出ていくと考えます。そうなると利益が残り

ます。利益が入ってくるカネ（「入ってくるが出ていかないカネ」）という意味は
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理解できると思います。一方、減価償却費も利益と同じく「入ってくるが出てい

かないカネ」です。つまり利益と減価償却がキャッシュフローとなります。 

「企業が事業を通して生み出したカネ＝キャッシュイン－キャッシュアウト

＝営業利益＋減価償却費」といえます。 

 例えば先ほどのコンピュータを買った会社が、今期の売上 30 億円、売上原価

20 億円、販売費・一般管理費 6 億円（うち 1000 万円が減価償却費）で全額を

現金でもらい、払っているとします。 

P/L の営業利益は 30 億円－20 億円－6 億円＝4 億円です。 

 キャッシュインは 30 億円、キャッシュアウトは 20 億円と 5 億 9000 万円で

すので（減価償却費 1000 万円は払う相手がいない）、現金増加分=キャッシュフ

ローは 4 億 1000 万円（利益＋減価償却費）となります。 

これで経営者がよく使う「回収」という意味がわかると思います。5000 万円

のコンピュータは、まず買った時 5000 万円の現金が出ていき、毎年「売上」と

いう形を通して 1000 万円（減価償却）ずつ現金（キャッシュフロー）になって、
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回収できるということです。この減価償却費を超えて回収したものが利益です。 

 正確に言うと利益はここから税金を払うので、純利益（税引後利益）で考える

必要があります。また減価償却費以外でも「払う相手のいない費用」は企業に入

ってくるカネといえます。 

 つまり企業が事業を通して生み出したカネ（=キャッシュフロー）は「純利益

＋現金支出を伴わない費用」と表わすことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson2 セッション４：管理会計 

 

339 
© 2020 MC システム研究所 

 

３．キャッシュフローの内訳 

企業では期間が１年間のキャッシュフローが大切です。これは期首に比べ、期

末の現金がどれだけ増えたか、減ったか、ということであり、ネットキャッシュ

フローといいます。しかしネットキャッシュフローでは上のような仕事の成果

だけではなく、借金をしても増えています。そのためキャッシュフローを考える

時はその内訳が求められます。 

この内訳を見せるものをキャッシュフロー計算書といい、上場企業は有価証

券報告書にのせることが義務づけられています。 

キャッシュフローの計算法には直接法と間接法があります。 

直接法⇒キャッシュインとキャッシュアウトの個別の内訳を書いていくもの。

おこづかい帳のようなイメージ 

間接法⇒利益を出発点として逆にたどっていくもの。これを使う時には減価償

却費をキャッシュインと考えることになる。 

ここでは一般に用いられている間接法のプロセスについて説明します。 

定義
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（1）営業キャッシュフロー（営業活動によるキャッシュフロー） 

これは事業（営業活動）によって増減する現金です。 

先ほどの「純利益＋現金支出を伴わない費用」がこの営業キャッシュフロー

（事業による現金の増加）の中心です。 

（ただし有価証券報告書のキャッシュフロー計算書を見るとほとんどの企業

が「税金等調整前当期純利益－法人税等の支払」で求めています。これについて

は 362 ページで述べます。） 

キャッシュフロー計算書の営業キャッシュフローには、この他に「運転資本の

増減」というものが書いてあります。これは買掛金、売掛金、手形、棚卸資産な

どの増減のことです。337 ページの企業の例では、売上 30 億円全額が当期内に

現金収入になったと考えましたが、もし 1000 万円が売掛金として期末に残って

いるなら、現金増加分は「4 億 1000 万円（利益＋減価償却費）－1000 万円＝4

億円」となります。また買掛金が 100 万円あれば 100 万円現金が多く、商品在

庫が 200 万円であれば 200 万円現金は少ないはずです。 
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ただ管理会計として営業キャッシュフローを見る時、つまり仕事の成果（業績

と表現することが多い）として見る時は、この運転資本の増減を無視して考えま

す。長い目で見れば、これらは帳消しになり、事業の成績とは考えづらいからで

す。 

（2）投資キャッシュフロー（投資活動によるキャッシュフロー） 

 295 ページのコンピュータの例では買った時（0 年目）に、5000 万円の現金

が減っているのに費用が出ていません。そのため買った時にキャッシュフロー

を減らします。これが投資キャッシュフローであり、この値は基本的にはマイナ

ス（買って現金が減る）です。このマイナスを取った値が一般にいう「投資額」

です。「営業キャッシュフロー－投資額」をフリーキャッシュフローともいいま

す。これはこの分の現金が株主として自由に使えるカネということです。つまり

株主ガバナンスの考え方です。従業員ガバナンスの日本的企業ではあまりそぐ

わない発想です。 
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（3）財務キャッシュフロー（財務活動によるキャッシュフロー） 

 借金をすれば利益に関係なく現金が増え、返せば減ります。この借金や増資な

ど財務（ファイナンス）による現金増減を、財務キャッシュフローといいます。 

企業が必要なカネはできる限り営業キャッシュフローでまかない、その過不

足分（多くなったら返す、足らないなら集める）を財務キャッシュフローで補う

というイメージです。 
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（4）ネットキャッシュフローとキャッシュフロー公式 

 ここでビジネスマンとしてのキャッシュフローの見方を考えましょう。 

まずはネットキャッシュフローは次のように表わすことができます。

 

 

会社は増やしたカネをビジネスに使っていくものであり、カネをためていく所

ではありません。この増やしたカネ（キャッシュフロー）をすべて使っていくと

考えると、このネットキャッシュフローは 0 となります。これが経営計画など

にキャッシュフローが使われる時の公式です。 
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この式を変形すると次のようになります。 

 

企業が投資するためのカネは、営業キャッシュフローをベースに、不足分は財

務キャッシュフロー（借金、増資）で補うということを表わしています。会社が

成長していく姿であり、財務（ファイナンス）の原点といえます。 

 

稼いだカネは投資し、それでも余ったら借金を返す（マイナスの財務キャッシ

ュフロー）ということで、成熟した会社の姿です。 
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テーマ 25：投資計画とキャッシュフロー 

現代において管理会計といえば、財務分析などの過去を“分析”する世界では

なく、明日を考える“計画”の世界といえます。この計画の世界にもキャッシュ

フローの考え方は用いられています。 

計画の世界は、大きく投資計画と利益計画に分かれます。相互に関連しあって

いるのですが、キャッシュフローは投資計画の世界で使われています。次のよう

な例で考えてみましょう。 

 

１．DCF 

ある会社で A 機械（取得金額 2000 万円）、B 機械（3000 万円）の 2 つの機械

のどちらかを購入しようと考えています。 

まず機械の使用年数を見積ります。法定耐用年数ではなく、実際に使う期間を

考えてみます。ここでは A、B 機械ともに 5 年間使用して 5 年後に廃棄すると
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考えました。次にその 5 年間に A、B の機械が生む営業キャッシュフローを考

えます。具体的には減価償却費と利益のアップ分（税金を引いて）です。これが

A 機械は毎年 600 万円、B 機械は 800 万円とします。この時回収額を単純に 5

倍して、というわけにはいきません。 

 

「今日の 100 万円と 1 年後の 100 万円のどちらがよいか」と聞かれれば「今

日」と答えると思います。では「今日の 100 万円と 1 年後の 200 万円」と聞か

れれば、多くの人は「1 年後」と言うと思います。その人に 1 年後の 150 万円な

ら、140 万円なら…とやっていけば、どんな人にも（もちろん人によって額は違

いますが）「何とも言えない」というラインがあると思います。 

これが 105 万円の時、「今日の 100 万円＝1 年後の 105 万円」となり、「1 年

後の 105 万円は今日の価値に換算すると、105 万円／1.05＝100 万円」となり

ます。この「100 万円」を「1 年後の 105 万円の現在価値」といい、この 0.05

（5％）を割引率（ディスカウントレート：1 年後の 100 万円を 5％割引くとい
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う意味）といいます。 

 

先ほどの A 機械のキャッシュフロー（投資額を含めて）をこの 5％の割引率

で現在価値に換算すると次のようなります。これを NPV（Net Present Value：

正味現在価値）といいます。このように割引された将来のキャッシュフローを総

称してディスカウントキャッシュフロー、略して DCF といいます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

( ) ( ) ( ) ( )５４３２

万円
＋

万円
＋

万円
＋

万円
＋

万円
万円＋Ａ機械のＮＰＶ＝－
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1.051.05
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2000
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今日出て行く
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2年後の
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5年後の
600万円
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この NPV の計算はエクセルの「NPV」という関数で計算できます。 

A 機械は 5 年間でキャッシュフロー（DCF）を 598 万円増やすことになりま

す。一方 B 機械について計算してみると 464 万円となります。こうなれば A 機

械に投資すべきといえます。 
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２.IRR 

上の例のように複数の案が挙がらず、投資案が A 機械 1 つしかない時はどう

考えたらよいでしょうか。と言うよりもこちらの方が投資計画では一般的です。

1 つ 1 つの物件について投資の可否を判断するというものです。 

 

先ほどの A 機械で割引率を 5％より大きくすると、NPV は 598 万円より小さ

くなり、5％より小さくすると NPV が大きくなることがわかると思います。だ

から 5％から少しずつ大きくしていくと、いつか NPV が０になる割引率がある

ことがわかると思います。この割引率のことを内部利益率（IRR： Internal Rate 

of Return）といいます。この IRR もエクセルの「IRR」という関数で計算でき

ます。A 機械ではこれが 15%となります。 

投資額が小さく、営業キャッシュフローが大きいと内部利益率は高くなりま

す。回収の感覚と IRR は合っていると思います。そのため NPV よりも IRR が

投資計画では使われています。 
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具体的には、あらかじめ「最低の IRR」（これをハードルレートという）を決

めておき、その投資案の IRR がハードルレートより大きい時は実施（正確に言

うと実施の方向で検討していく）、小さい時はその検討をやめると意思決定する

という方法です。これを内部利益率法といいます。 

一般に投資計画では割引率やハードルレートには資本コストを用いることが

多いといえます。これは資本（集めた資金）にかかる「年あたりのコスト」（借

入金なら金利、エクイティ・ファイナンスなら配当率…）をとるものです。その

ため論理的には、金利が下がると割引率が下がって、DCF（ディスカウントキャ

ッシュフロー）の予測が増え、ハードルレートも下がって投資が活発になるはず

です。これが金利と景気の関係ですが、実際には金利が下がっても投資が活発に

なるとは限りません。 

これらの詳細は「ファイナンス・イノベーション」で学んでください。また実

際の DCF、NPV、IRR の計算は e－ラーニング「数字活用力向上講座」で体験

できます。 
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テーマ 26：DCFの用途 

 DCF という考え方は投資計画から始まり、さまざまな分野に用いられていま

す。代表的なものは次の 2 つです。 

 

 

１．企業の価値 

（1）M＆Aと企業価値 

 上場企業にとって「自社の株価を上げる」ことは大切な経営テーマとなってい

ます。しかし株価が証券市場の“せり”だけで決まっていると考えると、手の打

ちようがありません。また投資家にとっても、これでは「相手がいくらと考えて

いるか」という心理ゲームのようなものとなって、ギャンブル性が強すぎます。

株価決定に関して、ある程度のコンセンサスが求められます。これに用いられて

いるものが「企業価値」（Enterprise Value：略して EV）という考え方です。 



Lesson2 セッション４：管理会計 

 

352 
© 2020 MC システム研究所 

 

企業価値の出発点は M＆A です。「その会社をいくらで買うか、売るか」とい

うものです。この時、その金額を「100 億円」「いやもう少し高く」とやってい

くと“きり”がありません。そこでこの「会社の値段」の標準的な算出方法を考

えました。これが「企業価値」であり、262 ページで述べた企業の公正価値です。 

 まずは企業価値を現在の価値、つまり今会社がビジネスをやめればいくら残

るかというもので考えてみましょう。24 ページで述べたように純資産分だけ残

ることになります。これが解散価値です。 

 しかし一般に「会社を買う」時は、買って処分するのではなく、ビジネスを続

けていきます。ビジネスを続ければカネが増えていき、買った方の会社がこのキ

ャッシュフローを獲得できます。このキャッシュフローにはアメリカ的企業で

はフリーキャッシュフロー、日本的企業では営業キャッシュフローが用いられ

ます。ここでは後者の例で簡単に説明します。 

これは未来のキャッシュフローですので DCFで考えます。しかし未来の DCF

を永遠に足していくと無限大になってしまいます。そこで期間を決めて（例えば
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5 年）、その間の DCF を計算し、5 年後にこの企業を売却して純資産分のキャッ

シュフローを得ると考えます。この和を企業価値とします。 

ここでの企業価値はざっと次のようなフローで計算されます。 

 
こうすれば M＆A の時は、買う方と売る方が 3 つのことに合意すればよいこ

とになります。5 年間に生む営業キャッシュフロー、5 年後の純資産、そして割

引率です。（そして、現在の株価も考慮して買収額を決めればよいことになりま

す。） 
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（2）株価と企業価値 

株の取引は言ってみれば、株の単位に細かく切った M＆A です。だから 

投資家がそれぞれの上場企業の企業価値を計算し、現在の証券市場における価

値（株式時価総額＝現在の株価×発行済株数）と比較して、高ければ「買い」、

安ければ「売り」と考えていくものです。もちろん計算した企業価値を発行済株

数で割って理論株価（株価の公正価値）を出し、これと現在の株価を比較しても

OK です。 

一方、上場会社から見れば、自社の株価を上げるには、営業キャッシュフロー

を増やし、資産価値（5 年後の純資産）を高めていけばよいことになります。 

これらのことを詳しく学習したい人は「ファイナンス・イノベーション」を読

んでください。 
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２．返済とＤＣＦ 

借入金の返済計画にも DCF は使われています。というよりも 332 ページで述

べたように、バブル崩壊後に政府によって不良債権の処理をこの DCF によって

決着を付けることを強制され、カネを貸している方の銀行はパニックになった

といえます。このドラマを実況中継してみましょう。読み物のつもりで読んで、

DCF のケーススタディとしましょう。 

 

 銀行から見てもっとも良好な状態は預金者がカネを預け続け、そのカネが企

業に流れ、企業はこれを借り続け、利子を払い続けてくれている時です。あって

はならない状態が企業が倒産し、消えてなくなり、利子がもらえないだけではな

く、預金者が危険を感じてカネをおろし始めることです。企業が倒産してもっと

も困るのは銀行といえます。 

企業の倒産は良好な状態の時にでも、銀行が一言「返せ」と言うと終わりです。

返さないで借り続けるつもりで（カネが足りないから借りたのであって、返せる
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くらいなら返しているし、その分の担保も入れている）いたのに、突然「返せ」

と言われればつぶれます。しかし、この銀行と企業の関係は外部（特に外国）か

ら見るとアンフェアなようにも見えます。「もうどう考えても返せない状態」つ

まり実際は倒産している企業にカネを貸し続けているのはアンフェアであり、

つぶれるべき企業はつぶすべきだという「意見」です。他の資本主義国ではそれ

をルールとしてやっているのに「日本企業だけが甘すぎる」というものです。さ

らに証券市場においても「つぶれるべきものがつぶれず、銀行が『目に見えない

手』を使って企業を助けたり、つぶしたりするとギャンブルが難しすぎる。一般

投資家は手を出せない」という批判も出てきました。 

そこで政府としては銀行に対して、カネをたくさん借りている企業（特に上場

企業）の返済計画を求め、そしてこの返済計画に DCF を使うこととしました。

つまり期間を定め（基本は 5 年間）、その期間内に生むキャッシュフローで返済

することとし、これを割引く（割引率には金利などを使う）ものです。この DCF

で返済できない分は（例えば 1000 億円）、銀行側は貸倒引当金（貸倒れしたこ
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とにする）として計上し、費用を発生させなさいというものです。そしてこれを

不良債権（もう返ってこない債権）と定義します。 

その仕訳は 

 

 

と行います。こうすると P/L 上は収益－費用＝利益ですので、そう考えただけ

（状況は何も変わらず、返ってこないかもしれないと思うだけ）で、銀行の利益

が 1000 億円減ってしまいます。 

これを B/S で見ると利益（剰余金）が圧縮され、純資産（自己資本）が減り、

自己資本比率が下がります。 
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当時の銀行は BIS（Bank for International Settlements：国際決済銀行）の

規制で、自己資本比率（自己資本／総資本）が 8％を切ると国際的にはビジネス

ができませんでした。こうなると自己資本の減少はまさに銀行にとっては死活

問題となってしまいます。しかも税法上ではこの貸倒引当金を認めておらず（税

務会計では、貸している相手が本当に倒産するまで、損金を発生させてはダメと

言っています）、損金は増えません。したがって 1000 億円利益が減るのに税金

は減りません。まさにダブルパンチです。 

 

資
産

負債

純資産
（自己資本）

利益が減る減らす
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 例えばこの銀行が貸倒引当金を計上していない段階で、税引前利益（＝所得と

考える）が 1500 億円になったとします。ここで 1000 億円を貸倒引当金として

計算すると次のように処理されます。 

 

何と赤字になってしまいます。こんなことをやっていたら債務超過の所も出

てくる勢いでした。 

 

 

 

財務会計上 税務会計上

税引前利益 500億円 所得1500億円

税金 600億円

△100億円

（1500億円－1000億円）

(－) 税金 600億円

（税率40％で考えている）

1000億円は損
金にできない
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債務超過⇒純資産がマイナスとなること⇒資産＜負債 

 
 

 銀行における債務超過とは、貸付金（資産）＜預金（負債）の状態で「預金を

全額は返せない」という状態を意味しており、取り付け騒ぎ（預金者が銀行にカ

ネをおろしに殺到する）が起きてしまうかもしれません。 

そこで銀行を守るために 2 つのことをやりました。資本注入（政府が銀行に

資本金を出して、マイナスの純資産をプラスにして、8％以上にしていく）と税

効果会計です。 

税効果会計とは先ほどの税金 600 億円のうち、「もう返ってこない」と考えた

1000 億円の税金部分（40％）、つまり 400 億円は税金を払いすぎと考え、後か

定義
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ら（その企業が本当に倒産した時）返ってくると考えるものです。貸した企業が

倒産すれば、その期に 1000 億円分は全額損金に入るので、所得が 1000 億円減

り、400 億円分税金が減るはずです。そこでこの 400 億円を税務署に貸してい

ると考えるものです（ちょっと苦しいですが、まさに苦肉の策です）。次のよう

な仕訳をします。 
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しかし今期税金は返ってきていないので、キャッシュフロー計算書ではこん

な操作は意味を持ちません。営業キャッシュフローの利益としては、この調整を

する前の利益（これを税金等調整前当期純利益という。先ほどの 500 億円）か

ら費用の税金 600 億円を引くようにしています。つまり 359 ページの元の△100

億円です。 
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利益は“計算値”、そしてキャッシュフローは“事実”（本当に増やしたカネの

量）ということがよくわかると思います。 

しかしキャッシュフローだけではなく、複式簿記にも鋭さ（恐さ）はあります。

P/L はこの期に作って終わりですが、B/S に先ほどの繰延税金資産が傷跡とし

て残ってしまいます。 

 

 

資
産

負債

純資産

繰延税金資産

純資産のうちどれくら
いが税効果会計によ
るものかわかる
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そしていつの間にかこれが純資産を飛び越える勢い（つまりこれがないと債

務超過）の所も現れてきました。繰延税金資産では税務署からカネが返ってくる

には 1 つの前提があります。貸している企業が倒産した期に、その貸倒金（1000

億円）を超える利益が出ていないと、税金が返ってきません。（返ってくること

にはできません。） 

上場企業の決算は公認会計士がチェックを行います。「財務会計の利益は少な

めに」の原則で、彼にこの繰延税金資産を「認めない」と言われると、資産が減

り、利益が減り、自己資本が 8％を切り、それどころか債務超過に…という恐れ

が出てきました。そしてまた公的資本注入や経営統合、合併（成績の良い企業で

薄めてしまう）が起こるといった現象を生んでいきました。 

また税効果会計にメリットがない（認めてくれない）なら、税金の支払いを一

発で減らす意味でも、いっそ「返せ」といって結着（倒産）をつけた方がよいと

思う銀行が現れてきました。（これが「貸しはがし」です） 

このドラマが世に言う不良債権処理です。 
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テーマ 27：利益計画と予算 

 最後は利益計画です。ここには予算、限界利益という考え方が用いられます。 

 

 

１．限界利益と目標 

海外メーカーとの独占販売契約でゲーム機を販売する A 社を例として考えま

す。 

A 社では仕入は 1 台 1 万円、販売価格は 2 万円、販売は全て契約セールスが

行い、セールスマンには 1 台売れると販売手数料として 5000 円支払うものとし

ます。1 年目、ゲーム機は 1 万台売れ、P/L は次のようになりました（販売手数

料は販売費・一般管理費に入れています）。 
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さて来期の計画を立てましょう。何とかせめて収支トントン（これを損益分岐

点という）にもっていきたいものです。来期も今期と同じ環境だと考えると、来

期は今期よりあと 1 台多く売れれば 2 万円の売上が増えます。この 1 台（1 単

位）売れた時の売上のことを限界収益といいます。 

限界（Marginal）⇒「1 単位増える」ことで変わる量。 

2 万円売上が増えると、売上原価が 1 万円増え、販売費・一般管理費のうち販

売手数料が 5000 円増えます。1 台売れると費用が 1 万 5000 円増えます。これ

が限界費用です。 

つまり 1 台売れると利益は 5000 円増えることになります。これが限界利益で 

す。 

売上 1万台 × 2万円 ＝ 2億円

費用 （売上原価） 1万台 × 1万円 ＝ 1億円

（販売費・一般管理費） 1式 ＝ 1億5000万円

利益 （損失） 　△5000万円

定義
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限界利益⇒限界収益－限界費用：販売が 1 単位増えると「増える利益」 

費用は限界費用を積み上げたもの（変動費という）と、そうでないもの（固定

費という）に分かれます。変動費は限界費用の合計ですので、単位（台数）に比

例します。一方、売上も台数に比例しますので、変動費は売上に比例します。固

定費は売上とは関係ないもの（家賃、セールスマンの固定給与など）です。そう

考えると先期の P/L は次のように表現できます。 

 

売上 1万台 × 2万円 ＝ 2億円

（台数） （限界収益）

変動費 1万台 × 1万5000円 ＝ 1億5000万円

（台数） （限界費用）

固定費 1式 ＝ 1億円

利益（損失） 　△5000万円

定義
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この会社では 1 台も売れないと、固定費だけが発生し、1 億円の赤字です。1

台売れると限界利益が 5000 円上がります。では何台売れば収支トントンでしょ

うか。 

「1 億円（固定費）÷5000 円（限界利益）＝20,000 台（損益分岐点）」となりま

す。 

 

固定費÷限界利益＝損益分岐点 

 

しかしこれでは商売といえないので、何とか利益を 1000 万円出したいと思っ

ています。さらに何台売れればよいでしょうか。「1000 万円÷5000 円＝2000 台」

で、2000 台のアップが必要です。つまり 22,000 台売れば、利益が 1000 万円出

ます。この時の P/L は次のようになります。 
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つまり次のような式で目標を作ることができます。 

 

（固定費＋目標利益）÷限界利益＝目標利益での販売台数 

 

A 社が 1 万台を倍の 2 万台にすることなど難しいので、色々なタイプのゲー

ム機を売ることを考えたとします。そうなると限界利益が難しくなります。そこ

で限界の単位を「1 台」から「1 円」に変えて考えます。先ほどのゲーム機は 1

台 2 万円売ると 5000 円の限界利益なので、1 円売ると 0.25 円もうかると考え

られます。この 0.25 を限界利益率といいます。他のゲーム機も販売価格が違っ

ても、同じ限界利益率になるようセットすれば、1000 万円の利益を上げるため

売上 22,000台 × 2万円 ＝ 4億4000万円

変動費 22,000台 × 1万5000円 ＝ 3億3000万円

固定費 1式 ＝ 1億円

利益 　 　1000万円



Lesson2 セッション４：管理会計 

 

370 
© 2020 MC システム研究所 

 

にはいくらの売上が必要かが計算できます。 

（1 億円＋1000 万円）÷0.25（限界利益率） 

＝4 億 4000 万円（目標利益に達する売上） 

 つまり一般の企業（色々な商品を売っている）では次のような式で目標を計算

することができます。 

 

目標利益に達する売上＝（固定費＋目標利益）÷限界利益率 

 

もし明らかに限界利益率が異なる事業があった時は、同じ限界利益率と考え

られる商品ごとに「事業部」とし、事業部ごとに利益計画を立てます。 
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２．予算 

予算（budget）は予め計算するということです。ノルマや経費抑制が目的では

なく、次のような“仕組”をいいます。 

予算⇒「組織のメンバーがそれぞれの目標を皆が合議のうえ一致させ、各メン

バーが自らの考えた目標を達成できれば、企業全体も目標を達成する」という

仕組のこと。 

先ほどの A 社で考えて見ましょう。ここには 4 つの営業所があり、それぞれ

に所長 1 人、セールスマンが 4 人いるとします。来期の目標利益を 1000 万円と

しましたが、まさか「1 人 50 万円ずつ利益を出せ」というわけにはいきません。

セールスマンの目標は売上とせざるを得ません。これが売上予算です。売上予算

は 2 つのルートから作られます。 

 

 

 

定義
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・トップダウン 

 まず固定費がいくらかかるか、いくらに抑えるのかを考えます。前期の実算

（予算に対して結果のこと）は 1 億円です。経営者が「昨年並み」などと意思決

定します。これが経費予算となります。つまり「経費を 1 億円の範囲内で抑え

る」ということです。各営業所にも経費が配分されます。 

次に限界利益率を決めます。昨年は 0.25 でした。これも「昨年並み」と意思

決定します。これで目標利益（1000 万円）に達する会社としての売上を計算し

ます。先ほどやったように「4 億 4000 万円」となります。 

次にこれを営業所に配分します。一般的にはその経営資源（ヒト、先ほどの経

費予算の額など）に按分します。ヒトを使えば、4 営業所同一の人数なので、1

営業所あたり 1 億 1000 万円の売上予算となります。 

・ボトムアップ 

 一方、個々のセールスマンは顧客、ライバルの動向を考えながら、自らの売上

目標を作ります。そのうえで営業所単位で積み上げます（これが 153 ページの
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目標管理です）。 

この積み上げ目標値と、先ほどのトップダウンの目標値が一致するように考

えていきます。これを予算調整といい、経営サイドと営業所のマネジャーによっ

て行われます。例えば「目標に行かない営業所はセールスマンを減らして、別の

営業所に回してそこを増やす」「値下げしたらどうなるか」…といった試行錯誤

を繰り返していきます。 
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３．予算調整と CVP分析 

予算調整には CVP 分析（Cost-Volume-Profit）という手法が使われます。こ

れは次のようなグラフをベースに考えます。 

 

 

例えば予測売上から考えた予測利益が目標利益に達していないとします。 

予算調整とはこの予測利益を何とか目標利益へ持っていくように考えること

です。 

売上

費用

予測売上

固
定
費

予測利益

変動費
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例えば値下げをしたらどうなるかを考えます。次図のように値下げによって

売上の直線は傾きが下がり、予測売上は右へシフトします。予測利益は増えます

が、まだ目標利益に達しません。 

 

 

 

 

売上（値下げ前）

費用

予測売上
（値下げ前）

売上（値下げ後）

予測売上
（値下げ後）

予測利益
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そこでさらにセールスマンの給与体系を変えます。給与の固定費部分を減ら

して、販売手数料を上げるとします。 

 

 

 

 

 

費用（変更前）

売上（値下げ後）

予測売上

費用（変更後）

固定費が下がる
限界利益率も下がる

予測利益
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これでも予測利益は目標利益に行きませんが、手数料のアップでセールスマ

ンがもっと売るかもしれません。さらにセールスマンの人数を減らして、他の商

品も扱って…と目標利益になるまで調整していきます。 

 

このようにCVP分析を使ってボトムアップ予測とトップダウン目標を調整し

ていくことを予算調整といい、予算管理をするマネジャー（この人の単位に業績

が集計されるのでアカウントマネジャーという）のもっとも大切な仕事といえ

ます。 

この予測の具体的なやり方は「プロコンサルタントの最強エクセル術」で学ん

でください。 
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Lesson 3 マーケティング 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーケティングは、従来はプロ（マーケター）のノウハウ、ス

キルのようなイメージがあって、一般ビジネスには遠い世界で

した。しかし現代の日本企業では、これが働く人の仕事を考え

る上でのインフラとなりつつあります。つまりビジネスマンの

共通言語です。 

ただ残念ながらマーケティングにはさまざまな考え方があ

り、ナレッジとしては必ずしも体系化されていません。そのた

め「そういう考え方もあるのか」という形で学習し、自社のマ

ーケティングを考えるようにしてください。 
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 〔学習する重要キーワード〕 

 

 

 

 

 

競争マーケティング、カスタマー・マーケティング、アンゾフモデル、CS、CRM、LTV、 

ブランド、ブランド・エクイティ、コーポレート・ブランド、VMS、JIT、囚人のジレンマ、 

協力ゲーム、ゼロサムゲーム、パワー・マーケティング、ブルーオーシャン戦略、 

アライアンス・マーケティング、エリア・マーケティング、パイ顕在率、 

ロイヤルティ・マーケティング、ロイヤルカスタマー、囲い込み、バリューチェーン、 

日本型 VMS、サプライチェーン、ストックビジネス、フロービジネス、フロー思考 
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テーマ 28：マーケティングの歴史 

マーケティングはアメリカで生まれた考え方であり、日本語に該当する言葉

はなく、「マーケティング」としてそのまま使われています。 

まずはこのマーケティングの歴史を追ってみましょう。 

 

 

1．古典的マーケティング戦略 

230 年前に誕生したアメリカ合衆国は、19 世紀に入って起きた産業革命で世

界一の工業国家となっていきます。ここにはアントレプレナーシップ（起業家精

神：新しい事業を起こす人をアントレプレナーとよぶ）を持った人が集まってき

て、そこで“新しい商品”を開発していきます。“新しい商品”だけに、これを

買う人（買い手）を探し、どんな商品かを説明し、買ってもらえるように努力し

なくてはなりません。ここにセールス（営業）という仕事が生まれます。日本の
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「商い」とは少しスタンスが違います。「商い」は「商店を作り、ここに客が買

いに来る」というスタイルですが、セールスは自ら顧客を訪問し、開拓していく

ものです。 

 

セールスは店舗販売とは違い、買う気を持っていない人にアプローチして行

かなくてはなりません。なかなか難しい仕事です。そのためセールスという仕事

では「売るためのテクニック」が求められました。そしてこのテクニックを体系

化したセールスモデルのようなものがいくつも生まれます。その基本はアプロ

ーチ（顧客を見つける）→商談（顧客の説得）→クロージング（買ってもらう）

→フォロー（次の商品を買ってもらう）というセールスフローです。 

 

一方、アメリカでは、「経営」という仕事を学問として体系化し、これを学校

で教えるようになります。この経営学のバックボーンとなったのが経済学とい

う社会をモデル化する学問です。ここにビジネススクールが誕生し、経営のみな
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らず企業におけるさまざまな仕事を学問的にとらえていきます。 

このビジネススクールで「売るためのセールステクニック」は、「マーケティ

ング」という学問に変身していきます。すなわち「顧客へどう近づき、買っても

らうか」といったことを経営学の 1 つとして考えることです。したがってアメ

リカにおけるマーケティングの位置づけは、経営学の一分野であり、経済学をそ

のバックボーンとしています。 

 

マーケティングは、同じく経済学をバックボーンとする経営の基本テーマで

ある「戦略」との結びつきが強くなります。そして次第に戦略を考える経営者に

とっての理論的バックボーンとしてマーケティングという学問が注目されて、

マーケティングと戦略が一体化していきます。本テキストではこの戦略への適

用の第一段階を古典的マーケティング戦略と表現します。 

この時にベースとなったのが経済学の中で数学的に理論化されたマーケット

（日本語では市場と訳された）というものです。そしてマーケティングは売るた
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めのテクニックから、事業をマーケットを使って構造化していくモデルアプロ

ーチが主流となります。 

そして経営学らしくこのマーケットのモデル化にさまざまな学者がチャレン

ジしていきます。 

 この古典的マーケティング戦略＝マーケティングのモデル化にはさまざまな

学者が現れ、さまざまな理論を打ち出し、マーケティングジャングル状態とよば

れるようになります。 

このジャングルを整理して秩序化したのが、アンゾフ（393 ページ）とコトラ

ー（402 ページ）という 2 人の学者です。 
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ここではマーケティングを次のように定義します。 

マーケティング⇒商品を売る特定企業が自社のマーケットについてモデル化

して考えること。 

マーケティング・ミックス⇒マーケティングのモデル化のための要素 

マーケティング・ミックスとしてはさまざまなものが生まれますが、売り手、

消費、買い手、流通の 4 つで考えるのが現代では一般的です。 

売り手⇒マーケットにて商品を売る企業。マーケティングの定義にある特定企

業だけではなくライバル企業も含む。 

商品⇒マーケットで売買するもの（サービスも含む）。 

買い手⇒マーケットにおいて商品を買い、消費したり、使用したりする消費者

および企業。そのうち特定の売り手の商品の買い手を顧客という。 

流通⇒商品を消費、購買するマーケットにて、他社商品を売買する企業。いわ

ゆる中間業者 

 

定義

定義
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２．競争マーケティング 

このマーケティングという学問を 3 つのことが変えていきます。 

 

1 つはマーケティングの学習スタイルです。マーケティングはマーケットのモ

デル化です。モデル化とは、現象を単純化（数学でいう正規化）していくもので

あり、説明するのに時間がかかりません（時間がかかるようなわかりづらいモデ

ルでは使えません）。そうなると、ビジネススクールのマーケティング授業では

教科書を渡せば済んでしまいます。これでは商売になりません。そこでケースス

タディという手法がとられます。要するにモデルの使い方を演習するもので、実

際企業の戦略などをマーケティングモデルを使って考えていくものです。この

時、ケースとしては、結果がすでに出ているものを使うのが普通です。つまり成

功、失敗がはっきりしているものを使います。そして成功、失敗、勝ち、負けと

いう構造でとらえるのがわかりやすく、自ずと勝者という成功ケースを求めて

いきます。アメリカン・マーケティング（本テキストはアメリカで考えられたマ
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ーケティングをこうよぶ）ではこの「ライバルとの勝ち負け」という構造を、こ

の先も引きずっていくことになります。 

 

2 つ目は戦争です。「勝ち負け」を考えるなら、戦争がその象徴的存在です。

戦争王国アメリカではこの戦争をモデル化し、マーケティングへ適用していき

ます。 

 

3 つ目が経済学で生まれた「自由競争」という考え方です。アダム・スミスと

いう経済学者が言い出した「神の見えざる手」がその出発点です。つまり売り手

同士が自由に競争をすれば、社会全体が幸せになるというものであり、これを微

分・積分を使って証明しました。（＝自由主義）。そしてこの自由競争には自ずと

決まる「解」（競争の結果）があるというものです。この「解」（＝勝ち方）を特

定のマーケットで見つけてくことがマーケティングのテーマとなります。 
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この「勝ち負け」をベースとしたマーケティングを競争マーケティングとよび

ます。この競争マーケティングの理論化を図ったのがポーター（427 ページ）と

いう学者です。 

しかしアメリカでは、次第に IT、金融以外のマーケットが成熟化して行き「ど

うやっても勝てない時代」を迎えます。そこでアップル、Google、アマゾンなど

のサクセスストーリーをケーススタディとしてやるのですが、その勝つための

「解」が見つからず（同じことをやっても勝てない）、アメリカン・マーケティ

ングはダッチロールしていきます。 
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３．カスタマー・マーケティングと戦略フロー思考 

 日本では戦後になって戦勝国アメリカからマーケティングは輸入されます。

しかし 3 つの理由でこれが浸透しません。 

 

 １つは時代背景です。当時の日本は高度成長期を迎えており、モノが売れる時

代にあったことです。アメリカでもマーケティングが注目されたのは 1929 年の

大恐慌以降の「モノが売れない時代」でした。そして日本は自国内のマーケット

が飽和した後も、世界中の巨大マーケット（自動車、家電、半導体･･･）にメイ

ド・イン・ジャパンの旗を掲げて圧勝していきます。ここでは売るための努力と

してのマーケティングは不要でした。 

 

 2 つ目はマーケティングのベースにあった「競争」についてです。日本は自由

競争をベースとする自由主義国家のはずなのですが、国内では談合に象徴され

るようにほとんどのマーケットが「仲良し業界」でした。そのためアメリカが生
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み出した「敵を倒して勝つ」という競争マーケティングはなじまないものでした。 

 

 3 つ目は学問としてのマーケティングです。日本ではマーケティングを大学や

大学院などの学校で教えることはありませんでした。商学部というものもあり

ましたが文系学科の中ではやや日が当たらないものであり（失礼！）、その頂点

にいる東京大学、京都大学などはこれさえも取り入れていませんでした。 

 

このような中で、日本企業にもマーケティングという言葉があるにはあった

のですが、「マーケティング＝マーケティングリサーチ（市場調査）」と思ってい

る人がほとんどで、「営業、宣伝広告という花形部門のバックヤードにいて情報

提供する仕事」と考えられていました。 

 そして日本は 30 年前にバブルの崩壊を迎えます。需要がついに拡大を止め、

企業は「戦争」「競争」を生き残りをかけて行うようになっていきます。 

 ここで一躍脚光を集めたのがポーターが体系化した競争マーケティングです。
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しかし需要が一気に減少した後での競争は、「価格戦争」という悲惨なものが中

心であり、マーケットからは利益が消え、倒産、外国企業による M&A という死

体が散乱していきます。 

 このバブル崩壊後の「不毛の 10 年」が過ぎ、落ち着きを取り戻した日本で新

しいマーケティングが生まれます（これをジャパニーズ・マーケティングと表現

します）。その原点は高度成長期に生まれた「伝説的な創業者」たちが考えてい

たものです。パナソニックを創った松下幸之助、トヨタを創った豊田喜一郎、ダ

イエーを創った中内功といった人たちの「お言葉」です。彼らは無論マーケティ

ングなど学んでいませんが、その話のトーンはまったく同じものでした。それは

「ひたすら顧客を見つめなさい」ということです。 

 

 ここに日本では 2 つのものが生まれます（と言うよりも、トヨタなど日本を

代表するリーディングカンパニーたちは 2 つのものを生んでいきます）。 

１つは「マーケットのモデル化を顧客を中心に行うということ」であり、カス
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タマー・マーケティングとよばれます。 

 もう 1 つは戦略に関することです。それは企業の理念（111 ページで述べたと

おり、これをミッションと表現する）を出発点として考えることです。例えば「顧

客第一主義」と決めたら、ライバルに勝つことよりも、さらには自社が利益を出

すことよりも、「お客様の幸せを常に考える」という理念で仕事を進めていくこ

とです。そして「お客様の幸せになった姿」をイメージし（これがビジョン）、

その幸せを実現するためにどう行動すればよいか（戦略立案）と進めていきます。

これを戦略フロー思考といいます。戦略とは戦争における戦い方なのですが、こ

の言葉をそのまま使って「行動ベクトル」のような意味で使います（112 ページ

参照）。 

 

 以降はこの古典的マーケティング戦略、競争マーケティング、カスタマー・マ

ーケティング、戦略フロー思考について学んでいきます。 
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テーマ 29：アンゾフモデル 

 アンゾフの書いた「企業戦略論」という本を出発点として、経営戦略とマーケ

ティングの一体化はスタートとしました。アンゾフはマーケティング戦略を 4

つのパターンでモデル化したことで有名です。 

 

 

１．商品市場マトリクス 

 アンゾフは商品と市場の関係を「現状にとどまるか」「新しいことを進めるの

か」によって 4 つに分類しました。これをアンゾフモデルとよびます。古典的マ

ーケティング戦略の第一歩といえるものです。（「市場」という言葉はこれまでの

定義からマーケットとすべきなのですが、この言葉がアンゾフモデルとして知

られているのでこのまま使います。） 
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 アンゾフはこの 4 つのマーケティング戦略のことを成長ベクトルと表現して

います。 

またこの戦略を説明するために、「シナジー」という概念を取り入れています。

シナジーとは日本語でいえば相乗効果のことです。企業が異なる 2 つのマーケ

ット（アンゾフは商品と市場の組み合わせでこれをとらえている）を事業対象と

すれば、結果は 1＋1 よりも大きくなるということです。つまり同一企業が A、

多角化戦略市場開発戦略新市場

商品開発戦略市場浸透戦略現市場

新商品現商品

多角化戦略市場開発戦略新市場

商品開発戦略市場浸透戦略現市場

新商品現商品
商品

市場
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B というマーケットを事業の対象とすることにより、A にも B にも一緒にやる

メリットが生まれるというものです。 

この 4 つの成長ベクトルについて簡単に説明します。 

・市場浸透戦略 

現市場にとどまり、現商品の売上を伸ばしていくものです。商品種の拡大（多

品種化）、顧客の増大、シェアの拡大（ライバルから顧客を奪取）といったもの

があります。 

・市場開発戦略 

現商品を全く新たな市場へ展開し、生産シナジーを期待するものです。生産シ

ナジーは同一の商品をたくさん作ることによって生まれるものです（これを習

熟と表現する）。現市場で現商品を作ることによって生まれたコストダウン効果

を、新市場でさらに大きくするということです。 

・商品開発戦略 

現市場にとどまって新商品を開発し、これを市場へ投入していくものであり、
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販売シナジーを期待するものです。販売シナジーとは既存商品と新商品に共通

するセールス、広告、流通などによって効果を得るものです。 

・多角化戦略 

新商品を新市場に投入していくものです。アンゾフは上記３つの戦略を拡大

化戦略とし、これと対比するものとして多角化戦略をとらえています。そしてこ

の多角化戦略についてさらに詳しく分析しています。つまりアンゾフは多角化

を戦略の柱とする事を求めています。アメリカらしい「開拓者精神」です。これ

がアントレプレナーシップとよばれるようになり、アメリカのマーケティング

の 1 つのインフラとなります。 
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２．多角化戦略 

 アンゾフのいう多角化とは、商品、市場の両者において、既存のものとは異な

る分野を開拓、または進出していく戦略です。 

多角化においては動機、シナジー、方向の 3 つについてアンゾフは整理して

います。 

 

（1）多角化の動機 

 次のようなものが考えられます。 

①主力商品の落ち込み 

 主力商品が伸び悩み、市場浸透、市場開発、商品開発のいずれの道も難しい時

に選択されるものです。「酒屋をやっていたが売上が落ち込んできたので、店の

半分をスタンド式飲み屋にしよう」といったものです。 

②収益の安定 

 収益が時間や季節などによって大きくブレ、繁閑が激しいので、その安定を図
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るといったものです。スキー場では冬しかもうからないから、夏は野外セミナー

教室にしようといったものです。 

③リスク分散 

 外的要因に経営が大きく影響する時、そのリスクの分散を図るものです。部品

下請メーカーが親メーカーとの取引がほとんどになってしまうと、親の業績に

依存しすぎるものとなってしまいます。そこで部品だけではなく、完成品の組立

を始めるといったものです。 

④余剰資源の活用 

 現在の事業で余剰となった経営資源を活用して、新しい事業を行うものです。

漢方薬を作った残りから、「化粧品ができた」といったものです。現代では経営

資源の中でも「ヒト」についてが多くなっています(余剰人員の活用と表現され

ます)。 

⑤経営者のマインド 

 上の 4 つの現象など起きなくても、経営者（特に創業オーナー）が「新しいこ



Lesson3 セッション 1：古典的マーケティング戦略 

 

399 
© 2020 MC システム研究所 

 

とをやりたい」という気持（アントレプレナーシップ）が強い時にも多角化はな

されます。この手の企業では理念に「創」という言葉がよく入っています。 

 

（2）シナジー 

 自社が拡大化に行き詰って、またはさらなる拡大を目指して多角化を行なう

時は、シナジーがポイントになります。つまり多角化による新規事業が既存事業

に、そして既存事業が新規事業にも好影響を与えるかどうかというものです。例

えばインターネット企業がプロ野球の球団を買収して多角化することで、本来

のインターネットビジネスの顧客の増大、さらにはインターネットビジネスの

顧客がプロ野球のファンになるといったものです。 

 

（3）多角化の方向 

 次の 2 つの分類方法があります。 

①多角化のベクトル 
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 水平か垂直かというものです。水平的多角化というのは「既存顧客と似たよう

な新規顧客」に新商品を開発し、提供するものです。主に既存顧客から生まれる

シナジーを求めるものです。主婦向けの婦人服屋が、買い物に一緒について来る

子供向けに、お菓子やおもちゃを販売するといったものです。お菓子やおもちゃ

があるので、子供が親を店へ引っ張ってくることも考えられます。 

 垂直的多角化というのは取引先の業務を自らが行っていくものです。部品下

請メーカーが親メーカーがやっている組み立ても行って、完成品メーカーにな

るといったものです。上流（最終使用者から遠い）に向かうケース（この場合メ

ーカーでは内製化という。小売業や卸売業がメーカーへ進出するのもこれにあ

たる）、下流に向かうケース（メーカーが直営店をやる）があります。メーカー

が直営店をやる場合であれば、直営店による販売拡大だけではなく、直営店を持

つことで消費者ニーズのキャッチによる商品開発ができるというシナジーも期

待できます。 
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②多角化の度合 

 「拡大化に近い多角化」（同心円的多角化）と「全くの多角化」（コングロマリ

ット型多角化）という多角化の度合によっても分類されます。一般的に前者の方

が、よりシナジーが大きいといえます。酒屋が飲み屋をやるなら同心円的多角化

（ベクトルは垂直）でしょうが、酒屋がアパートをやればコングロマリット型多

角化といえます。 

 

アンゾフが提案したのは、先ほどのアンゾフモデルよりも（日本ではここだけ

が誇張された）、シナジー、アントレプレナーシップといったものです。ただシ

ナジーについては、これと反対側の考え方としてカニバリというものがありま

す。カニバリゼーションの略で「共食い」という意味で使っています。例えば新

商品開発を行うことで既存商品の売上がダウンしていくというものです。アン

ゾフはこれを意識して、あえて多角化（シナジーは小さいが、カニバリがない）

を薦めていたのかもしれません。 
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テーマ 30：コトラーの戦略モデル 

 コトラーという学者は「マーケティング原理」「マーケティングマネジメント」

という本を書いたことで有名です。これらの本は日本では初期の頃にはマーケ

ティングのバイブルといわれていました。 

コトラーは「新しいものを生みだした」ということよりも、マーケティングで

使う言葉を定義し、体系化して学問としての礎を築いた人です。 

 そのため日本で使っているマーケティング用語は、ほとんどがコトラーが定

義したものであり、これを現在もそのまま使っているものも多い。 

 コトラーが定義したマーケティングの用語についてまとめてみましょう。 

 

１．顧客について 

 コトラーは顧客に関しさまざまな言葉を定義していますが、ここでは次のよ

うなものを採用します。ここで定義された言葉はカスタマー・マーケティングで
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もよく使われるものです。 

ニーズ⇒顧客が欠乏を感じている状態 

ウォンツ⇒顧客のニーズの具体化したもの 

需要（demand）⇒顧客のウォンツに購買力が伴うもの 

「のどが渇いた（ニーズ）。そうだ、コカ・コーラを飲もう（ウォンツ）。待て

よ、カネはあったかな？あるので買える（需要）」というものです。この需要が

後述する「パイ」というエリア・マーケティングの原点を生みます。 

次は顧客と価値の関係です。 

顧客価値（Customer Value）⇒「顧客が商品を使用することによって得られる

価値」－「商品を買うためのカネ」として計算する。 

顧客満足度（Customer Satisfaction 略して CS）⇒「顧客が買う前に商品に

持っていた期待値」をどの程度満たすか 

顧客価値は後述するバリューチェーンの原点 、CS はカスタマー・マーケテ

ィングの主要テーマとなります。 

定義

定義
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さらにマーケティングの原点を「顧客起点」とし「販売（売る）」からの脱却

を求めています。まさにカスタマー・マーケティングです。 

そのうえで次のような言葉を定義しています。 

CRM（Customer Relationship Management）⇒顧客との良好な関係を作っていく

こと 

LTV（Life Time Value）⇒ある顧客が、時間的にトータルとして売り手にもたら

してくれる価値 

後述する CRM はカスタマー・マーケティングの中心概念です。LTV は現在

ではライフサイクルサポート、ワンストップサービスといった戦略として使わ

れています。 

 

 

 

 

定義
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２.競争地位戦略 

 コトラーは競争についてもさまざまなことを言いましたが、中でも競争地位

戦略がもっとも有名です。これはマーケットにおける自社のポジショニングに

よって戦略を立てていくというものです。 

･リーダー戦略･･･トップシェアとなったマーケットリーダーがとる戦略。シェ

アの維持、拡大だけではなく、マーケットの需要を増大することを考える。 

・チャンレジャー戦略･･･リーダーに戦いを挑む戦略。リーダーとの差別化、価

格勝負といったものが主流。 

・フォロワー戦略･･･リーダー戦略などを模倣していくもの。 

・ニッチャー戦略･･･リーダーが狙わないニッチ（すきま）マーケットでトップ

シェアを狙う戦略。 

 

 

 



Lesson3 セッション 1：古典的マーケティング戦略 

 

406 
© 2020 MC システム研究所 

 

３.マーケティング・ミックス 

マーケティング・ミックスについて、コトラーはマッカーシーという学者の提

唱した 4P（Product、Price、Place、Promotion)を採用しています。ただこれに

Politics（政策）、Public relations（98 ページ参照）を追加し 6P という表現も

使っています。 

コトラーはこの 4P それぞれについても体系化を図りました。主なものは次の

ようなものです。 

(1)Product（商品） 

①商品分類 

 コープランドという学者が考えた次のような商品分類を採用しています。消

費材の分類は今でも使われています。 
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消費財

→消費者が
購入するもの

生産財（産業財）

→企業が
購入するもの

頻繁な購入。低価格。毎日買うものは日用品、日配品という。食品、
雑貨など。

最寄品

随時購入。やや高価格。計画性、購買努力あり。価格・品質・スタイル
に関してブランドを比較して購買。アパレル（衣料品）など。

買回品

めったに購入しない高価格 家具、家電、自動車など。専門品

価格とサービス中心。材料・部品

買い手の生産や業績を支援する生産財。設備という表現をする
ものが多い。

資本財

備品とは産業用備品、保守・メンテナンス用品など。
サービスとはメンテナンス、修理、アドバイザリーなど。

備品・サービス
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②ブランド 

 ブランドについては次のように定義しています。 

ブランド⇒売り手を識別する名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、および

その組み合わせのこと。 

ブランド・エクイティ⇒ブランドの財産価値。 

ブランド・エクイティの構成要素として、ブランド認知度（そのブランドを知

っている）、ブランドロイヤルティ（特定消費者がそのブランドをくり返し購買

すること）、知覚品質（顧客が商品に対して感じる品質。機能、性能の他、サー

ビス、雰囲気）、ブランド連想（ブランドからイメージされるもの）、特許、商標、

流通などを挙げています。 

 

 その上でブランドを次のように分類しています。 

・ナショナル・ブランド（NB）･･･メーカーが持つ全国的に有名なブランド。（コ

トラーはメーカーブランドという表現を取っているが、ナショナル・ブランドの

定義
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方が一般的。） 

・プライベート・ブランド（PB）･･･小売業が持っているブランド。ストアブラ

ンドともいう。 

・ライセンス・ブランド･･･自己のブランドについて他企業の併用を許可し、ブ

ランド使用料をとるもの。 

・共同ブランド･･･独立した 2 つのブランドが、共同で同一商品にブランドを付

けること。 

 

 近年では商品に付けるブランドではなく、企業自身を表すブランドが注目さ

れています。これがコーポレート・ブランドです。「レクサス」が商品ブランド

なら、「トヨタ」はコーポレート・ブランドです。 
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（2）Price（価格） 

 価格決定をする基準を次の 3 つに分けています。 

・コストプラス型･･･商品のコストに利益をのせて設定する。 

・バリュープライシング･･･顧客が商品に感じる価値をベースにする。 

・競争基準型･･･ライバル企業の価格をベースに決める。 

 

 また新商品の価格戦略を次の 2 つに分けています。 

・スキミングプライス（上層吸収戦略）･･･新商品投入時には、初期購買層に対

して高価格を設定し、その後ライバルの参入とともに価格を下げていく。 

・ペネトレーションプライス（浸透価格戦略）･･･新商品投入時から思い切った

低価格を設定し、多数の買い手を一気につかむ 
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（3）Place 

 Place とは商品が売り手から買い手へ届く経路のことです。現代ではチャネル

と流通の 2 つに分けることができます。 

 チャネルは売り手(メーカーをイメージしている)から見て、自社商品を売るた

めの「経路」を考えることを意味しています。つまりどうやって商品を顧客へ届

けるかというものです。一方、流通は買い手のニーズに合わせて代わりに商品を

選択して購買している企業です。 

コトラーの時代には売り手からしかマーケットを見ていないので、チャネル

という概念しかありませんでした。そしてそのチャネルをオープンチャネル（メ

ーカーがどのチャネルにも自社商品を売るスタイル）と VMS（Vertical 

Marketing System：垂直的マーケティングシステム。自社商品を売ってもらう

専用のチャネルを作っていく）の 2 つに分けています。 

さらにこの VMS について次のような分類をしています。 
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 アメリカでは VMS がサプライチェーンというスタイルを生んでいくことに

なります。一方、日本はコトラーの理論を学習したわけではないのですが、240

ページで述べた流通系列という形で、かなり以前から VMS というスタイルをと

っていました。 

企業型 VMS 

契約型 VMS 

ボランタリーチェーン･･･卸売業が作るもの。 

コ・オペラテイブチェーン･･･小売業が作るもの。 

フランチャイズチェーン･･･フランチャイザーがフランチャイジーという 

チャネルメンバーを集めるもの（183ページ参照）。 

管理型 VMS 

1つの企業が作り上げる。 

特定企業が資本関係、契約がないメンバーと、実質的な VMSを作るもの。 
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（4）Promotion（プロモーション） 

 上記以外のマーケティングの要素をプロモーションと定義しています。 

さらにプロモーションツールを 4 つ挙げ、これを組み合わせていくことをプ

ロモーション・ミックスとよんでいます。 

・広告･･･特定の売り手による有料のプロモーション 

・人的販売･･･いわゆるセールス 

・パブリシティ･･･マスコミなどに記事やニュースにしてもらうこと 

・販売促進･･･上記以外のプロモーション 
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テーマ 31：競争マーケティングに影響を与えたもの 

 競争マーケティングに影響を与えたのは戦争システムと経済学です。そして

経済学の中でもその応用分野としてのゲームの理論が「競争に勝つ」という意味

で取り入れられています。 

 

１.戦争 

（1）戦争システム 

 Lesson1 でも戦争、戦略について述べましたが、マーケティングの観点からも

う一度整理してみましょう。 

アメリカは戦争をシステムとして考えました。システムとは「複数の“要素”

から成り、共通の利益に従う組織体」と定義されます。戦争システムの“要素”

は軍事本部、基地、軍隊の 3 つであり、これらが国益（＝共通の利益）のために

戦うというものです。 
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基地 軍事本部

隊長

兵隊兵隊

最前線

敵

軍隊ロジステ
ィックス

戦略
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戦争においてもっとも恐ろしいのは軍隊の独走です。戦争には国益という目

的がありますが、最前線の軍隊は戦っているうちにこれを見失ってしまいます。

仲間を敵に殺され、次第に敵が憎くなり、いつの間にか「目の前の相手を殺す」

という自らのチーム（部隊）のために戦ってしまいます。そこで戦争の戦い方、

特に軍隊が自分の益（目の前の戦いに勝つ）になろうとも「やってはいけないこ

と」を決めておきます。これが戦略です。この戦略は軍隊では考えず、戦いをし

ない、戦っている相手が見えない軍事本部が考えます。 

マーケティングにおいて、軍隊に当たる部門はセールス部隊（よく部隊、セー

ルスフォースと表現する）などです。彼らは商品を顧客に提供するのが目的なの

に、いつの間にかライバル商品、ライバル企業に勝つために戦ってしまいます。

そこでセールスの行動ベクトルという“戦略”は、支店長（部隊長）ではなく、

本社にあるマーケティング本部で考えます。  

 もう 1 つの要素である基地は、武器、火薬、食糧といった軍事資源を備蓄し、

必要に応じて軍隊へ提供することです。これをロジスティックスといいます。こ
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の考え方も物流だけではなく、マーケティングにもよく用いられます。このロジ

スティックスが JIT（ジャストインタイム）という考え方を生みました。これは

「商品を必要な時に、タイミングよく届ける」という意味です。 

 

（2）その他の戦争理論 

 

①ランチェスター戦略 

 ランチェスターはイギリス人のエンジニアであり、第一次世界大戦で戦闘機

の開発を行い、戦争を構造的にとらえました。これをランチェスターの法則（法

則というほどのものではないようにも思いますが…）といいます。それがアメリ

カで研究され、その後日本に入りランチェスター戦略として一時ブームとなっ

たものです。今ではほとんど使われていませんが、そこで使われた言葉だけはマ

ーケティング用語として残っています。 

（ⅰ）ランチェスターの法則 
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 ランチェスターの法則自体は非常に単純なもので、戦争を次の 2 つの戦いに

分けています。兵力が 100 人の軍と 50 人の軍が戦う場合で考えてみましょう。 

・１対１で戦う⇒それぞれ 1 対 1 で戦えば引き分け（ともに負けと考える）と

なって、両軍 50 人ずつ減り、100 人軍が 50 人残って勝ちます。 

・グループ対グループで戦う⇒100 人軍が 50 人を攻撃すると、50 人軍は 1 人

あたり 2 人分の攻撃を受けます。一方 50 人軍も 100 人を攻撃すると 100 人軍

は 1 人あたり 0.5 人分の攻撃を受けます。つまり攻撃量は 1 人あたりで考える

と 100 人軍：50 人軍＝2：0.5＝4：1 となります。軍の勢力が 2 倍だと 4 倍の攻

撃になり、100 人軍の圧勝となります。 

（ⅱ）弱者の戦略と強者の戦略 

 これをモデル化していったものがランチェスター戦略です。ランチェスター

戦略では強者（軍力が強い。上の 100 人軍）と弱者（50 人軍）がいて、マーケ

ットという戦場で戦うことをイメージしています。 

まず何をもって強者というか、何をもって弱者というのかを考えなくてはな
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りません。売上やシェアは「戦いの結果」ですので、軍力としては適当とはいえ

ません。従業員数、ブランドイメージ、技術力といった経営資源などがこれにあ

たると考えられます。 

ここでは強者（黙っていても勝つ）よりも弱者をクローズアップしています。 

（a）弱者の戦略 

 ランチェスター戦略では、次のようにして弱者は「勝つ」のではなく「負けな

いことを考えろ」と言っています。この｢負けない｣というアイデアは後のマーケ

ティングの競争戦略に生かされています。 

・差別化 「強者に負けている経営資源だけではなく、きっと勝っている経営資

源がある」ので、それを見つけ、負けている方を捨て、勝っている方を強化する

というものです。 

・局地戦 「全部勝つことはできないが、勝てる地域はいくつかある」。つまり

「限られた範囲で戦え」というものです。これは「ニッチ」というキーワードで、

現代のマーケティングに引き継がれています。 
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・接近戦＆一点集中 これはユニークな発想です。先ほどの「グループ対グルー

プの戦い」に持ち込まれないようにして、負けを小さくしていくというものです。

要するに相手の総合力を使わせないということです。これは地域密着型といっ

た形でよく使われます。大手量販店チェーンに対して、地元商店街が地域密着サ

ービスで戦う（負けてしまった所も多いのですが…）といった戦略です。 

(b)強者の戦略 

 これは弱者の反対の手を打つことです。「相手に差別化させない」（相手の良い

所はマネして同じ状態にする）、「広域戦」（正々堂々と戦う。全国で勝負して、

全部勝って、さらに規模を大きくする）、「総合戦」（規模の利益を生かし、すべ

てのパワーで圧倒するもの）といったもので、アメリカでは 431 ページで述べ

るパワー・マーケティングとして引き継がれています。 

(ⅲ)シェア 

 ランチェスター戦略では戦争の結果としてシェアを用いています。そして数

学を用いて、トップシェアについて次のような数字を提示しています。 
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・70％のトップシェア（上限）⇒70％のトップシェアをとると、絶対的な勝利が

得られるというものです。ここまでくると独占禁止法などによる分割をしない

と過度の寡占状態となり、買う方に不幸をもたらす可能性があることになりま

す。IT における IBM、マイクロソフト、Google などがもっとも有名です。 

・40％のトップシェア（安定）⇒40％のトップシェアをとると、長期間安定した

トップを得ることができるというものです。ビールにおける一時のキリンビー

ル、自動車のトヨタなどが有名です。しかし現代においては 2 位以下が連合す

ることで一気にトップを逆転されるというリスクもあります。 

・26％のトップシェア（下限）⇒（25％でない所がおもしろいのですが）26％を

とらないとトップとはいっても非常に危険な状態が続くというものです。飲料

業界、食品業界などでこの数値がよくあたっているといわれています。 
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②孫子の兵法 

 ランチェスター戦略とともに戦争系で有名なのが「孫子の兵法」です。ランチ

ェスターが「数学」なのに対し、これは「国語」の世界で、戦略の基本的発想を

格言のようにまとめています。有名なのが「敵を知り、己を知れば百戦危うから

ず」といったものです。経営者やコンサルタントに結構このファンがまだいるた

め、ここで使われた「天の利、地の利」、「風林火山」といったキーワードはビジ

ネスの会話でも出てきます。 
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２．ゲームの理論 

 「ゲームの理論」とはゲーム（ここでは一定の環境下で戦うものをすべてゲー

ムとよんでいる）を数学的に考え、必勝法などを考えていくものです。 

このゲームの理論は経済学の一分野となり経済学を勉強した企業経営者たち

が戦略を考える時に使うようになりました。そして「ゲームに勝つ」という意味

で競争マーケティングの世界に入ってきました。 

 ゲームの理論でよく使われるキーワードは次のようなものです。 

 

①囚人のジレンマ 

 ここでは次のような状況を考えています。 

・A、B2 人が共犯の疑いで警察に逮捕されており、それぞれ別の取調室で事情

聴取されている。証拠はなく自白だけが頼りである。 

・2 人とも自白しないとこのまま 1 年間拘留 

・2 人とも自白すると 2 人とも 5 年の刑 
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・どちらかが自白すると自白した方は釈放、しない方は 10 年の刑となる 

 A から考えてみます。「B が自白すれば」、自分が自白すると 5 年、自白しない

と 10 年の刑です。したがって自白すべきです。「B が自白しないとすれば」、自

分が自白すると釈放、自白しないと 1 年間の拘留です。したがって自白すべき

です。つまり B が自白しようがしまいが、A は自白すべきです。一方 B も同じ

ことを考え、ともに自白してゲームは結着します。 

つまり両者の最大の幸福「ともに自白しない」は A、B が賢ければ選択されな

いことになります。 

 A 社と B 社が価格の値下げ競争をしています。ともに値下げしないと一番幸

せです。片方だけ下げると下げた方がハッピー、下げない方は最悪、ともに下げ

ると両者の利益の和が下がります。さあゲームの結着は？ 

 

②協力ゲーム 

 囚人のジレンマのようなものを非協力ゲーム（A と B が協力しない）といい
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ます。協力ゲーム（A と B が協力する）なら、「両者の最大の幸福」がゲームの

結着です。これがアライアンス（184 ページ）というものです。 

 

③ゼロサムゲーム 

 各プレイヤーの利益の和が、いつもゼロ（または一定）のものです。A 社と B

社の売買取引などはゼロサムゲームです。A 社が商品を 100 円安く B 社に売れ

ば、A 社は 100 円損し、B 社は 100 円得します。これが取引といったものであ

り、ここに 476 ページのバリューチェーンという考え方が生まれてきます。 

 



Lesson3 セッション 2：競争マーケティング 

 

427 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 32：ポーターの競争モデル 

 ポーターはハーバード・ビジネススクールでのケーススタディをベースとし

て「競争」を理論化しました。彼の著書「競争の戦略」は競争マーケティングの

教科書となり、日本でもこの理論は広く普及しました。 

 

 

１.競争要因 

ポーターはマーケットの売り手の競争状態は、次の 5 つの要因（ファイブフ

ォースという）で決まるとしています。 

・ライバル関係 売り手の数、規模、力、戦略の質などによって決まる。数が多

く、規模や力は同じで、戦略も同質の時に競争は激しくなる。 

・買い手の交渉力 買い手の力が強いと競争は激しくなる。売り手の競争は買い

手に幸せをもたらす。 
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・供給企業の競争 仕入先、部品や資材の供給企業の力が強いとやはり競争は激

しくなる。 

・新規参入のリスク 参入障壁（すでにマーケットにいる売り手が、他の売り手

が参入できるようにすること）が高いと、競争はあまり激しくならない。 

・代替品のリスク 同じ機能を持つ代替品が生まれると競争が激しくなる。 

 

２.競争戦略のパターン 

 ポーターは競争戦略を次の 3 つのパターンに分類しました。 

・コストリーダーシップ戦略 

 商品の機能や品質ではなく、低価格を前面に打出し、マーケットのチャンピオ

ンとなっていくものです。規模の拡大による徹底的なコストダウンがその戦略

の柱です。 

コストダウンの方向としては規模拡大と規模縮小がありますが、前者をとる

ものです。従来日本メーカーは規模拡大によるコストリーダーシップ戦略をと
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り、グローバルマーケットでワールドチャンピオンとなりました。しかし現在で

は中国などのローコストパワーの前に、リストラなどの規模縮小へと向かわざ

るを得なくなり、苦戦しています。 

・差別化戦略 

 自社商品が他社とは異なるという点を強調して、マーケットのチャンピオン

となっていくものです。ブランドイメージを高め、高価格戦略をとることが多い

といえます。コストリーダーシップと異なり、一度差別性を持つとそのイメージ

は長期にわたり効果を発揮するという特徴があります。ランチェスターでいう

「弱者の差別化」とは異なり、強者の差別化といえます。コンピュータの IBM、

家電のソニー、自動車のベンツといった所が代表です。 

・集中化戦略 

 限定された商品・顧客に集中的に投資して、この世界でのコストリーダーシッ

プ、差別化（ランチェスターの弱者の差別化と同じ）のいずれか（どちらかとい

えば差別化が多い）を図るというものです。競争戦略というよりも競争をできる
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だけ回避するものです。 

これらを図表にすると次のようなイメージとなります。 

 

 

差別化 コストリーダーシップ

集中化

差別化 コストリーダーシップ

マーケット全体

価格志向商品志向

マーケットの特定セグメント
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テーマ 33：パワー・マーケティング 

競争戦略の行き着く先は絶対的な競争優位性、つまり他社が決して追いつく

ことの難しい優位性を保つことです。この絶対的優位性を持って、他社を「力」

でねじ伏せていく戦略をパワー・マーケティングとよびます。これは学者が考え

たものではなく、パワーのある企業がとった戦略をケースとして学んでいった

ものです。 

 

パワー・マーケティングのケースをマーケティング・ミックス（4P）によって

4 分類してみましょう。 

（1）商品によるパワー・マーケティング 

 商品に絶対的優位性を持つことです。画期的な発明をしなくても、絶対的優位

性が持てることをいくつかの企業が証明しました。その典型が「技術のブラック

ボックス化＆バージョンアップ」というマーケティング手法です。大型コンピュ
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ータにおける IBM、パソコンにおけるマイクロソフトなどが有名で、IT 業界に

多く、そして何度も見られるパターンです。これに成功すると、まさに「Winner-

takes-all」、つまり「1 人勝ち」です。自らの商品の中核技術（IBM やマイクロ

ソフトでは基本ソフトとよばれる技術）をブラックボックス化し、他社にはそう

簡単にはまね（まねすることをクローンという）できないようにします。しかも

この商品は他の商品や、使用した結果を組み合わせて使用するように設計しま

す（マイクロソフトの Windows は他のソフトウェアと組み合わせて使い、他の

環境ではそのソフトウェアは動きません。そのソフトウェアが作成したデータ

もこの環境でしか使えません）。この商品を採算を度外視してでも、できるだけ

短時間で一気にマーケットに浸透させます。これをサチュレーション戦略とい

います。これでマーケットを一気に飽和させるという意味です。 

そして他商品と組み合わせて、多くの使用者を生みます。これによってこの商

品は業界のデファクト・スタンダード（実質的標準。公的機関で決めた標準では

なく、皆が使っているのでいつの間にか標準となるもの）となります。さらには
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これにあわせて、これがあることを前提に、他社（ライバルではなく組み合わせ

の商品を作る会社）が商品（Windows 向けソフトウェア）を作っていきます。 

ライバル会社はこれに追い付こうとして、その商品のクローン（機能を同じに

しないと組合せ商品が使えなくなる）を作ろうとしますが、これをバージョンア

ップ（前の状態を維持しながら機能を上げる）で逃げます。自社商品が他社に追

いつかれた頃、ライバルの商品よりも機能を上げることで、他社が追い付いた頃

には（追い付くのにかかる時間を使って）逃げ切ります。これを永遠にくり返し

ていくとまさに「1 人勝ち」となります。この天下は、ポーターのいう代替品に

よる新規参入が起きるまで続きます。 
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（2）価格によるパワー・マーケティング 

 ウォルマートなどの大手ディスカウンターがこの例です。価格の安さという

絶対的優位性で他を圧倒するものです。ロープライス保証（「自店価格が他店よ

りも安かったら、他店価格に合わせます」と宣言すること）などがその典型です。 

 

（3）チャネルによるパワー・マーケティング 

 日本のメーカーが好んで使ったもので、販売経路を押さえることで他社商品

を販売させないというものです。自動車メーカーが自社系列のディーラーを作

り、自社商品だけを売らせるというものです。チャネル開発は工場建設よりも膨

大なコストがかかり、「他社がまねすることが難しい」といえます。前述の VMS

です。 
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（4）プロモーションによるパワー・マーケティング 

 テレビコマーシャルという膨大なコストのかかるプロモーションで他社を圧

倒し、思い切って投資することで、あるいは「いくらでも投資するぞ。戦う気が

あるならかかって来い」という意気込みで他社を圧倒してしまうものです。仮に

他社が追い付いてきても、それにも増してコストをつぎ込み、そのテレビコマー

シャルの量で他を圧倒してしまうものです。この戦争に巻き込まれたライバル

は「カネの力」の恐さを知ることになり、場合によってはテレビコマーシャルの

コストで疲弊して、本当に倒れてしまいます。 
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テーマ 34：ブルーオーシャン戦略 

 パワー・マーケティングはランチェスター戦略でいう強者のとる戦略です。こ

れに対し弱者のとる戦略としてブルーオーシャン戦略というものが登場します。 

 

１．概要 

「ブルーオーシャン戦略」は INSEAD というビジネススクールで教える W･

チャン･キムとレネ･モボルニュの共著本のタイトルです。 

ここではマーケットをレッドオーシャンとブルーオーシャンに分けています。 

・レッドオーシャン･･･マーケットには境界があり、その中で一定の競争ルール

に基づいて売り手各社が競争をしている。境界内のパイは限られているので、ラ

イバルが増えていく中で、戦いは激しくなり、厳しい消耗戦となっていく血の海。 

・ブルーオーシャン･･･新しいマーケットであり、売り手は需要の掘り起こしを

している。従来とは異なる新しいマーケットを創造することもあるが、多くはレ
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ッドオーシャンマーケットの延長線上にある「青い海」である。 

 レッドオーシャンマーケットを離れ、ブルーオーシャンマーケットを創るこ

とを提案しています。 

 

２.戦略キャンパス 

 ブルーオーシャンを見つけるために、戦略キャンパスというツールを提案し

ています。 

 これは横軸に競争要因（何で競争しているか）を、縦軸にその要因ごとに買い

手がどの程度の価値を得ているかをとったものです。これをプロットしてつな

いだものを価値曲線（バリューカーブ）とよんでいます。 

 例えばホテルマーケットでは、シティホテルとビジネスホテルというマーケ

ットが並立しています。これを価値曲線で表わすと次図のような感じです。 
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 シティホテルマーケットとビジネスホテルマーケットは境を持ち、各々その

中で競合しています。このような中で競争しないために、単に 2 つの間を行く

中途半端なホテルスタイルを考えても無駄です。また顧客のアンケート調査を

見ても何も生まれてきません。顧客ニーズは「より安く、より良いものを」しか

求めていません。 
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３.4つのアクション 

ブルーオーシャン戦略とは、新しい価値曲線を描くことです。そのヒントとし

て「4 つのアクション」というものを提案しています。 

（ⅰ）業界常識から取り除くべきもの 

（ⅱ）業界標準から思いきり減らすもの 

（ⅲ）業界標準と比べて大胆に増やすべき要素 

（ⅳ）業界でこれまで提供されていないが、今後付け加える要素 

 筆者が近年よく利用しているホテルはリッチモンドというホテルチェーンで

す。このホテルを上の 4 つのアクションで考えてみます。「→」の右側がリッチ

モンドがとったマーケティングアクションです。 

（ⅰ）について 

・部屋での飲食サービス→ルームサービス、冷蔵庫の飲料が一切ない 

（ⅱ）について 

・フロントの人的サービス→チェックイン、チェックアウトは機械で利用者自
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身が行う 

 ・朝食サービス･･･簡単な軽食のみとする 

（ⅲ）について 

・ビジネスマン向けサービス→インターネット無料、ズボンプレス常備、新聞

無料 

 ・ベッド→枕を快適なものにする 

 ・立地→駅前立地を目指す 

（ⅳ）について 

・空間サービス→空気清浄機常備 

 ・価格プランサービス→ビジネス用途に応じて、さまざまな料金プランを用意 

 ・女性向けサービス→女性向けアメニティ、女性向けフロアを用意 

 これを元に戦略キャンパスを引くと次のようになります。 
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 ブルーオーシャン戦略は「戦いを避ける」というよりも、「戦いの項目」を変

えることで、既存業者が対抗できない（商品改良にカネがかかる）ようにすると

いうものです。 
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テーマ 35：アライアンス・マーケティング 

 売り手同士が競争を続けていくと、果てしない消耗戦となります。ここに 1 つ

のアイデアが生まれます。競争をやめて手を握ることです。184 ページで述べた

コラボレーション、アライアンスです。マーケティングの世界ではこの 2 つを

区別しないでアライアンス・マーケティングと表現します。 

 

１．アライアンスシナジー 

A 社と B 社がアライアンスする目的は、単独で事業を行うよりも何らかのシ

ナジーが得られることにあります。マーケティングから見たアライアンスシナ

ジーとしては次のようなものが考えられます。 

・競争環境の変化 競争関係にある A 社と B 社がアライアンスすることで、互

いの競争ロスがなくなり、共通のライバルに対する競争力が高まる。 

・経営資源の共有 A 社と B 社がアライアンスすることで、片方にあって片方
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にない資源が相互に補完される。 

・新規資源開発費の負担 A 社、B 社がともに持っていない新しい資源を開発

した時、その投資負担が縮小する。特に研究開発、ノウハウ、情報システムの様

に、両社で同時に利用できて、コピー性が高いものはアライアンスメンバーが増

えることで、その分担は「わり算」的に下がっていく。 
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２．アライアンスの課題 

アライアンスは上のようなシナジーという幸せがありますが、次に挙げるよ

うな課題を抱えることになります。 

①新しい意思決定ルール 

 アライアンスの最大の特徴は「互いが独立したまま」ということです。つまり

最終意思決定者である社長が 2 人いるということであり、これが M&A（合併、

買収）と異なる点です。アライアンスではこの独立性をキープしたまま、新しい

意思決定ルールが必要となります。 

②目的 

 A 社と B 社がアライアンスを組む時は、必ず「共通の目的」があります。共

通の目的があれば当然のことですが、「共通ではない個別企業としての目的」も

あり、それが互いにトレードオフ（両立が難しい状態）の関係になることも多い

といえます。 

 メーカーと小売業がアライアンスを組んで「消費者に共通の商品を売る」とい
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う目的を持ったとしても、メーカー、小売業にそれぞれ「自企業の利益」という

目的があります。「メーカーの利益の増大」（小売業への販売価格の値上げ）は、

「小売業の利益の減少」をもたらすこともあります。 

③時間的継続性 

 アライアンスはある特定の目的を達成したら終わりという、いわゆる請負契

約的なものではなく、時間的継続性を持ちます。そして M&A とは異なり、「解

消」が容易です。アライアンスの合意は両者の合意で OK ですが、解消をどうす

るかをあらかじめ決めておかないとなりません。基本的にはどちらかが申し出

れば解消となるのでしょうが、いつでも申し出が可能なのか、解消によって相手

先に損害が生じたらどうするか…といったことです。逆に解消のルールが決ま

っていないとアライアンスの合意は難しいといえます。 

④資源共有性 

 A 社と B 社のアライアンスで各々の経営資源の一部が共有されます。しかし

アライアンスして 1 年がたち、A 社から B 社の共有資源を見ると、もはや価値
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がなくなってしまっていることも多いといえます。特に共有される資源が、ノウ

ハウ、情報などの場合にはそれが顕著です。A 社は B 社のノウハウを実行する

ことで学習してしまい、A 社自身のノウハウとなってしまうという現象です。共

有資源についてはライセンシング料（ノウハウ使用料のこと）という考えを取り

入れなければならないといえます。 

⑤分け前でもめる 

 最後の課題が共有で得たシナジーというもうけを、独立企業がどういう比率

で分配するかということです。アライアンスが解消されていく最大の理由がこ

れであり、「分け前でもめる」ということです。 

もうけが出る前に分配ルールを決めておかないと（もうけが出てからではど

ういうルールにすればどちらが得かがわかってしまう）、必ずと言ってよいほど

アライアンスは破綻します。 
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３．アライアンス・マーケティングのパターン 

アライアンス・マーケティングは次の 3 つのパターンに分けることができま

す。 

（1）水平型アライアンス 

 いわゆる同業者によるアライアンスです。例えば部品メーカー数社が共同で

Web サイトを作り、インターネット上で販売を行う(e マーケットプレイスなど

とよばれる）場合で考えてみましょう。 

 水平型アライアンスは競争関係に大きな影響を与えます。１つはこの e マー

ケットプレイスに参加していない企業に対してアライアンスのメンバーが競争

力をつけることであり、もう１つは e マーケットプレイス内で新しい限定的な

競争関係を生むことです。 

前者の競争優位性によってアライアンスメンバーはメリットを得ます。後者

の競争関係によってこの e マーケットプレイスの買い手がメリットを得ます。

後者は簡単に言うと e マーケットプレイス内にいることで競争させやすい（見
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積競争などをさせやすい）ということです。そう考えると水平型アライアンスで

のメンバーは相互補充性の高い商品（商品が競合せず、といって全く違うもので

もなく、同時購買率が高い）を持つ企業がベストといえます。 

 

（2）垂直型アライアンス 

 常時取引をしている企業同士がアライアンスを組むというものです。先ほど

の部品メーカーでいえば、顧客である最終完成品メーカーとアライアンスを組

むというものです。 

 この垂直型アライアンスではメンバーに中核となる企業がいるか、いないか

で 2 つに分かれます。前者を中核型、後者をグループ型といいます。 

中核型はそのアライアンスが中核企業の手で、中核企業のために行われるも

ので、発生するコストはすべて中核企業が負担します。日本で古くから大手メー

カーに見られるスタイルであり、上流の下請工場、下流の特約卸（自社商品を売

ってくれる）をメンバーとする、いわゆる系列です。このスタイルでは先ほどの



Lesson3 セッション 2：競争マーケティング 

 

449 
© 2020 MC システム研究所 

 

アライアンスの課題を、中核企業がプロフィットセンター（すべての投資を負担

し、リターンをすべて享受できる）、残りがコストセンター（かかった費用はす

べてプロフィッターに負担してもらえる）という形でほとんど解消してしまい

ます。そしてたった 1 つ残るのが時間的継続性です。アライアンス解消の決定

は中核企業が行い、そのダメージはほとんどありません（ない時に解消する）。

その他のメンバーはコストセンターからのいきなりの独立を求められます。彼

らはアライアンス内で特定の機能しか分担しておらず、1 企業体として存在する

のが難しくなり、企業存続の危機を迎えます。そしてその欠如する機能は多くの

場合マーケティングです。 

 グループ型というのは取引関係にある企業が対等の関係でアライアンスを組

むものです。大手メーカーと大手小売が新商品開発、在庫削減など特定目的でア

ライアンスを組むものが典型です。前者はグループマーチャンダイジング、後者

は製販同盟、サプライチェーンなどとよばれています。ここではリターンの分配

が大きなテーマといえます。 
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 ただインターネットを利用している限り、水平型、垂直型とも e マーケット

プレイスはそれを作った人の意図から離れ、オープン化していきます。つまり誰

でも参加できるネットワークへと進化していきます。ここでは同一商品、同一タ

イプの商品を取引すれば、価格競争力の高い企業の圧勝となっていきます。つま

りパワー・マーケティングの世界となります。 

 

（3）アウトソ－シング型アライアンス 

 同業関係でも取引関係でもない場合は、アウトソーシングという表現がとら

れます。企業は本業以外にさまざまなスタッフ機能が必要です。一方でこのスタ

ッフ機能を本業としている企業もあり、そこに委託した方が合理的なことも多

いといえます。例えば情報システムの開発・運用、資金の調達…。そして企業に

とってはもはやスタッフ機能とよべなくなってしまったものも委託せざるを得

なくなっています。（その代表は情報システムです。）この場合アウトソーシング

という表現が使われます。このようなアウトソーシングは委託、外注というより
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もアライアンスという表現がぴったりです。 

 

 このアライアンス・マーケティングはアメリカではサプライチェーン（485 ペ

ージ）、日本ではバリューチェーン（476 ページ）というスタイルで結着してい

きます。 
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Lesson3 セッション 3：カスタマー・マーケティング 

453 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 36：エリア・マーケティング 

 カスタマー・マーケティングとは競争、ライバルではなく、顧客を中心にマー

ケティングを考えるというものです。その原点はマーケットをセグメンテーシ

ョンすることです。 

 

１．セグメンテーション・マーケティング 

カスタマー・マーケティングでまず注目されたのは、「マーケットを分けて考

える」という発想です。そして分ける要素は買い手、つまり顧客です。この分け

た単位をセグメントといいます。 
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・マスマーケティング⇒自社の商品から考えてマーケットを均一のものと考え

ること。 

・セグメンテーション・マーケティング⇒自社が対応しているマーケットは、セ

グメントという細分化された単位の集まりであり、それぞれ別のマーケットと

考えていくこと。 

・セグメントキー⇒細分化変数。マーケットをセグメント化する基準のこと。 

 

カスタマー・マーケティングのセグメントキーは以下の 2 つに分けることが

できます。 

①エリア（地域） 

 顧客のいる地域をベースとしてセグメンテーションするものです。これがエ

リア・マーケティングです。セグメンテーション・マーケティングの走りであり、

代表例であり、その基本といえます。これをベースとして多くの企業で支店、営

業所というものが作られています。 

定義
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②顧客属性 

 顧客が持っている性質や特徴（属性という）に着目して、セグメント化するも

のです。個人を対象とするものでは、ヤングマーケット・シルバーマーケットと

いう年齢、サラリーマンマーケットという職業、高所得者マーケットという年収

などがあります。企業では大企業・中小企業、業種、業態などが代表例です。こ

こに使われる代表的手法がロイヤルティ・マーケティング（次テーマ参照）です。 

セグメンテーション・マーケティングでは、402 ページのコトラーの定義をベ

ースとして次の用語をよく使います。 

ニーズ⇒needs。対象セグメントの顧客が持っている特定商品に対する要望。

この総量をパイ（セグメントごとの需要量や需要額）という。 

シーズ⇒seeds。売ることができる能力。売り手が特定セグメントに提供でき

る商品、およびそのアイデア。 

 

 

定義
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２．エリア・マーケティング 

 エリア・マーケティングの発想は次のようなものです。 

 

ビールマーケットでいえば、ポテンシャルパイはそのエリアでビールを飲み

たいと思っている人が生む総需要です。ビールを飲みたいからといって、必ずし

も飲むわけではありません。家にいてビールがない、酒屋も近くにない…といっ

たことです。実パイとはポテンシャルパイのうち本当にビールを飲んだ量のこ

ポテンシャルパイ⇒そのエリアが本来的に持っているパイ

実パイ⇒実際に発生したパイ

シエア⇒実パイのうち特定の会社が取ったパイB社
C社

A社

定義
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とをいいます。この実パイを各社がシェア（share：「分け前」という意味）しま

す。 

エリア・マーケティングは次のように進めていきます。 

①ポテンシャルパイの推定 

 ポテンシャルパイを地域の属性データを使って推定します。推定方法はさま

ざまなものがありますが、回帰分析というものが用いられることが多いといえ

ます。このやり方については e－ラーニングの「数字活用力向上講座」で学んで

ください。 

ただデータがあまり手に入らない時は簡単にやる方法もあります。例えば次

のようなものです。完全にその商品が浸透してしまっている（ポテンシャルパイ

＝実パイ。後で述べる顕在率が高いということで、ビールでいえばコンビニや自

販機があり、いつでも手に入る）エリアを抽出し、このエリアのポテンシャルパ

イ（＝実パイ）を特定エリアの属性（例えば成人人口）で割ります。これで成人

一人当たりが求めるビールの量（ユニットパイという）が出ます。残りの各エリ
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アは成人人口を調べ、ユニットパイをかければエリアのポテンシャルパイを出

せます。 

 

②実パイの調査 

 各エリアでの実パイ（自社および他社の総売上）を調査します。494 ページの

マーケティングリサーチはここから始まったといえます。 

 パイ顕在率＝実パイ／ポテンシャルパイ 

パイ顕在率によって異なるマーケティング戦略をとります。 

 

③パイ顕在率の高いエリア 

 次の 2 つに分けて考えます。 

・エリア内シェア＜トータルシェア 

 自社のトータルシェア（各エリア合計のシェア。例えば日本全国、この時はナ

ショナルシェアという）と比較して、当該エリアの自社シェアが小さい時は、他

定義
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社からのリプレースを考えます。トータルシェアが商品力と考え、取れてもおか

しくない「分け前」が来ていないと考えます。 

・エリア内シェア≧トータルシェア 

 ここでは 2 つのことを考えます。1 つは他社シェアがトータルシェアに比べ

て低いので、他社がリプレース攻撃をかけてくることが想定されます。それに対

抗すべくロイヤルティ・マーケティングなどを実施します。もう 1 つはポテン

シャルパイの拡大です。ビールでいえば「飲みたい」と思う需要自体を増やすこ

とです。例えばビールが「油っこい料理に合う」というイメージを払拭して「和

風のビール」といった提案をしていきます。 

 

④パイ顕在率の低いエリア 

 実はエリア・マーケティングはこのエリアを見つけるためにあるといっても

過言ではありません。このエリアを早く見つけ、アプローチしていくものです。

つまりその商品を求めている人にタイムリーに自社商品を届けていくことです。
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ここではポテンシャルパイが実パイとして現れない理由（例えば商品認知され

ていない。近くに店がない）を調査します。そしてその理由を排除するためのマ

ーケティング・ミックス（商品試用のプロモーション、チャネル開拓…）を実施

していきます。 
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テーマ 37：ロイヤルティ・マーケティング 

 ロイヤルティ・マーケティングは現代マーケティングの主流といえます。 

 ロイヤルティ・マーケティングでは「誰が自社の大事な客か」ということが原

点となっています。この「大事さ」を貢献度という形で表します。貢献度は当社

のマーケティング目標つまり予算目標にあわせます。売上予算なら貢献度とし

て売上（売上の大きい顧客の貢献度が高い）を、粗利予算なら粗利を…といった

ものです。 

そのうえで次のように進めていきます。 

 

１．ロイヤルティ・マーケティングの進め方 

（1）顧客の分類 

①3分類する 

 貢献度によって自社の顧客を分けます。クライアント（大事な客）、ゲスト（通
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りすがりの客）という分類もありますが、ロイヤルティ・マーケティングでは次

の３つの分類を用います。 

 

 

 

貢献度は見方を変えると自社への「忠誠度」（loyalty：ロイヤルティ）ともい

えます。そのためこれをロイヤルティ・マーケティングといいます。また 142 ペ

ージで述べたようにこのロイヤルティをエンゲージメントと表現する人もいま

す。その時はロイヤルティ・マーケティングはエンゲージメント・マーケティン
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グといいます。まあロイヤルティ・マーケティング≒エンゲージメント・マーケ

ティングと考えて大丈夫です。 

お店でいえばロイヤルカスタマーはその店が好きで、その店しか行かない「常

連客」です。マジョリティというのは「常連客予備軍」、ディスカウンターは安

ければ他の店に行ってしまう「浮気な客」という意味です。 

 

②分類の方法 

 数多くあるものを何らかの基準で分類する時、ABC 分析というものがよく用

いられます。 

ABC 分析⇒分類対象を特定の基準で、A、B、C の 3 つのグループに分け、グ

ループごとに対応方法を変えること。 

ロイヤルティ・マーケティングでは、上の定義にある「分類対象」は顧客、「特

定の基準」は貢献度となります。この ABC 分析は普通はエクセルを使ってやり

ます。その具体的なやり方は「プロコンサルタントの最強エクセル術」を参照し

定義
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てください。 

ここでの進め方のイメージを簡単に述べておきます。 

まず顧客を貢献度（例えば売上）の高い順に並び替えます。次に縦軸を貢献度、

横軸を顧客とするグラフを作ります。その上で№１の顧客をプロット（グラフに

点を打つ）し、さらに№1 と№2 の売上を足してプロットし…という形でプロッ

ト図（581 ページ）を書きます。 

ここでは顧客の分類に限らず、「20 対 80 の法則」（パレートの法則ともいう）

というものがよく表れてきます。上位 20％の顧客で企業売上全体の 80％を占め

るというものです。残り 80％の顧客は 20％の貢献しかしていないというもので

す。さらに顧客を 30％増やして、全体の 50％まで持っていくと全体の売上の

90％にまで達します。つまり残り 50％の顧客は全体の 10％しか貢献していない

ということです。これは売上よりも粗利などの利益を貢献度とすると顕著に表

れます。 
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売上

20％ 30％ 50％



Lesson3 セッション 3：カスタマー・マーケティング 

466 
© 2020 MC システム研究所 

 

これによって上図のように顧客を A ランク、B ランク、C ランクに分けます

（もちろん 20 対 80 の法則が成り立たないこともあります。その場合は顧客の

20％か貢献度の 80％のどちらかを A と B の境とすれば OK です。B と C の境

も同様です）。 

このまま A、B、C を先ほどの 3 分類としてもよいのですが、人間の直感と合

わないことが多いといえます（特に顧客の数が多い時）。この時は A ランクの顧

客だけで、もう 1 度 ABC 分析をやります。すると A ランクの客にも「20 対 80

の法則」が成り立って、そのうちの 20％（AA とよぶ）でその 80％（全体の 64％）

の売上を出します。これは顧客全体の 4％ですが、区切れのよいところで 5％く

らいをよくとります。これがロイヤルカスタマーの境目です。 

一方 C ランクでもう一度 ABC 分析をやり、その中で C ランクとなった客

（CC）をディスカウンターとします。CC は 50％×50％＝25％くらいとなるこ

とが多いといえます。マジョリティは当然、全体からロイヤルカスタマーとディ

スカンターを引いたものです。 
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こうしてロイヤルカスタマー5％、マジョリティ 70％、ディスカウンター25％

となり、人間の直感的な顧客構成イメージと一致することが多いといえます。 

 

（2）ロイヤルカスタマーの分析 

 ロイヤルカスタマーとなった顧客を分析して、その像を作ります。 

①顧客データベース 

 ロイヤルカスタマーの分析には顧客データベースとよばれるものが使われま

す。顧客データベースとは、顧客を第１キーとして、コンピュータ上に持つマー

ケティングデータのことをいいます。 

顧客データベースは次のような 3 つの領域に分けて設計されます。 

 

顧客属性には454ページで述べたセグメントキーの他に ID（identifyの略で、

一般的には本人だと識別することを指す。顧客番号、氏名、住所、電話番号、メ
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ールアドレスなど）を入れておきます。ID は顧客を識別するためではなく、セ

グメントキーとして使うこともあります。 

 販売履歴にはいつ何を販売したかを入れておきます。 

マーケティング履歴には、過去にこの顧客に対してどんなマーケティング行

動をとったか（セールスが訪問した、メールを打った、値引きをした…）を入れ

ておきます。 

 

②ロイヤルカスタマーの像 

 この顧客データベースによって「ロイヤルカスタマーの像」を見つけるのです

が、日本では顧客属性（セグメントキー）によるものが主流でした（アメリカで

はマーケティングに顧客のプライバシー情報を使うことを避けることが多いと

いえます）。つまりロイヤルカスタマーとそれ以外の顧客属性の違いを考えてい

くことで、その像を見つけていくものです。 

これには次の 2 つのアプローチがあります。 
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・顧客属性とロイヤルカスタマーの間にどういう関係があるのかを、顧客データ

ベースを使って統計的に分析する。 

・人間がその違いを考えて、その仮説があたっているかを顧客データベースで見

てみる。 

 基本的には両者を組み合わせるのですが、多くの企業では後者のアプローチ

を中心にしています。これは統計手法がうまく使いこなせないということでは

なく、後者の方が効果的なアプローチができることが多いからです。これを仮説

の検証といいます。 

例えば小売店舗で「40 代の主婦がロイヤルカスタマーだ」と仮説を立てれば、

「40 代の主婦とそれ以外の売上平均値を比較する」、「40 代の主婦とそれ以外で

ロイヤルカスタマーになっている比率を比較する」、「40 代の主婦でロイヤルカ

スタマーとそれ以外について他の属性、マーケティング履歴を比較する」…とい

ったものです。さらにロイヤルカスタマーから 40 代の主婦を取ってしまい、そ

の残りの像を見つけてみる、20 代のカップル…といったことです。 
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２．CRMとロイヤルティ・マーケティング 

 近年ではロイヤルティ・マーケティングに 404 ページの CRM（顧客との関係

を良好にする）という考え方を組み合わることが多くなっています。ここでは単

純な 3 分類ではなく、自社商品に対するロイヤルティと顧客満足度（CS）を使

ったマトリクスで考えます。 
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「ロイヤルカスタマー予備軍」については、CS が高いのにロイヤルティが低

い（リピート率が低い）理由を分析し、これを高める努力をします。その原因は

ロイヤルカスタマー
予備軍

ロイヤルカスタマー

ゲスト 囲い込み

低い 高い

高い

低い

〔ロイヤルティ〕

〔
C

S
〕
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「顧客が購買、使用したその商品がその企業からのものだと気が付かない」とい

ったケースがよくあります。例えば「商品が組み合わされて流通から販売されて

おり、顧客の企業の商品だと認識できない」といったものです。建物マーケット

などでは、その建物をオフィスとして働く人（これが顧客）が、その建物に付い

ている空調設備を気に入っていても、その設備がどの企業から提供されている

かを知りません。そのためロイヤルティが生まれてないというものです。これに

対しては当然のことながら「空調設備をやっているのは自社です」ということを

顧客に知らせることが必要です。そのためには「その企業のブランドを表示をし

て、そのブランドを広告宣伝していくこと」や、「建物を販売している企業と手

を組んで顧客へ提供してくこと」などが考えられます。前者がコーポレート・ブ

ランド（409 ページ）、後者がバリューチェーン（476 ページ）です。 

 

「囲い込み」とは CS が低いのにロイヤルティが高い顧客です。典型的なもの

がパソコンの Windows のようなものです。どう考えても使い勝手が悪く CS は
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低いのに、これまで使ったデータなどを使うには次のパソコンでも Windows に

しなくてはならない（リピート購買する）といったことです。この時、競争マー

ケティングならさらなる囲い込み、つまりロイヤルティ（リピート購買）をさら

に高めていくことです。しかしカスタマー・マーケティングでは顧客の立場で考

えるのですから、ロイヤルティよりも CS を高めていくことを考えるべきです。

つまり CS を上げてロイヤルカスタマーへと移します。 
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「ロイヤルカスタマー」には、CRM、つまり良好な関係をキープしていく為

の行動をとります。 

具体的には次のようなものです。 

・識別マーケティング CRM の基本です。まず当該顧客がロイヤルカスタマー

（ロイヤルカスタマー中の予備軍も含め）であることを社内に徹底します。セー

ルスマン、店員のみならず受付、電話応対者、ドライバー、警備員…など顧客と

接する可能性のある関係者にこれを徹底し、社名、個人名などを覚えさせ、あら

ゆる局面で VIP 待遇をとります。 

・インセンティブ・マーケティング 航空会社のマイレージやクレジットカード

のゴールドカードのように、ロイヤルカスタマーに対してあらゆる面で有利な

販売条件・サービスを提供します。値引き、ポイントといったプレミアムサービ

ス（特別のサービス）、仕事の優先度や支払条件など、考えられるすべてのイン

センティブ（「刺激」のこと。マーケティングではよくこう表現する）をロイヤ

ルカスタマーに集中的に実施します。 
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・ステータス・マーケティング ロイヤルカスタマー同士が集まる場、会などを

主催し、その会に入っていることに優越感を持たせるように考えます。ミリオン

クラブ（100 万円以上購買した客など）といったものです。さらにこのメンバー

同士のさまざまな交流の場（SNS、パーティ、勉強会…）を作ります。 

・ハッピーコール・マーケティング ハッピーコールとは、もともとは用もなく

「お元気ですか」とかける電話のことですが、マーケティングではメールマガジ

ン（メールによるさまざまな情報提供）、定期的な訪問、情報や試供品の提供な

どを指します。ロイヤルカスタマーや予備軍にこれを実施し、不満、クレームを

抽出し、ロイヤルカスタマーが離れてしまう理由、ロイヤルカスタマーにならな

い理由を早期に発見します。近年ではこのためにカスタマーセンターをクレー

ム処理ではなく、こうしたマーケティングの一環としてとらえる企業も増えて

います。 
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テーマ 38：バリューチェーン 

 日本では前述のエリア・マーケティング、ロイヤルティ・マーケティングをベ

ースとしたカスタマー・マーケティングにバリューチェーンという考え方を取

り入れています。バリューチェーンは顧客に提供する価値（バリュー）に着目し

て、複数の企業がアライアンス（チェーン）を組んでいくものです。そしてそれ

が現代のジャパニーズ・マーケティングの基本型となりつつあります。 

 ここではバリューチェーンまでの道のりを追いかけてみましょう。 

 

１．日本型 VMS 

①日本型 VMSの誕生 

 バリューチェーンは、顧客へのバリューを複数の企業で提供していくもので

す。例えば清涼飲料であれば、「飲み物」を売るのではなく、「喉の渇きを取る」

という価値を飲料メーカー、物流業者、小売店がチェーンとして提供するという
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ものです。 

 このバリューチェーンに最も近い形は、戦後の日本で誕生した消費財におけ

る日本型 VMS といえます。松下（現パナソニック）のナショナルショップ（松

下の家電の専売店）であり、トヨタのカンバン（部品メーカー－組立メーカー－

自動車販売店が実質的なチェーンを組む）、資生堂の花椿会（メーカーが卸、小

売を実質的なチェーンとする）といったものです。顧客から遠いメーカーが流通

を支配、と言うよりも自らの手、自らのカネで構築していくものです。消費財メ

ーカーの作った商品を最終消費者まで届ける仕組ですが、472 ページの「囲い込

み」とは異なる戦略です。それは顧客へ「商品の使い方、選定方法を説明する」

という情報機能、「顧客へ商品を届ける」という物流機能、「顧客が使用中に困っ

たことがあった時にサポートする」という保守機能をもメーカーと流通が 1 つ

の組織（これをチェーンと表現する）として顧客にワンストップサービスを提供

するというものです。 

 



Lesson3 セッション 3：カスタマー・マーケティング 

478 
© 2020 MC システム研究所 

 

②日本型 VMSの普及 

 しかしこの日本型 VMS は変化していきます。それは当然のようにライバルメ

ーカーが同じような VMS を作っていくからです。松下でいえば日立、東芝、三

菱であり、トヨタでいえば日産、ホンダであり、資生堂でいえばカネボウ、コー

セーです。この VMS の最大の目的は「ライバルに勝つ」（「負けない」）ことで

あり、ここでの焦点は「商品」（差別化戦略）と「価格」（コストリーダーシップ

戦略）です。しかし日本には「業界」という不思議な組織があり、ライバルと戦

う戦略とともに「業界全体の利益」をもあわせて考えます。業界全体を考えれば、

もし戦うのであれば「商品競争（これなら業界全体のパイを増やしてくれる）だ

けとし、価格競争についてはやらない」というのがこのゲームの解です。そこで

生まれたのが「建値」という考え方です。各メーカーが「希望小売価格」という

形で最終消費者への販売価格を設定し（固定し、ライバルにも公開し）これを守

っていきます。価格設定は、家電業界であればトップ松下の価格を基準として、

機能を高くすれば少し高く、機能を落とせば少し安くといった形です。そして価
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格を下げないことで、顧客へのサービスを保ち、自然な形でブランド（信頼感）

を生みます。「このメーカーなら安心」「壊れない。壊れても修理してくれる」「機

能が高い」･･･。このブランドイメージを訴えるべくテレビコマーシャル（テレ

ビで宣伝しているから安心）という超高価格プロモーションにカネをかけます。

さらには流通側にも利益を与えるべく、リベート（流通がたくさん売れば、戻し

金がメーカーから得られる）、返品（店頭において売れなければ戻せる）という

チャネルプロモーションを行います。商品は高価格となりますが、逆にこれが高

品質ブランドのイメージを作り、マーケットがシェアされていきます。 

 この高信頼商品の VMS のサクセスを見て、日用品（食品、日用雑貨･･･）に

もこのスタイルが誕生します。利益が高く、カサばるもの（ビールなど）は小売

を専売の VMS としますが、小売を専売にすることができないものは卸までを

VMS とし、小売に対しては売場を提供してもらうという形を作ります。 

消費財の日本の流通構造は建値、リベート、返品という 3 種の神器でメーカ

ーが完全な VMS を作るものでした。 
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③上流競争モデル 

 流通過程において顧客から遠い方を上流、顧客から近い方を下流と表現しま

す。日本は上流の力が強いと上記のように VMS となりますが、下流が強いと下

記のような新しいマーケティングモデルが生まれます。 

 消費財でいえば、最初に誕生したのが百貨店であり、力の弱い消費財メーカー

と「取引」をベースとした新しいモデルを作り出します。「取引」とは商品、価

格について条件折衝していくことをいいます。 

 百貨店はアパレル（衣料メーカー）のように経営基盤の弱い（流行があって売

上がブレる）メーカーに対し、小売価格をハイレベルに設定し、メーカーの利益

を守ることを約束し、代わりに厳しい取引条件を要求して競争させます。それが

消化仕入（売れた分だけ仕入れる）、派遣店員（販売を納入先のメーカーにやら

せる）といったものです。 

百貨店側は一等地立地、エスカレーターやエレベーターという設備により、高

級ストアブランドを確立します。すなわち「ここで買えば安心」がビジネスモデ
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ルの中核です。 

しかしこれは顧客から見たフロント側であり、バックエンドでは百貨店とい

う店舗内で納入メーカーが激しく競争するモデルです。これが上流競争モデル

とよばれるものです。しかしこのモデルは顧客の価値に着目しているわけでは

ないのでバリューチェーンとはいえません。これを百貨店の次の雄である総合

スーパー、コンビニが踏襲し、メーカーという上流を競争させるモデルを継続さ

せていきます。こうして消費財業界には VMS と上流競争モデルが並存していく

ことになります。 

 この上流競争モデルは建設業界にも見られます。顧客に近い下流のゼネコン

（ゼネラルコントラクターの略）が建物建設の受注窓口となって、上流の工事業

者を競争させるというものです。 
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④日本型 VMSの崩壊 

 先ほどの日本型 VMS にインパクトを与えるのがグローバル化です。 

 家電、自動車などがグローバル化、特にその商品を開発したアメリカへ逆上陸

し、圧勝してしまいました。アメリカの見方は「日本は VMS で無競争のメーカ

ーが高く売って利益を出し、そのカネで競争の国アメリカで戦っている」という

ものです。 

 まずアメリカが着目したのが大店法（中小小売店を守るために大型店を出店

させない）という日本にあった大型小売業への規制です。小売が弱いが故にこの

VMS が成立していると考えます。そこで大店法の撤廃を強く求め、これらを非

関税障壁と指摘しました。そして外資系の大型店（トイザラス、ウォルマート･･･）

を出店させるように政府に求めました。日本はこの要求を飲み、大店法を廃止し、

基本的には大型店が自由に出せるようになります。さらにアメリカは VMS を崩

すべく、独禁法＊の適用強化を強く求めます。VMS の戦略の柱といえる再販売

価格維持行為（建値のように、自社商品の販売先が再販売する価格をコントロー
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ルすること）は独禁法で不公正取引として禁止しており、これを遵守するように

流通規制ガイドラインを出します。 

しかし外資系大型店の圧勝とはならず、日本型の「大型店」などが圧勝してい

きます。その典型が家電量販店であり、結果的にはこれがもっとも強いといわれ

た「家電業界の VMS」を崩し、自らのディスカウント・プライスを上流のメー

カーに求めていきます。 

このような中で、日本のリーダーたる家電メーカーは大ピンチとなります。価

格競争へと突入せざるを得ず、ずるずると利益を落としていき VMS という高額

のチャネルを維持できなくなってしまいます。さらにはグローバル化の中で韓

国、中国といった人件費の安い国から追撃されることとなります。この中でメー

カーが考えたのは自らの上流を競争させることです。そのため子会社にしてい

た部品工場を閉鎖、売却し、EMS（Electronic Manufacturing Service：部品生

産などにおいて特定の親工場への納入ではなく、さまざまな組立工場へ納入し

ていくサービス）というスタイルでの供給を求めます。さらには組立工場をも売
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却して OEM 供給（Original Equipment Manufacturing：納入先のブランドで

製品生産すること）を外部に求め、ファブレスメーカー（生産しないメーカー）

へと変身していきます。つまり上流競争モデルへのシフトです。 

＊独占禁止法。巨大企業がマーケットを独占することを禁止するとともに、競争を妨げるようなさまざま

な取引を不公正取引として禁止している。 
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２.サプライチェーン 

 一方、もう一つの日本型 VMS の典型といえる自動車業界にも変化が見られて

きます。自動車という高級品で、めったに売れず、在庫も難しく（店にすべての

商品を置くことが難しい）、保守が必要、セールスが必要、といった条件が重な

り、他業種同様にアメリカから外圧を受けながらも、ディーラーという日本型

VMS は崩壊することはありませんでした。 

しかしここにインターネットの風が吹きます。海外の自動車メーカーは世界

中の部品の価格、性能の比較を簡単にできるようになり「世界最適調達」という

流れが生まれます（447 ページの e－マーケットプレイスのオープン化です）。

その中で系列となっていた部品メーカーは自動車メーカーから独立し、かつ合

併し、大型化してコストダウンを図ってきます。こうした中でトヨタを始めとす

る日本の自動車メーカーも上流競争型へとシフトしていかざるを得なくなって

いきます。 

 ここに生まれたのがサプライチェーンというマーケティングモデルです。製



Lesson3 セッション 3：カスタマー・マーケティング 

486 
© 2020 MC システム研究所 

 

品、部品といった上下流において親、下請という概念ではなく、インターネット

を通して緩くつながり、「注文と供給を一定ルール」で継続して行い、かつ取引

先を含めて随時変更していくことです。消費者への供給（サプライ）をチェーン

（その時は 1 つの企業のように）として行うというもので、トヨタのカンバン

をオープン化したものと言ってもよいものです。このサプライチェーンの名を

世に知らしめたのが、パソコン業界におけるデルです。顧客の注文があってから、

部品メーカーより部品調達し、組立て、販売するというものです。 

 このサプライチェーンがインターネット時代においてさまざまなチェーンス

タイル、すなわちアライアンスモデルを総称していきます。先ほどの日本型VMS

から変化した上流競争型もサプライチェーンとよばれるようになります。 
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３.バリューチェーンの提唱 

（1）バリューチェーンの誕生 

このサプライチェーンの目的は、価格競争における優位性、すなわちいかにコ

ストダウンするかです。見ている所はライバルです。しかしこのスタイルのサプ

ライチェーンは多くのものが崩壊していきます。戦争をすれば敗者が生まれ、そ

のサプライチェーンはなくなり、敗者を吸収する形で勝者がますます力をつけ

ていくことです。 

 家電業界では新興勢力の韓国、台湾勢の圧勝となります。まさに日本型 VMS

がアメリカを倒したのと同様に、財閥系 VMS（65 ページの持株会社を頂点とす

る巨大企業グループ）が日本メーカーに圧勝します。こうして惨敗した日本メー

カーは「メイド・イン・ジャパン」のブランドを強化して世界中のマーケットで

戦いますが、なかなか勝てません。 

ここで「ライバルばかりを見ていては勝てない。顧客への価値提供を考えるべ

き」として“バリューチェーン”という考え方が日本で生まれてきます。実はバ
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リューチェーンを最初に言い出したのは427ページの競争の大家ポーターです。

しかしポーターが言ったのは、このチェーンを組むことによってライバルに勝

つことが目的であり、サプライチェーンの 1 スタイルです。つまりライバルに

勝つための競争マーケティングの 1 つのスタイルとして提案したものです。一

方、日本型バリューチェーンは「顧客のために、顧客へ皆で協力して価値を与え

る」という理念を持つものです。 

バリューチェーンとサプライチェーンの違いがもう 1 つあります。それはサ

プライチェーンには必ずリーダー企業がいて、これがこのチェーンを構築、運用

し、支配していきます。一方日本型バリューチェーンの多くは 476 ページのよ

うにアライアンス、つまり協働というフラットなスタイルをとります。 
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このバリューチェーンを組んでいく際に、ストックビジネスとフロービジネ

スという考え方が脚光を浴びました。 

 

ストックビジネス⇒最初に投資をして（投資によって得るものがストック、例

えば工場）、そのストックが生んだキャッシュフローで投資を回収し、利益を出

していくビジネス。「回収できない」というリスクを抱える。 

フロービジネス⇒顧客からの注文（受注）によって仕事をスタートし、受注額

と仕事で発注する支払額の差が利益となる。回収という概念はなく、リスクが

少ない。 

サプライチェーンではリーダー企業（例えばメーカー）がストックビジネスと

してリスクを背負い、それ以外のメンバー（下請、流通業など）はフロービジネ

スを担うものです。 

一方、バリューチェーンはフラットな関係であり、この責任を負う企業が不明

です。そしてチェーン全体で考えれば、多くの場合基本的にはストックビジネス

定義
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（投資がある限り）であり、これを誰がどうやってそのリスクを負担していくか

が課題となります。 

 

（2）バリューチェーンへの追い風 

 バリューチェーンには今、追い風が吹いています。それは次の 3 つの社会環

境の変化です。 

 1 つ目は日本が社会全体として「戦争の虚しさ」に気づいたことです。社会が

成熟し（老化し）パイが増加しなくなった中でのシェア争いが、禁じ手としてき

た商品の価格競争をもたらし、かえってパイを金額的には減らし、デフレ（物価

が下がること）を巻き起こし、それがさらに社会を疲弊（老化）させていくこと

に気付きます。 

 そしてもうこれ以上パイが伸びないと気づいた業界は、競争から統合へと向

かっていきます。銀行を始め、鉄鋼、エネルギー、保険などの業界では、かつて

のライバル同士の結婚がどんどんなされていきます。その目的は競争力の強化
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ではなく、戦争の終結です。そしてその目はライバルではなく顧客へと向かって

いきます。これまで独禁法で競争を促してきた国も、戦争より平和が国に幸せを

もたらすことを知り、シェア№1と№2との合併といった「独占」となるものも

認めるようになります（グローバルシェアを考えれば独占ではないという理由

で）。 

 2 つ目のバリューチェーンへの追い風は、CSR の浸透です。CSR は 95 ペー

ジで述べたように公共責任（社会の害になることはしない）からスタートし、公

益責任（企業は社会利益のために行動する責任がある）、さらには存在責任へと

進んでいきます。この存在責任は「企業は何のために存在するか」という問いに

対する答えを「企業は社会へ貢献するためにある」とすることです。 

こうして企業目的は「利益を目指すもの」という定説から「企業は社会（顧客

の集合体）に価値を提供するものであり、そのために存在し続ける責任がある」

という“主張”へと変化します。ここにも「価値＝バリュー」というキーワード

が現われてきます。 



Lesson3 セッション 3：カスタマー・マーケティング 

492 
© 2020 MC システム研究所 

 

 3 つ目の追い風は、顧客が求める価値の多様化です。ビールでいえば「アルコ

ールを飲む人」「ビールを飲むことで食事をおいしく食べたい人」「ビールの味を

楽しむ人」といったように求める価値が多様化していくことです。（正確に言う

と売る側の企業がそれに気付いた。） 

 これを受けライバルに勝つために商品を差別化して作るのではなく、その多

様化した「価値」、すなわち顧客ニーズに対応していこうと考えるようになりま

す。ビールで言えば発泡酒、第三のビール、プレミアムビール、ノンアルコール

ビールを、ライバルに勝つためではなく、多様化した顧客ニーズに対応してそれ

にぴったりと合った価値を提供していくというものです。 

 この多様化したニーズに対応していくためには「顧客の目の前にいて価値を

渡す下流」と「顧客の遠くにいてその価値を作る上流」が「顧客ニーズに対応す

る」というテーマを持って手を握るしかありません。こうして自然な形でバリュ

ーチェーンが生まれてくることになります。 
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テーマ 39：マーケティングリサーチ 

 マーケティングリサーチとはマーケットの情報を収集することであり、これ

をもとにマーケティング戦略を立案しようというものです。マーケティングリ

サーチはプロのリサーチ会社に委託するというスタイルが一般的です。 

このマーケティングリサーチを出発点とするマーケティング戦略のスタイル

はジャパニーズ・マーケティングでは否定されています。それに代わって 109 ペ

ージで述べた戦略フロー思考によるマーケティング戦略立案がその中心となっ

ていきます。 

 

１.概要 

390 ページで述べたようにマーケティング=マーケティングリサーチと思って

いる人が未だに多くの企業で残っています。かつ企業のマーケティング部門に

はこれに頼ろうとする人たちが多くいます。そのため マーケティング戦略立
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案に戦略フロー思考をなかなかとれないのも現状です。 

この戦略立案を変革していくために、まずはこのマーケティングリサーチにつ

いてその概念を理解していきましょう。孫子の「敵を知り、己を知れば、百戦危

うからず」です。 

 マーケティングリサーチは、最寄品などの消費財マーケットにおいて、消費

者を対象としてプロによる“調査ビジネス”として確立され、多くのリサーチ

会社を生みました。このリサーチ会社にとってのロイヤルカスタマーは大手メ

ーカーです。その理由は次のようなことにあります。 

・最寄品の売り手企業であるメーカーは、流通業を通して販売しており、顧客

と直接会うことができない。そのため自社商品の顧客の情報を持っていない。

もっと言えば大手流通業はこの「顧客情報」を大量に持つことでメーカーに対

しての優位性を保ってきた。480 ページの上流競争モデルである。 

・顧客が多数の消費者のため、そのニーズは多様化し、かつ購買頻度も高いた

め、情報量は極めて多い。そして時とともに変化していく。 
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・時とともに変化していく顧客情報を収集できたとしても、それを統計的に処

理するのは素人には難しい。こうしてマーケティングリサーチは、プロのリサ

ーチャーがプロのテクニックを使って実施してくものとなり、その料金も極め

て高いものでした。しかしこれによって「情報分析（リサーチ会社）」と「分

析結果のマーケティングへの活用」の乖離を生んだといえます。 

 売り手企業から見ると、プロのリサーチはテクニックが専門的すぎて理解で

きず、その結果が推定、予測、仮説であっても「真実」のようにとらえてしま

い、それによって商品開発、マーケットイン（マーケットに新商品を導入する

こと）を進めていってしまうこと多くなりました。特に新商品開発のようなギ

ャンブル性が高いものは、リサーチ会社に「売れるかどうか」の判断さえも任

せてしまうことになりました。しかし多くの売り手企業では、商品開発者がこ

のリサーチの発注窓口になっていることが多く、リサーチ会社はこのロイヤル

カスタマーである商品開発者がもっとも喜んでくれる「売れる」という結果に
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持って行きたくなるのは当然のことです。そしてこれが成熟化したマーケット

の商品を多品種化させる 1 つの要因となってメーカーを苦しめていきました。 

 現代のマーケティングリサーチは、リサーチ会社に頼むのではなく、自らの

手で情報を集めることが中心となっています。一般的なスタイルは、企業の中

にカスタマーセンターのような「顧客を見つめる部署」を作り、自社 Web サ

イト、SNS（557 ページ）などを使って、リサーチというよりも「顧客の声を

聞く」というスタイルになっていきます。（実は私が最初に書いたマーケティ

ングの本は、PHP ビジネス新書の「誰でもできる！マーケティングリサーチ」

というものであり、「マーケティングリサーチをプロに頼むのはやめよう」を

テーマとして書いています。） 

 従来型のマーケティングリサーチでは定性調査（“数字にできないもの”と

いう意味だが、数字にできないものはない。と言うよりも数字にしないと統計

処理ができない）と定量調査に分けています。このテクニック（と言うよりも
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マーケティングリサーチの業界用語のようなもの）を以下に簡単に紹介しま

す。 

 

２.定性調査の手法 

・グループ・インタビュー･･･略してグルイン、あるいはフォーカス・グループ

インタビューなどともよばれるもの。要するに調査対象の商品のターゲットと

なる消費者を集めて行うグループ座談会。プロの司会者（モデレーターという）

がさまざまなテーマを、5～7 人のメンバーに与え、グループディスカッション

をさせる。 

・デプス・インタビュー･･･１対１で行うインタビュー。本来は精神科医が患者

に対して行う手法であり、深層心理学がベース。 

・投影法･･･これも心理学の性格テストから生まれたもので、語句や絵を見せて、

そこから浮かぶイメージを挙げてもらったり、文章や漫画を途中まで提示し、完

成させてもらったり、…というもの。人間は自分をそこに投影させるという理論
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がバックボーン。 

・街頭インタビュー･･･街頭で質問に答えてもらうというもの。これはよく見か

けると思います。 一度は調査を受けたり調査をしている人を見たことがある

と思います。 

 

３.定量調査の手法 

いわゆるアンケート調査が中心であり、データ処理は統計テクニックを使っ

て行います。アンケートの方法は面接、電話、郵便、メール、留め置き（配布し

て回収する）、会場集合（集まって行う）、観察（調査者が相手の状況を見て記入

していく）などがあります。いずれもダイレクトメール、訪問セールスの増加で

サンプル（調査対象）の確保が難しくなっており、近年では低コスト、大量サン

プルの確保が可能なインターネットが注目されています。ただインターネット

であればプロのリサーチャーに頼む必要もなく「誰でもできるもの」となってい

ます。そして今の SNS はリサーチという収集型ではなく、顧客自身が発信して
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いくものとなっています。 

 

４.その他の手法 

・テストマーケティング･･･新商品などの発表前に、限定地域で販売を行いマー

ケティングデータを得るもの。 

・パネル調査･･･消費者や小売店など、調査対象を固定して調査を続けていくも

の。 

・ミステリーショッピング･･･小売、サービスなどの店舗に調査員（ミステリー

ショッパー）が行って、接客態度などを調査するもの。 
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テーマ 40：フロー思考によるマーケティング戦略 

 現代のマーケティング戦略立案には、109 ページで述べた経営戦略と同じよ

うにフロー思考が用いられます。ただ経営戦略については長計、中計としてディ

スクローズされることが多いのですが、マーケティング戦略については必ずし

も表には出てきません。そのため企業によって異なるアプローチをとっている

のが普通です。 

ここでは複数のマーケットにアプローチしている企業について、一般的なマ

ーケティング戦略のフローを述べていくことにします。ケーススタディとして

学習してください。 

 

１．マーケティング戦略フロー 

 以下のようなフローでマーケティング戦略を立案しています。 
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最後のマーケットへのアプローチは、その企業のマーケティング理念によっ

て全く異なるものとなります。ここではマーケティング理念、マーケット・ポー

トフォリオについて述べることとします。これらの詳細は「マーケティング・イ

ノベーション」で学習してください。 

マーケティング理念 企業としてのマーケティングに
対する基本的な考え方

マーケット・ポートフォリオ 各マーケット間のバランスを考える

マーケット・ビジョン 各マーケットの“夢”を描く

マーケット・アプローチ マーケットごとに、夢への
アプローチ法を考える

マーケット・ビジョン

マーケットごとに

マーケット・アプローチ
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２．マーケティング理念 

その企業のミッション（企業理念など。111 ページ参照）を上位理念として、

マーケティングに関する理念をはっきりとさせます。前述のとおりジャパニー

ズ・マーケティングは顧客第一のカスタマー・マーケティングであり、競争では

なくアライアンスです。そしてそこから生まれるバリューチェーンが基本型で

す。 

このマーケティング理念を考える時、多くの企業が参考にしているのがドラ

ッカーという学者が書いた数多くの本です。彼はマーケティングに関する格言

のようなものを自著に書いています。これらのうちの代表的なものを挙げてお

きます。 

・企業の目的は 1 つしかない。それは顧客の創造である 

・企業の機能は 2 つしかない。マーケティングとイノベーションである 

・顧客は商品を買っているのではなく、欲求の充足を求め、価値を買っている。 

・「今日の商品で満たされない欲求は何か」を考えることが、「波に乗っているだ
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けの企業」と「成長する企業」との差になる。「波に乗っているだけの企業」は

波と共に衰退する。 

・企業が売っていると考えているものを、顧客が買っていることは稀である。直

接の競争相手と思っているものが、本当の競争相手であることは稀である。 

・顧客の利益のためではなく、売り手が自らにとって合理的と考えるものを押し

付けようとすると、必ず顧客を失う。顧客が買っていると考えるもの、つまり

価値を考えることが重要である。 

・企業において最も重要な情報は、カスタマーではなくノンカスタマーについて

のものである 

・顧客と市場を知っているのは、ただ 1 人、顧客本人である。だから顧客に聞

き、顧客を見て、顧客の行動を理解することで、初めて顧客とは誰かを知り、何

を行い、いかに買い、いかに使い、何を期待し、何に価値を見出しているかを知

ることができる。 
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３．マーケット・ポートフォリオ 

（1）ポートフォリオとは 

ポートフォリオ（portfolio）とは英語で「紙ばさみ」という意味ですが、金融

業界で「投資先の組み合わせを考えてバランスをとる」という意味で広く使われ

るようになりました。 

その後、ボストン・コンサルティング・グループが「企業内の各商品への投資

のバランスを考える」手法として PPM（Product Portfolio Management）とい

うネーミングをして、ポートフォリオは一般企業でも使われる言葉となりまし

た。 

現代のマーケティングでは PPM よりももっと広い意味で、ある要素について

そのバランスを考えることをポートフォリオといいます。 

 

 多くの企業は複数のマーケットで事業を行っています。そして多くの場合、そ

のマーケット・ライフサイクルという「時代」が異なっています。したがってマ
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ーケティング戦略はマーケットごとに考える必要があります。しかしその前に、

複数マーケット間のバランス（どのマーケットを重要と考えるか･･･）を考えて

おく必要があります。これがマーケット・ポートフォリオです。PPM は商品と

いうマーケティング・ミックスの 1 つについてポートフォリオを考えるもので

すが、マーケット・ポートフォリオはマーケット（商品、売り手、買い手、流通

が存在している）自体のバランスを考えるものです。 

 ここでは、まずポートフォリオの原型とも言える PPM について解説し、その

うえで本題のマーケット・ポートフォリオについて考えていくこととします。 

 

（2）PPM 

 PPM は企業内の各商品または各事業に対して、どのようなバランスで投資し

ていくかを考えるものです。その目的は商品、事業の「選択と集中」です。つま

り弱い商品、弱い事業を捨て、強い商品、強い事業に集中していくものです。こ

の「弱い、強い」はライバルに対してのことです。つまり「原点はライバルに対
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する競争力の強化」であり、競争マーケティングの世界です。そのため現代のジ

ャパニーズ・マーケティングにはあまりフィットしないものです。ただ「この 2

つの指標で 4 つに分類」というポートフォリオの考え方は生きています。 

①前提 

PPM では次の 2 つのことを前提にしています。 

（ⅰ）商品ライフサイクル 

 すべての商品（特定企業の商品ではなく、業界内の商品全体）が下図のような

ライフサイクル（商品が誕生してから死んでいくまで）をとり、4 つの時代に分

かれることを前提としています。 
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導入期

成熟期成長期 衰退期

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の
商
品
の
総
売
上

ライフサイクル

カネがかかる カネがかからない

ポテンシャルパイ
＞実パイ

ポテンシャルパイ
＝実パイ

マーケット成長率高い マーケット成長率低い

商品が出たばかりな
ので誰も知らない。
商品認知にカネがか
かる

売れはじめる。ライ
バルが参入し、差別
化競争となり、プロ
モーションにカネが
かかる

市場が落ち着いて
シェアを取れなかっ
たメーカーが撤退し
ていく。プロモーショ
ンにカネをかけなくて
も売れる

売上が下降しはじ
める。もちろんカ
ネをかけない
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 つまり売り手から見ると、成長率が高いマーケット・ライフサイクルの前半で

はカネがかかり、成長率の低い後半になるとカネがかからなくなるという仮説

です。 

（ⅱ）習熟 

 累積の生産量（サービスならその実行量）に応じてコストダウン（作れば作る

ほど原価が下がる）していくというものです。つまり商品をたくさん作った売り

手が極めて有利になるということです。 

 

②4分類 

PPM では自社の商品、事業を下図のように 4 つに分類します。 

時の流れは先ほどのライフサイクルの前提によって上から下に向かうことに

なります。 

 

 



Lesson3 セッション 4：現代のマーケティング戦略 

 

510 
© 2020 MC システム研究所 
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ネが少ない

シェアが高いの
で、入ってくるカ

ネが多い

導入期、成長期
にあるので、出
ていくカネが多い

成熟期に入って、出
て行くカネが少ない
習熟が高まってさら
に小さくなる

問題児

負け犬

花形商品
（スター）

金のなる木

高
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－ ＋
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時間の流れ

－

＋
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＋

シェアが低いの
で入ってくるカ
ネが少ない

シェアが高いの
で、入ってくるカ

ネが多い

導入期、成長期
にあるので、出
ていくカネが多い

成熟期に入って、出
て行くカネが少ない
習熟が高まってさら
に小さくなる
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・問題児、負け犬 

 シェアの低い商品は導入期、成長期では問題児となり、カネ（費用）はかかる

がリターン（売上）が少ない、つまり利益の出ない商品となります。このまま時

が進み、成熟期に入ると負け犬となります。 

負け犬は無論撤退です。問題児はもっとカネをつぎ込んでシェアを取り、花形

商品とするか、傷の浅いうちに撤退するかを決めます。 

・花形商品 

 シェアが高く、導入期、成長期にある花形商品はカネはかかるがリターンもあ

るというもので、当社のプロモーションの中心となります。この高シェアが続け

ばいずれ成熟期に入り「金のなる木」になります。 

そこで花形商品は早くマーケットの成長を止めることを考えます。プロモー

ションコストを投入してマーケットに残っているパイをすべて取り、マーケッ

トを成熟期にさせて（432 ページのサチュレーション＝「マーケットの飽和」）、

早く「金のなる木」にしてしまいます。 
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・金のなる木 

 成熟期に入って高シェアのとれたもの（これが競争の勝利）です。つまり競争

の決着は成熟期につきます。 

「金のなる木」はプロモーションコストをかける必要もなくなり、習熟によっ

て商品原価は下がり、その企業の利益を支える商品となります。 

しかしこの「金のなる木」もやがて衰退期となり死んでいきます。ここでやる

べきことは 2 つあります。1 つはこの成熟期の延命であり、主にクレームチェッ

クなどのアフターサービスの強化などが図られます。 

もう 1 つはここで稼いだカネ（キャッシュフロー）を「次期金のなる木」つま

り「花形商品」につぎ込んでいくものです。 
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（3）マーケット・ポートフォリオの進め方 

①概要 

マーケット・ポートフォリオは、自社が対応しているいくつかのマーケットに

ついてそのバランスを考えるものです。 

まずは自社のマーケットをどのように分類するかを考えます。分類方法はマ

ーケティング理念によって異なります。 

そのうえで PPM 同様に、2 つの指標で 4 つに分けることを原則とします。つ

まり自社が接するマーケットを 4 つに分け、マーケットバランスを考えるもの

で、次のようなポジショニングマップに表わします。 
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縦軸（指標1）

横軸（指標2）

円の大きさ（指標3）
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 縦軸の「指標 1」と横軸の「指標 2」によって 4 つの領域をとり、マーケット

を 4 分類します（＝ポートフォリオ）。このグラフではもう 1 つ「円の大きさ」

という「指標 3」を持ちます。 

この 3 つをディメンジョンと表現します。このように 3 つのディメンジョン

を持つグラフをポジショニングマップ（位置を表わすマップという意味）といい

ます。このグラフはマーケティング戦略立案だけでなく、ビジネスのさまざまな

シーンで用いられる基本的な手法です。詳しくは Lesson4 で学びます。 
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②マーケット・ポートフォリオの例 

 マーケット・ポートフォリオの指標は、さまざまなものが用いられていますが、

以下に例を示します。 

・指標 1 

 これはマーケットの「状態」についての指標を使います。例えば PPM の前提

にあったライフサイクルです。 

・指標 2 

 自社のマーケットにおける「位置づけ」のようなものを使います。例えばシェ

アです。PPM はシェアを「競争の結果」ととらえましたが、ここではマーケッ

トでの「位置づけ」と考えます。つまり高シェアということは、「顧客から高評

価を得ている」と考えます。 

 指標 1 と指標 2 でマーケットを 4 分類（ポートフォリオ）し、この指標から

PPM 同様にネーミングしてみます。例えば次のようなものです。 
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・指標 3 

 これはマーケット・ポートフォリオの目的のようなものを入れます。各マーケ

ットへの資源配分を考えるなら「その大きさ」となります。ここではマーケティ

ングコスト（マーケットにかけるカネの大きさ）を考えています。 

 下図はある食品メーカーの例です。 

スターマーケット

ロイヤルマーケット

ニッチマーケット

アライアンスマーケット

導入期

衰退期

高低
シェア
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 ビジネスマンとしてのマーケティングのナレッジはここまでとします。さら

にこれをパワーアップしたい人は「マーケティング・イノベーション」で学習し

てください。 

ニッチマーケット スターマーケット

ロイヤルマーケットアライアンスマーケット

マーケットライフサイクル

誕生

死

低 高

シェア

レストラン

弁当・パン

飲料

冷凍食品

加工食品
円の大きさ   マーケティングコスト
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Lesson 4 ＩＴ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT は今やビジネスのインフラともいえる分野です。そして日々進化

しています。 

IT の世界では次から次へとファジーなアルファベットの略語（IT

もそうですが）が生まれ、整理されていません。 

ここでは IT に関するナレッジを、そのスタートラインから順を追

って体系化していきたいと思います。 
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〔学習する重要キーワード〕 

 

 

 

 

レガシーシステム、データベース、ERP パケージ、インターネットワーキング、WWW、SNS、CMS、

Web サイト、Web／分散型情報システム、ポジショニングマップ、レーダーチャート、 

プロット図、正規分布、回帰分析、シミュレーション、OR、DX、 

デジタル・トランスフォーメーション、デジタライゼーション、IoT、産業用ロボット、RPA、

RFID、5G、AI、ディープ・ラーニング、スマートロボット、セキュリティ 
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テーマ 41：コンピュータシステムと情報システム 

コンピュータは企業の仕事を合理化・高度化してきました。そしてコンピュー

タ同士がネットワークされていきました。このネットワーク化がインターネッ

トを生み，それとともに IT（Information Technology：情報技術）という言葉

が誕生しました。 

この IT の進化を追いかけてみましょう。 

 

１．コンピュータシステム 

（1）コンピュータを仕事に使う 

 コンピュータはもともとは数学者がややこしい計算をするために、「計算式」

を覚えさせ、「数字」を与えることで、その「計算結果」を得る機械でした。 

これを企業の仕事に使おうというアイデアが生まれました。計算式を「プログ

ラム」（仕事のやり方）、数字を「データ」、計算結果を「帳票」（請求書などの伝
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票）と考えればよいというものです。これがコンピュータシステムです。こうし

て生まれた技術をソフトウェア（略してソフト）、コンピュータなどの機械技術

をハードウェア（略してハード）、これらを組合せたものをコンピュータシステ

ムとよびます。 

 

（2）基本ソフト 

 コンピュータシステムのベースは、プログラム（仕事のやり方）を教えて（こ

の教えるための言語をプログラム言語という）、早く正確に実行してもらうこと

です。 

コンピュータへプログラムを一から教えているのでは利用者が大変なので、

コンピュータを売る会社が各仕事に共通しているプログラムはあらかじめ作っ

ておいて、コンピュータと一緒に販売することとしました。これを基本ソフト

（オペレーティングシステム、略して OS ともいう）といいます。 

コンピュータは企業内のあらゆる業務の効率化に役立つようになり、汎用コ
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ンピュータ（何でもできる）、メインフレーム（企業システムの中心）とよばれ

るようになりました。 

 

（3）レガシーシステム 

 基本ソフトは使っていくうちに、さまざまな改良ニーズが利用者から生まれ、

次々と機能追加がなされていきます。これをバージョンアップといいます。この

時、前の基本ソフトを変えずに機能を追加するだけとして、すでに作ったプログ

ラムをそのまま動くようにしました。これを上位互換性といいます。 

しかしそうなると次図のように過去のプログラムがずっと動き続けるように

なり、仕事を追加することはできても、システムの抜本的見直しをすることがで

きなくなってしまいました。これをレガシーシステムなどとよびました。 

未だにレガシーシステムの結着がついていない企業も多くあります。 
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２．情報システム 

（1）データと情報 

当初のコンピュータシステムは、「プログラムがデータを持つ」（プログラムが

データの位置、タイプ、形式を決める）という形でした。つまり経理システムで

は経理プログラムが経理データを持ち、販売システムでは販売プログラムが販

売データを持ち･･･というものです。しかしこれでは複数の仕事で使うデータ

（例えば「売上」）は各システムで重複してしまい、重複入力（売上データを何

回も入力する）、データの不一致（経理システムと販売システムで売上データが

合わない）といった問題が生じていました。 

 

 

 

 

 



Lesson4 セッション 1：IT の進化 

 

 

528 
© 2020 MC システム研究所 

 

ここにデータベース（「データの基地」という意味）という概念が生まれまし

た。この時「情報」という概念も加わります。 

 

データ⇒data。発生した状態のままのもの。 

情報⇒information。人間が「特定の仕事に使える状態」になっているも

の。 

情報化⇒データを情報に変えること。「発生したデータをコンピュータに

入力し、特定の仕事に使える状態にして出力すること｣ 

 つまり発生した“データ”をコンピュータに入れ、これを“情報”に変換し（情

報化して）人間が使うというものです。データを「使う人」のリクエストに応じ

て、コンピュータへ情報として入れてしまうと大変です。それは発生したデータ

は 1 通りでも、その使い方、つまり情報は使う人によって異なるからです。 

 

 

定義
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次はシステムです（すでに使ってしまった言葉ですが）。 

システム⇒相互に関連しあう多くの要素が、全体として共通の目的を持っ

て活動する組織体。 

 システムの反対の概念がカオスであり、カオスをシステムに変えることをシ

ステム化といいます。 

 情報システムでは、上の定義のうちの「相互に開発しあう多くの要素」が「企

業内の人」であり、「全体としての共通の目的」が「仕事に情報を使う」です。 

情報システム⇒企業内の人が仕事に情報を使う仕組。 

  

（2）データベースとネットワーク 

一般の情報システムでは各人が見たい、使いやすい形にコンピュータに入れ

るのではなく、発生した状態のデータを入れて、「使う人」がデータを情報に加

工しています。 

そう考えると企業内のデータはできる限り 1 ヶ所にあった方がよいといえま

定義

定義
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す。このように 1 ヶ所に集約したデータがデータベースです。 

データベース⇒複数人が共有するデータの集まり。 

つまり「データベース化＝データの共有化」です。 

 

このデータベースを実現する時、プログラムから独立させて、各プログラムが

これを共有する必要があります。こうなるとデータを「入れる人」と「使う人」

が別々となってしまうので、どうしてもそれを「つなぐ」という機能が求められ

ます。これがネットワークです。 

 

定義
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この情報システム、データベース、ネットワークという考え方が定着していく

中で、IT という言葉が生まれました。  

経理
プログラム

経理データ

購買データ

販売データ

生産データ

経理
システム

購買
システム

販売
システム

生産
システム

データベース

端末 端末 端末データの入
出力機器

大型コンピュータ

大型コンピュータ
⇒こうなると企業の中核になるのでメインフレーム

とも呼ばれる

経理システム

販売システム

販売
プログラム

購買システム

購買
プログラム

生産システム
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プログラム

データの
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テーマ 42：パソコンとエクセル 

コンピュータシステム、情報システムは IT ベンダー（IT を商品とする企業）

に大きなビジネスをもたらしました。ここで絶対的なチャンピオンとなったの

が IBM 社です。そしてニッチビジネスとしてパソコンが生まれ、次第に IT の

中心となっていきます。 

 

１．パソコンからエクセルが生まれる 

（1）パソコンの誕生 

 IBM は「大型コンピュータを使ってオフィス業務を合理化する」という 1 本

に絞ってビジネスを展開しました。そのため大型コンピュータが導入できない

中小企業や工場向けにコンパクトなコンピュータが誕生しました。これはオフ

ィスコンピュータ、ミニコンピュータとよばれました。ただいづれにしてもコン

ピュータを複数の人が共有して、「プログラム、データを使う」というものでし
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た。 

 その後、天才スティーブ・ジョブズが Apple という名でパソコン（パーソナ

ルコンピュータの略：「1 人で使うコンピュータ」という意味。PC と略される）

という全くコンセプトの異なる商品を開発します。そしてこのパソコンはマウ

ス、アイコン（絵でプログラムやデータを表現する）というインタフェース（人

間がコンピュータと接する部分）を生み、一般ビジネスマンの机の上へ普及して

いきます。この普及の決め手となったものがスプレッドシートというソフトで

す。 

 

（2）スプレットシート 

スプレッドシートの見た目は、すでに日本でも大型コンピュータで使われて

いた表計算ソフトとよばれるものとよく似ていました。表計算ソフトは、縦、横

という 2 次元の表で縦合計、横合計という「集計」をするためのソフトです。し

かしスプレッドシートは、この表計算ソフトとはそのスタートライン、発想が全
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く異なるものでした。 

 最初のスプレッドシートは Apple で使われたビジカルク（VisiCalc）です。そ

れまで「仕事のやり方」である「プログラム」はややこしい手続きで記述しなけ

ればならず、プロ（プログラマーとよばれた）しか作ることができませんでした。

これを素人でもできるようにしたのがビジカルクです。つまりビジカルクは「仕

事のやり方」（大型コンピュータではプログラム）をコンピュータに教えるツー

ル（大型コンピュータではプログラム言語といわれた）として生まれました。 

スプレッドシートの最大の特徴はデータもプログラムも区別せずに、すべて

セルで持つことにあります。 

スプレッドシートは 1 つ 1 つの箱をセル、セルが縦に並んでいるものを列（A

からアルファベットが付けられている）、横に並んでいるものを行（1 からナン

バリングされている）といいます。そのうえで各セルを「A4」（１番左の列の 4

番目の行にあるセル）などと表現します。また 1 つの表のことをシート、複数の

シートが 1 つのファイルとなっているものをブックといいます。 
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セルには数字、文字などの「データ」とともに「やり方」（「式」と表現する）

なども入れます。 

 このスプレッドシートによって、プログラマーなどがいる IT ベンダー、情報

システム部に頼まなくても、一般のビジネスマン自身が自分の仕事をコンピュ

ータ化できるようになりました。 

 

（3）エクセル 

 ヒット商品となった Apple に対抗したのが巨象 IBM であり、IBMPC という

ブランドのパソコンで追随します。この IBMPC の基本ソフトを担当したのが

ビル・ゲイツをリーダーとする「マイクロソフト」というスタートアップ企業で

す。マイクロソフトはこの IBMPC 用の基本ソフト（MS-DOS）を他のコンピュ

ータメーカーにも販売したことで、IBMPC のクローン（機能が全く同じパソコ

ンで、同じように動作するもの）がさまざまな企業から出されます。IBM も反

トラスト法（日本の独禁法）の関係でクローンを認めざるを得ませんでした。 
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かえってこれがマーケットを刺激し、IBMPC（とクローン PC）がオフィスで

使われるパソコンのシェアの 90％までを占め、マーケットを席巻してしまいま

す。 

この IBMPC をヒットさせたものが、ビジカルクに対抗して作られたロータ

ス社の「ロータス 1-2-3（Lotus1-2-3）」というスプレッドシートです。これはビ

ジカルクにグラフ機能、データベース機能（各シートがデータを共有する）を追

加し、さらなる汎用性（さまざまな仕事に活用できる）を持たせたものです。 

 IBMPC を開発した IBM とマイクロソフトは、次世代の基本ソフト（マイク

ロソフトは Windows という名前にした）の開発を機に、そのアライアンスを解

消します。そしてマイクロソフトが IBM の手を離れ、晴れてパソコンメーカー

へ販売した Windows は、IBM が作った基本ソフトに圧勝し、パソコン基本ソ

フトのデファクトスタンダード（実質的な標準規格）となります。マイクロソフ

トはこのソフト販売（原版をコピーして売るだけ）によって莫大な利益を得て、

ビル・ゲイツは世界一の金持ちとなります。 
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圧勝したマイクロソフトはそこで得た莫大なカネをベースとして、「バンドル」

というマーケティング戦略をとります。これは Windows にさまざまなソフトを

セットにして販売していくことです。そしてロータス 1-2-3 の対抗版としてエク

セルをバンドルし、スプレッドシート・マーケットでも圧勝し、エクセルはデフ

ァクトスタンダードとなります。つまりスプレッドシート≒エクセルというこ

とです。皆が使っているスプレッドシートでないと他の人とのデータのやりと

りができないため、エクセルを使わざるを得ません。まさにマーケティングでい

う「囲い込み」です。 

さらにエクセルは各利用者が使っている仕事の「やり方」を分析し、多くの人

が使っている「やり方」を「関数」、「データ分析」といった形でエクセルの機能

としてサポートしていきます。これでエクセルの汎用性はどんどん高まってい

きます。 

エクセルはやはり Windows にバンドルされたワード（ワープロソフト）、パ

ワーポイント（プレゼンテーション用ソフト）とともに「オフィス」という統合
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型ソフトの中核商品としてパソコンソフト全体のデファクトスタンダードとな

ります。 

 

２.エクセルへデータを渡す 

（1）定型と非定型 

 パソコンは既に大型コンピュータが導入されている大企業にも、当然のよう

に導入されていきます。と言うよりも大型コンピュータを入れた“お金持ちの大

企業”が「従業員 1 人 1 台」という形でパソコンを大量購入し、オフィスツー

ルとして一気に普及していきます。 

こうして大型コンピュータとパソコンという「生まれも育ちも全く異なる 2つ

のタイプのコンピュータ」が同じ組織に導入されていきます。 

 この環境でも、多くの人が「同じやり方」でやる仕事（「定型」と表現する）

は大型コンピュータのプログラムとしてプロが作ります。一方、パソコンはオフ

ィスで各個人が「さまざまなやり方」でやる仕事（「非定型」と表現する）に使
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われ、その主力ツールはエクセルです。こうやって定型と非定型という形で仕事

のコンピュータ化は棲み分けされていくことになります。 

 

（2）CSV 

しかし問題はデータです。ここに前述の「各プログラムがデータを所有する」

と同様な問題が起きてきます。 

個人のエクセルのデータは企業のデータベースとはつながっていません。そ

のため個人で顧客別の売上表をエクセルで作ろうとすると、もう一度その売上

データ（経理システムで入れているのに）を入力しなくてはなりません。 

 大型コンピュータのプログラムへのデータ入力（経理システムで売上データ

入力）はルール化された日常業務の一貫としてなされますが、エクセルのデータ

は必要に応じて各個人が使っています。自ずと「大型コンピュータのデータベー

スからエクセルへのデータ受渡し」が求められることになります。 

このニーズに応えるものが CSV（Comma-Separated Values：「カンマで離す
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値」という意味）というデータのスタイルです。データ自身が持っている付帯部

分（大型コンピュータのプログラムやデータベースが定義したもの）などをすべ

て取り払い、ただ数字を含めた文字データのみ（つまりキーボードから入力した

データ。これをテキストデータという）を、データとデータの境をカンマで表現

して他人へ引き渡します。このカンマで区切られたテキストデータをエクセル

の各セルに当てはめれば、エクセルデータに変換することができます。ここでは

「CSV でデータを吐き出して、エクセルに渡す」などと表現します。 

こうしてエクセルはどんなシステムで作られたデータであっても、受け入れ

ることができるようになりました。 

 

３.ERPパッケージとエクセル 

（1）ダウンサイジング 

 一方、大企業の大型コンピュータではどんどんプログラムが開発されていき、

収拾がつかなくなってきます（525 ページ参照）。1 企業でプログラムが 1 万本
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を超えることもあり、そのプログラムの管理、連携のために管理プログラムが必

要･･･という事態となり、情報システムのためのコストはどんどん膨らんでいき

ます。 

 その中でコンピュータは技術の進歩とコストダウンのために変化していきま

す。そのポイントは小型化です（これはダウンサイジングと表現された）。高価

格な大型コンピュータ（一般のオフィスには置けず、専用の部屋が必要）の代わ

りに、低価格なサーバー（オフィスに置ける）という小型サイズのものを導入し、

これで各個人のパソコンを束ねていきます。 

 

（2）ERPパッケージ 

このダウンサイジングを機にプログラム・ビジネスのスタイルも変化してい

きます。それは企業ごとの仕事のやり方に合わせて個別にプログラムを作るの

ではなく、標準的な仕事のやり方を考えて、各社共通のプログラムを開発・販売

するものです。これを導入する企業側は、このプログラムに合わせて仕事のやり
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方を変えていきます。つまり「オーダーメイドソフト」から「出来合いソフト」

（これをパッケージとよぶ）への変革です。 

ソフトはコピーが可能であり、この「出来合いソフト」は、大量販売によって

一般の工業製品（同じものをもう 1 回作らなくてはならない）よりも大幅なコ

ストダウンができるので、思い切った低価格化が実現します。導入企業から見れ

ば、ソフトの信じられないほどのコストダウンが実現することになります（億円

オーダーから百万円オーダーへ）。 

この出来合いソフトのチャンピオンとなったのが、ドイツの SAP 社が最初に

開発した ERP（Enterprise Resources Planning）パッケージです。この ERP パッ

ケージはすでに利用者側にエクセルが普及している環境で開発されたので、エ

クセルとの親和性が高い、と言うよりもエクセルと一体感があります。つまり

「ERP のデータをエクセルに」、さらには「エクセルで入力したデータを ERP

に」ということがスムーズです。 

こうして ERP パッケージ導入企業では、エクセルがすべての仕事に必須のも
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のとなっていきます。しかしこれによって今度はさまざまな形式のエクセルが

企業内に溢れて、収拾のつかない状態となっていきます。 

ここで従来のコンピュータの発想であれば、このエクセルの形式を構造化（形

式などを整理すること）し、標準化していくのがセオリーです。つまり様々な形

の情報（人間の使っている状態）を標準化して、データ（コンピュータに入って

いる状態）という 1 つの形に変えることです。 

しかしエクセルはこの後、全く別の方向へと進んでいきます。構造化、標準化

の反対にある非定型です。すなわち各個人のエクセルという“情報のまま”これ

をつないでいくことです。この非定型エクセルのネットワークを実現するのが

552 ページで述べる Web という考え方です。 
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テーマ 43：インターネットと Web 

ERP パッケージの普及と時を同じくしてネットワークにも大きなインパクト

が起こります。ご存じインターネットです。一気に他のネットワークを飲み込ん

でいき、コミュニケーションのための基本的ツールとなります。ここに ITは ICT

（Information and Communication Technology：情報通信技術）ともよばれる

ようになります。そしてその中で Web という新しい考え方が生まれてきます。 

 

１.インターネット 

（1）不規則につなぐ 

 インターネットは米ソ冷戦の結果生まれました。1957 年ソ連はアメリカに先

駆けて人工衛星スプートニクの打ち上げに成功します。一方、アメリカではコン

ピュータを早い時期から使い始めており、ペンタゴン（国防総省の総司令部）の

大型コンピュータに各軍事基地のコンピュータがつながっていました。ここで
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ソ連がこの大型コンピュータを人工衛星から攻撃すれば、アメリカの軍事機能

は停止してしまいます。こうしてアメリカは軍事システムに大きなリスクを抱

えることになります。 

そこで核攻撃にも耐えられる軍事コンピュータ・ネットワークづくりを目指

すこととなり、ARPA（高等研究計画局）が国防総省に作られました。 

 ARPA はまず従来にはないネットワーク・トポロジー（ネットワークのつなが

り方）として Web（蜘蛛の巣）というものを考えました。Web とは下図のよう

に、ノード（ネットワークにつながっているもの。コンピュータなど）を不規則

（=設計をせずに無秩序に）につなぐというものです。 
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こうすれば、どこかのノードが攻撃されても他のノードは生き残ることにな

ります。 

 

 

すべてのノードはど
こかのノードにつな
がっているが、規則
性はない
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（2）インターネットワーキング 

この Web ネットワークの最大の問題点はネットワークの管理です。通常ネッ

トワークには「局」というものが存在し、その「局」がそのネットワークを管理

します。Web ではネットワーク全体の局を持たない、と言うよりも持たないも

のを Web とよびます。この Web を実現するために出した結論が、インターネ

ットワーキングです。 

インターネットワーキングとは「すでに利用されているネットワークと別の

ネットワークをつなげる」という意味を持っています（インターとはすでに出来

ているものを「つなぐ」という意味です。国と国をつなぐとインターナショナル、

大学と大学をつなぐとインターカレッジ、･･･）。 

次図のように、あるネットワークの局と別のネットワークの局が接続される

ことがインターネットワーキングです。 
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局

ネットワーク

局

ネットワーク
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ワーキング

局

ネットワーク

局局

ネットワーク

局

ネットワーク

局局

ネットワーク

インターネット
ワーキング
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この局の「つながり方」を Web にしたものがインターネットです。 

 

 

局

局

局

局

局

局

局

局局

局局

局局

局局

局局

局局

局局

局と局が設計されずに適
当につながっている。全
体の管理者はいない。
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インターネットがよく「ネットワークのネットワーク」と言われるのはこうい

う意味です。 

 

（3）アドレス 

インターネットで「局」に使われるものがルーターという機器であり、ルータ

ーは「IP アドレス」という住所を持っています。IP アドレスは数字なので、こ

れを文字で表したしたものを「ドメイン」（例えば www.mcs-inst.co.jp）といい

ます。つまりネットワークの局であるルーターがアドレス（IP アドレス、ドメ

インのことを単にアドレスということが多い）を獲得すれば、そのネットワーク

はインターネットにつながります。 

 

（4）インターネットメール 

その後、米ソ冷戦はソ連の崩壊という形で終結し、このインターネットは一般

に開放されます。オープンとなったインターネットは、すべての既存ネットワー

http://www.mcs-inst.co.jp/
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クをインターネットワーキングし、飲み込んでいきます。 

このオープンとなったインターネットで、まず利用されたのがメールという

ネットワークシステムです。インターネットに参加したネットワークのメンバ

ーが、＠の後に自らがつながっているルーターのアドレスを持ち、そのネットワ

ークの中でのアドレスを＠の前に置くことによって、インターネット上でのメ

ールを実現しました。 
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２.Web 

（1）WWW 

 インターネットには初期の頃、大学や研究機関の LAN（Local Area Network：

建物内などで使われるネットワーク）がつながったのですが、悩んだ点がありま

す。それはネットワークとネットワークがつながっても、そのデータをどうやっ

て各コンピュータで表現するかを決めておかないと、つながった意味がないと

いうことです。データの中心は論文のやりとりでしたが、それぞれが別のワープ

ロソフトを使っていて、かつ図や写真などの貼り付けも自分にとって都合のよ

いソフトを使っていました。そのため他のコンピュータで使ったデータを受け

取っても、これをディスプレイで表示することは困難でした（＝データを情報に

できない）。 

 そこでインターネットでは、皆同一の「表現ルール」を使うこととしました。 

これが WWW（World Wide Web）というルールです。WWW の特徴は 2 つ

あります。 
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（2）ページ 

 1 つは「ページ」という概念です。 

従来このようなネットワークシステムでは SE（システムエンジニア）とよば

れるプロの技術者が、利用者の使うディスプレイに応じて、その人が使いやすく

情報を表示するように設計していました（これをよく「画面」と表現した）。528

ページの情報化、情報システムです。 

WWW ではまず利用者を「見せる方」と「見る方」という 2 つに分けて考え

ます。今までは「見せる方」がプロであり、表示方法を決めて、多くの素人の「見

る方」が使いやすいように画面表示しました。WWW では「見せる方｣と「見る

方」がともに素人で、「見せる方」は「見る方」がどんなディスプレイで見るか

は意識せず、「見せる方」の都合で「ページ」という単位にデータを表現するよ

うにしました。 
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××
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（プロ）
利用者
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使いやすい

使いやすく
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もう少し
右かな

WWW

×××
×××

見せる方

ページ ページ

見る方 あれ、入らないや。
少しずらして見よう

画面
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（3）リンク 

もう１つはハイパーリンク（今は単にリンクと略されている）です。従来は「ど

の画面の次にどの画面を出したら使い勝手がよいか」という「順番」を考えてい

たため、その関係を考えるのが大変で、プロの SE が苦労して設計していまし

た。WWW ではページとページの間は「リンク」とよばれる「関係」しか持って

いません。ページのどこかにリンクしたい相手のページのアドレスを書いてお

き（アンダーラインが入った状態で表現する）、そこをクリックするとそのペー

ジに飛ぶようにしています。 

 

 

ページA

クリック

ページB

Bのアドレス
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このリンクの出発点、つまり「最初に見るページ」をホームページとよびまし

た。近年ではリンクによって作られた一定のページの集まりを Web サイトとよ

び、その Web サイトの表紙（Web サイト内のメニューなどが書いてある）とな

るものをポータル（玄関）とよんでいます。 
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（4）SNS 

WWW では「見せる方」と「見る方」にそれぞれソフトが必要です。「見せる

方」（ページを作る方）は HTML（Hyper Text Markup Language）というプロ

グラム言語で標準化されました。プログラム言語なのでプロ向け（セミプロくら

い）の仕様です。その後、素人向けのホームページ作成ソフト（ここで作ったも

のが HTML に変わる）が生まれ、比較的簡単に Web サイトを作れるようにな

りました。 

さらにはこの Web サイトの“ひな形”（テンプレートとよばれるもの。614 ペ

ージで述べる CMS もこの 1 つ）がインターネット上に無料で提供され、これを

使えば何の知識を持たずに自分なりの Web サイトが作れるようになっています。 

この「何かを無料で提供する」という考え方は、インターネットではごく当た

り前のこととなり、フリーソフト（誰でも無料で使えるソフト）、オープンソー

ス（ソースコードというプログラムの中身が公開されていて、使うだけではなく、

自由に改変ができる）が次々と生まれていきます。 
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そして写真や動画も含め誰でも簡単に Web サイトを作れることが、Twitter、

Facebook を始めとする SNS（Social Networking Service：個人のためのコミ

ュニティ型のネットワーク）という新しいフリーネットワーク（無料で使える）

を生みます。 

一方、「見る方」にもソフトが必要です。つまり HTML で書かれたデータを

ディスプレイに表示するソフトであり、これをブラウザーとよんでいます。この

ブラウザーもマイクロソフトのエクスプローラが Windows にバンドルされ、誰

が作った Web サイトでも自らのパソコンで表示できるようになりました。 

これらの「インターネット技術」は「Web 技術」略して「Web」とよばれるよ

うになります。Web は「蜘蛛の巣型のネットワーク」という意味から、インタ

ーネットで生まれた技術、考え方を総称するようになります。 
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テーマ 44：Web/分散型情報システム 

Web という新しい技術は、かつてのデータベースを中核とする中央集中型の

情報システムを変革していくことになります。それが Web／分散型情報システ

ムというものです。 

 

１.情報システムのコストダウン 

Web は、メール、Google（インターネット検索）、LINE（無料で会話ができ

る SNS）、アマゾンを始めとするインターネットビジネスなどさまざまなモノを

生み、社会を大きく変えていきます。 

一般企業から見ると、Web は全く別の意味で大きなインパクトを与えること

となりました。それが企業情報システムのコストダウンとフレキシビリティさ

です。つまり驚くほどの低コストで、データを情報に自由に変えられる「柔らか

い情報システム」が手に入ることです。 
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 私がそれを痛感したのは 20 年くらい前のことです。当時私の長女は中学 3 年

生で、夏休みの宿題である自由研究のテーマを「インターネット」としました。

そしてそれを調べていくうちに「私もホームページを作る」と言って、あるプロ

野球のピッチャーの「勝手サイト」（ファンが勝手に作る Web サイト）を 3 週

間で作りました。インターネットがそれほど普及していない時代であり、娘が作

ったその Web サイトを見て、私は本当に驚きました。「よくできている」。 

私はコンサルタントになる前は IT ベンダー（IT を商品とする企業）に勤めて

おり、企業から引合を受けた情報システムの開発コストを見積もっていました。

もし当時の私が、「彼女が作った Web サイトの作成」を企業から引合を受けた

ら、「受注金額 3000 万円を切ったらやらなかっただろう」と思いました。プロ

が 3000 万円かけて作ってきたネットワークシステムを、中学 3 年生の娘がたっ

た 3 週間で作ったのです。品質保証（きちんと動くか）、セキュリティ、データ

ベースといったことは考慮されていませんが、インタフェースは美しく、ワクワ

ク感さえあります。当時、IT ベンダーとしてもっともカネ（＝時間）がかかっ
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たのは「画面」というインタフェース部分です。「これでは IT ベンダーは食い

っぱぐれる」と思いました。 

そのうえ前述のようなERPパッケージという出来合いソフトの普及で情報シ

ステム開発のマーケットは縮小し、その後ソフトハウス（主にオーダーメイドソ

フトを作っていたソフト開発会社）が次々と消えていきました。 
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２.集中から分散へ 

（1）Web／分散型情報システムとは 

 Web は情報システムにコストダウンよりももっと大きなイノベーションを起

こします。コストダウンはインタフェースの標準化という機能縮小がもたらし

たものです。つまり多少使い勝手を悪くして（リンクしか機能がないのでワンク

リックでは画面にたどりつかず、クリックを繰り返さなくてはならない。ディス

プレイにうまく表示されない。プリントすると 1 ページに入らない。･･･）、コス

トを落とすというものです。 

 Web が情報システムを大きく変えた点は（今変えようとしているのは）「リン

ク」という考え方から来る「分散」という設計思想です。 

 531 ページにある「中央集中型データベース」から「分散へ」です。「各自が

持っている情報を標準化して『皆が同じデータ』を共有することでハッピーにな

る」という既成概念を打ち破り、各自が自由にもっとも使いやすい形（=自分な

りの情報）で持ち、これを「Web でつなぐ」というものです。 
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情報をデータ化せず、情報のままつないで共有していくものです。これが Web

／分散型情報システムです。 

 

こうすることで「全体のシステム設計」（組織内の各個人のニーズを SE が聞

いてその共通部分をプログラム化、データベース化する。各プログラムがデータ

ベースを使える形にする）をやらずに、各個人、各チーム、各部署などが、情報

のまま自分の仕事に合った形で自由に持つことで、システム設計コストの大幅

なダウンを図ります。 
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（2）従来の情報システムの問題点 

 この Web／分散型システムがコストダウンのみならず、次のような従来の情

報システムの問題点を一気に取り払うことになります。 

・情報システム部門に頼まないとシステムの追加、変更ができない。システムの

追加、変更を頼むとカネと時間がかかるので「できない」と断われる。 

・自らのパソコンデータと会社全体のデータベースのマッチングがとれない。全

社データベースをうまく使えない。そもそも「全社データベースに何がどん

な状態であるのか」もよくわからない。 

・法や制度の変更、組織変更や M&A（合併&買収）などに、情報システムがタ

イムリーに対応できない。 

・Google、Facebook などインターネットツールと自分の会社の情報システムが

かけ離れているため、操作方法が全く異なっている。インターネットはマニ

ュアル無しで使えるのに、会社の情報システムはマニュアルを読んでもうま

く使えない。インターネット世代の新人が入ってくると、IT リテラシー（IT
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機器などを操作する能力）が高いのに情報システムの操作がうまくできず、

教育に時間がかかる。 

・他社との取引に情報システムがうまく使えない。相手がインターネットでのデ

ータのやりとりを要求しても対応できない。 

・社内各支店のデータを共有しようとしても、フォーマットが統一されていない

ため共有できない。「全社データベースに入れよう」と決めても誰も入れてく

れない。 

・自社内のデータを検索しようと思ってもフリーワード検索ができない。社外デ

ータはインターネットでスピーディに検索できるのに、社内の各人のデータ

はどこにあるのか、そもそもあるのかさえもわからない。 

 

 

 

 

・
・
・ 
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（3）Web／分散型システムのイメージ 

 これらの問題点を解消する Web／分散型情報システムのイメージは次図のよ

うなものです。 

 

 

各人の情報が
ファイリングさ

れている

部門サーバー 部門サーバー

Web／分散型情報システム

パソコン

インターネット

情報ビューA

検索エンジン

各人の情報が
ファイリングさ

れている

各人の情報が
ファイリングさ

れている

各人の情報が
ファイリングさ

れている

[ポータル]

ファイル

他人の情報を自分で集める

フリーワードで
検索

いつもこのエクセルの
表で見ている。これを登
録しておいてWeb型情
報システムから自動的

に集めてくる
エクセルで作る

他人の事を気に
せず、自分の仕
事に使いやすい
ように持っておく
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Web／分散型情報システムのポイントは以下の点です。 

・データは発生元で発生した状態で自分の使いやすい形で（＝情報）、自らが所

属しているサーバー（部門サーバーとよぶ）へファイルする。 

・部門サーバーは Web を使って他部門サーバー、さらにはインターネット（無

論セキュリティを考慮して）へとつなぐ。 

・利用者はいつも使っている他人のデータのアドレス帳（データがどこにあるの

か）をポータルサイトに持ち、それ以外の必要なデータは検索エンジン（検索

用のソフト）などを使ってフリーワード検索（どんな言葉でも自由に検索）

し、自分で収集して使用する。 

・利用者が常に一定のデータ使い方（＝情報）をしている時は、「情報ビュー」

（「データの見方」を登録していくイメージ）を各自で作っておく。 

 この「情報ビュー」を素人が簡単に作ることができる基本ツールがエクセルで

あり、Web 型情報システム利用者の基本インタフェースといえます。 
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テーマ 45：見える化 

セッション 2 では IT をビジネスとしてどう利用していくかについて考えま

す。ポイントは「見える化」「統計」「インターネット、Web を使う」の 3 つで

す。 

まずは「見える化」です。見える化の基本はエクセルを使ったグラフ表示です。

一般的なものとしては円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフなどがありますが、も

う少しキレのよいグラフをここでは考えてみましょう。このグラフの「エクセル

での書き方」がわからなければ「プロコンサルタントの最強エクセル術」を参照

してください。 

 

１．ポジショニングマップ 

「見える化」は何と言っても 513 ページで使ったポジショニングマップがもっ

とも使い勝手がよく、適用範囲も広いといえます。これは位置（縦軸、横軸）と
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円の大きさで考えていることを表現するものです。 

ここではある企業で事業戦略を表現することを例として考えてみます。 

各事業が現在以下のような状況となっているとします。 

 

 

これをポジショニングマップにすると次のようになります。 

事業 営業利益 売上 従業員数

エネルギー事業 80 900 2600

設備プラント事業 5 600 700

社会インフラ事業 60 300 900

水資源事業 10 100 800

（億円）

縦軸

（億円）

横軸

（人）

円の大きさ
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そのうえで次のような戦略を立案したとします。 

エネルギー事業

設備プラント事業

社会インフラ事業

水資源事業

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

-20 0 20 40 60 80 100

売
上

営業利益
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売上
(億円)

営業
利益
(億円)

従業員
数

売上
(億円)

営業
利益
(億円)

従業員
数

エネル
ギー事業

900 80 2,600

国内プラント建設
は減少。
中国企業進出で
競争激化、低価
格化。

現事業は売上を落
としてでも高付加価
値、高価格戦略をと
り利益率を確保す
る。
海外事業比率を高
め、利益を落とさず
に売上を伸ばす。
地熱エネルギーの
マーケット開拓をし
ていく。

1,200 75 1350

国内は効
率化により
ヒトを減ら
す。
海外は現
地パート
ナーにアウ
トソーシン
グする。

設備プラ
ント事業

600 5 700

国内工場が海外
移転。
総合電気メーカー
グループの進出。
地方で大規模工業
団地が建設され
る。

国内はコストダウン
により利益を出す。
売上は海外で伸ば
す。

600 35 300

効率化、ア
ウトソーシ
ングにより
ヒトを削
減。

社会インフ
ラ事業

300 60 900

東京オリンピック
で公共事業の増
加。
空気供給プロジェ
クトが本格化。
高速ネットワーク
インフラの建設。

利益を上げるととも
に、新規インフラの
受注にセールスを
投入。

500 75 1800
セールス
資源を投
入する。

水資源事
業

100 10 800

総合水処理施設
の建設。
海外の環境変化
に伴う水処理施
設建設。
エネルギーと水資
源のトータルイン
フラの建設。

利益率を落としても
売上を獲得してい
く。

500 25 1600

エンジニア
を現在の2
倍に増や
す。

合計 1,900 155 5,000 ― ― 2,800 210 5050 ―

資源配分
戦略

事業セグ
メント

10年後現状

戦略ベクトル事業環境
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これを自然ベクトル（事業環境の変化でその事業はどう変わっていくと思う

か）、戦略ベクトル（自社としてどういう方向に向かっていきたいか）を入れて、

ポジショニングマップで表すと次のようになります。 

このポジショニングマップが前ページのエクセル表と同じことを表現してい

ることがわかると思います。 
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エネルギー事業

設備プラント事業

社会インフラ事業

水資源事業

エネルギー事業

設備プラント事業

社会インフラ事業

水資源事業

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

-20 0 20 40 60 80 100

売
上

営業利益

利益を上げるとともに、新規
インフラの受注にセールスを
投入。

現事業は売上を落としてでも
高付加価値、高価格戦略を
とり利益率を確保する。
海外事業比率を高め、利益
を落とさずに売上を伸ばす。
地熱エネルギーのマーケット
開拓をしていく。

国内はコストダウンにより利
益を出す。
売上は海外で伸ばす。

利益率を落としても売上を
獲得していく。
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２．レーダーチャート 

 ポジショニングマップでは 3 つの指標を使っていますが、4 つ以上使いたい

時はレーダーチャートを使うのが一般的です。 

例としてコンビニチェーンでの店舗の状態を見える化することを考えます。

各店舗が次図のような状態だとします。 

 

  

 

 

ガイドライン A店舗 B店舗 C店舗 D店舗
純利益率 6.7% -14.6% 8.1% -8.7% 0.7%
売上総利益率 28.0% 30.9% 30.0% 30.3% 26.5%
経費率 10.1% 29.3% 10.2% 23.6% 12.2%
人件費率 5.0% 12.6% 7.7% 12.7% 7.6%
ロス率 0.5% 2.0% 0.3% 3.6% 0.4%
廃棄値下率 1.8% 2.5% 0.9% 2.8% 1.6%
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レーダーチャートには比較できるように中心部分（標準線と表現）を書くことが

多い。標準線は平均などを用いることが多いのですが、ここではガイドライン

（チェーン本部が出している平均的な店舗の数字）を用いて書いていきます。 

 上の表の各店舗のレーダーチャートを書いてみると、次のようになります。 
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純利益率

売上総利益率

経費率

人件費率

ロス率

廃棄値下率

ガイドライン

A店舗
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純利益率

売上総利益率

経費率

人件費率

ロス率

廃棄値下率

ガイドライン

B店舗
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純利益率

売上総利益率

経費率

人件費率

ロス率

廃棄値下率

ガイドライン

C店舗
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純利益率

売上総利益率

経費率

人件費率

ロス率

廃棄値下率

ガイドライン

D店舗
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３.プロット図 

 2 つのデータの関係を考える時には、プロット図（エクセルでは散布図といっ

ている）が便利です。 

これをいくつかのパターンで考えます。 

①ベーシック 

 2 つのデータの関係を単純に見える化するものです。例えば幼児 20 人の「生

後何か月か」と「身長」という 2 つのデータグループであれば次のようなもので

す。 
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・
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②グルーピング 

 プロット図を使ってグルーピングをするのも使い方の 1 つです。 

 次のような例で考えてみましょう。 

ビールメーカーA 社の主力商品は X ビールであり、今後はこれを中心として

違うタイプのビールを開発していこうと考えています。ビールの味はキレとコ

クです。これは消費者から見れば「苦味の度合」（ないとキレがある、あるとコ

クがある）であり、A 社ではこの苦味をどれくらいにしていくかを考えていま

す。この苦味の“好み”は年齢、世代によって違うという仮説を持っているので、

さまざまな年齢、世代の 300 人に対して味覚調査を実施しました。X ビールを

飲んでその苦味についての感想を聞くものです。「5」を「ちょうどいい」として、

上下 4 段階で評価してもらいます。「もう気持ちだけ苦い方がよい：4 点」「少し

苦い方がよい：3 点」「もっと苦く：2 点」「苦味があまり感じられない：1 点」

とし、反対側も「もう気持ちだけ苦味控え目：6 点」「もう少し苦味を抑えて：

7 点」「もっと苦みを抑えて：8 点」「苦くて飲めない：9 点」といったものです。 
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 この年齢と評価点をプロットしてみると次のようになります。 
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 このプロット図を見てグルーピングしてみると次のようになります。 
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・20 歳代～30 歳代前半では、満足している人はあまりおらず、満足度は低い。

「苦味を抑えてほしい人＝A グループ」「苦味を求める人＝B グループ」に二極

分化している。 

・30 歳代後半～40 歳代は満足している人を中心に、少し苦味を求める人、少し

苦味を抑えてほしい人がいて、満足度は高い。⇒C グループ 

・50 歳代以上では満足している人が 40 歳代に比べて減り、苦味を求める人が

大多数である。⇒D グループ 

 このセグメント化された顧客像（A～D グループ）をベースに商品開発し、各

セグメントを対象としてプロモーションをしていきます。 

 

③曲線 

 463 ページの ABC 分析のように、2 つのデータの関係を分析する曲線（これ

もエクセルで書けます）として表現する時にもよく使います。 
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 曲線の使い方を次のような例で考えてみましょう。 

ある家電量販店チェーンでは、商品販売価格を全店一斉に毎日変更していま

す。本部にあるのマーケティング部では X という主力商品の価格戦略を考えて

います。X を 1 円単位で変えていくわけには行かないので、500 円単位に区切っ

た価格で売り、全店の 1 日あたりの粗利を見て、もっとも粗利の出る価格帯を

見つけることとしました。結果は次のとおりでした。 
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販売価格

全店1日当たり

の粗利合計

(単位千円)

20,000 4,200

20,500 22,200

21,000 35,000

21,500 31,800

22,000 34,000

22,500 38,600

23,000 28,800

23,500 30,800

24,000 28,000

24,500 25,200

25,000 10,000

25,500 8,800

26,000 8,400

26,500 6,600

27,000 5,000

27,500 4,300

28,000 1,500
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 これを曲線のプロット図に書くと次のようになります。 
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 これが販売価格と粗利の関係を表す曲線グラフです。これによってサンプル

にない価格（22,300 円といった）での粗利も推定できます。 

これを見ると 21,000 円、22,500 円、23,500 円あたりに山（まわりより粗利

が高い）があり（いくつかのプライスゾーンを持ち）、全体としては 22,500 円あ

たりが山の頂点になっています。21,000 円あたりでも粗利は出ているが、22,500

円あたりの方がより粗利が出ているのがわかります。そして 24,000 円を超えた

あたりから急激に粗利が落ちていきます。 

この「見える化」をベースとして価格戦略（販売価格は時期、他商品とのバラ

ンスを考慮して決める）を立てていきます。 
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テーマ 46：統計 

 統計とは数学の一分野であり、IT なしではやっていけない世界です。統計か

ら生まれた手法は、ビジネスの分野で数え切れないほど使われています。ここで

は「統計の基本」と「統計のビジネスへの活用」について学びます。 

 ビジネスの統計活用では主にエクセルが使われています。その具体的使い方

についても e－ラーニングの「数字活用力向上講座」で学んでください。 

 

１．統計の基本 

（1）母集団と標本 

統計では知りたいデータ全体のことを母集団といいます。一般に母集団のす

べてのデータは手に入らないことが多いといえます。 

例えばポテトチップを作っている A 工場で、出荷するポテトチップ 1 袋あた

り何枚のチップが入っているかを知りたいとします。この時、母集団は出荷する
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ポテトチップ 1 袋、１袋に入っているチップの枚数です。まさか全部開けて調

べるわけには行きません。そこで何袋かを選んで開けてみてチップ枚数を数え

ることにしました。このように母集団のデータがすべて手に入らないので、一部

の手に入るデータを頼りに、母集団の状況を推定（きっとそうだろう）します。

その一部の手に入るデータを標本（サンプル）、母集団から標本を抽出すること

をサンプリングといいます。 

サンプリングされた袋のポテトチップの枚数は 48、46、42、44 でした。この

それぞれの値を標本値といいます。標本値はこの 4 つの数字のままでは使いづ

らいので、何らかの形に加工します。この加工されたデータを統計量といいます。 

統計量の代表例は平均値です。先ほどの 4 つのデータの平均値は 45 枚であ

り、これが統計量です。この 45 枚という数値は標本を加工したものであり、本

当に知りたいのは母集団の平均値です。この母集団の平均値を期待値（きっとこ

うだろうという意味）といいます。つまり標本の統計量で母集団の期待値を推定

するわけです。「おそらく出荷するポテトチップ全体の平均値も 45 枚くらいだ
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ろう」ということです。 

B 工場で、別の生産方法で同じ品種のポテトチップを作っているとします。B

工場でもサンプリングして枚数を測ってみると、38、54、41、47 で、同じく平

均 45 枚でした。 

この A 工場と B 工場で作るポテトチップは同じくらいの枚数が入っていると

考えてよいのでしょうか。A 工場と B 工場は平均が同じでも、何か状態が違う

のがわかると思います。それがバラツキです。このバラツキを、人間の直感に合

うように計算する統計量が標準偏差です。これは各データがどれくらい平均値

から離れているか（これを偏差という）を平均します。例えば A 工場の標本の

偏差は（48－45）、（46－45）、（42－45）、（44－45）＝3、1、－3、－1 となり、

これをこのまま平均すると 0 となります（だから平均です）。 

そこでちょっと工夫して偏差を 2 乗して平均を取ります。これを分散といい

ます。2 乗したものを戻すために分散の平方根（ルート）を取ります。これが標

準偏差です。 



Lesson4 セッション 2：IT の利用 

 

594 
© 2020 MC システム研究所 

 

A 工場の標本の分散＝{ 2222
1)()3(13 −+++ － }÷4＝5 

A 工場の標本の標準偏差＝ 5 ≒2.2 

B 工場の標本の分散＝{ 2222 2+4(9+7( ）－＋）－ }÷4＝37.5 

B 工場の標本の標準偏差＝ 5.37 ＝6.1 

こんなことやっていると大変そうに思いますが、エクセルの関数（STDEVP）

で計算できます。 

B 工場の標本（標準偏差 6.1）は A 工場の標本（標準偏差 2.2）より約 3 倍の

バラツキがあると考えます（先ほどの数字から受けるバラツキの感覚と合いそ

うです）。 

そこで B 工場のポテトチップの枚数(B 工場の母集団)は、A 工場のポテトチッ

プの枚数(A 工場の母集団)の 3 倍のバラツキがあると推定します。 
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（2）確率と正規分布 

①確率 

さあ次は確率です。少し数学の色が濃くなりますが、数学の苦手な人も、がん

ばって何とか大枠だけでもさらっととらえましょう。 

確率はよくサイコロの例で説明されます。サイコロの目は 1,2,3,4,5,6 という

6 つの数字をとります。サイコロの目のように数字が変化するものを変数（パラ

メータともいう。一定のものは定数、円周率は定数）といいます。サイコロを振

って「目が 1」と出る確率は 1/6 です。サイコロの目のように取りうる目が限ら

れていて、これらの値（1～6）を出す確率（この場合はすべて 1/6）が決まって

いる時、この変数を離散確率変数といいます。また、この「1 と 1/6」「2 と 1/6」

…という変数と確率の組み合わせを離散確率分布といいます。 

一方変数が連続数（長さのように連続している数値）で確率が計算できるもの

を連続確率変数、この変数と確率の関係を連続確率分布といいます。 
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②正規分布 

先ほどのポテトチップ工場でじゃがいもの調達を考えているとします。購入

したじゃがいもの重さを測ってみると下の左の表のとおりでした。 
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上図のような表は、一般に上の右図のようなヒストグラムというグラフで表

現されます（これもエクセルで書くことができます）。 

この時、じゃがいも 1 個をとり出して、その重さが 20～30g に入る確率は、

上の構成比 11％と考えるのがノーマルです。 

つまり右のヒストグラムの「棒の高さ」は、確率を表しているとも考えられま

す。このヒストグラムの重さの幅を上の 10g 幅から 5g 幅、1g、0.1g 幅とどん

どん小さくし、かつ測定するじゃがいもの数をどんどん増やしていく（つまり標

本を増やしていく）と次のようになります。 
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これを無限にやっていくと（これで「買うすべてのじゃがいも」という母集団

になる）、これらの棒がつながってくるようになり、その頂点をつないでいくと

1 つの線が表れます。これはこの重さが連続数になった状態といえます。 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 900

確
率
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このグラフを使ってじゃがいもを 1 個取り出した時の確率を考えてみましょ

う。例えば取り出したじゃがいもが 20～30g に入る確率は下の斜線部分の面積

となることがわかると思います（20～30g の細かい線を全部足したもの）。 

 

じゃがいもの重さ
20 30

確
率
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 このように変数の「ある値」から「ある値」を取る確率が、面積で表されるよ

うな線（上の「山の形」をした曲線）が先ほどいった連続確率分布です。 

 この確率分布には正規分布という「山の形」がよく使われます。それは次のよ

うな特徴を持ち、現実の世界（例えば先ほどのじゃがいもの重さ）に比較的フィ

ットしていて、使い勝手がよいからです。 

・つり鐘型 「山の形」がつり鐘（寺の鐘）のように、中心（これが平均値）に

行くほど高い。つまり平均値付近ほどその値をとる確率が高い。 

・左右対称 平均値より大きい値をとる確率と、小さい値をとる確率が 50％ず

つ。 

・平均値と標準偏差で決まる この 2 つの値によって山の形が決まる。 

・確率計算が楽 平均と標準偏差がわかれば範囲（10～20g）、以上（50g 以上）、

以下（10g 以下）などさまざまな確率が計算できる（もちろんエクセルがやって

くれます）。 
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２．統計のビジネスへの活用 

 統計のビジネスへの代表的な活用例は、次のようなパターンに分類できます。 

（1）予測 

 予測は統計の基本であり未来の数字を出すことです。そしてビジネスでは計

画、予算といった未来の数字がよく使われます。予測は現代の IT がもっとも得

意な分野といってよいものです。 

 予測は次のようにモデル化されます。 
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「過去のデータ」から特定の「予測のやり方」を使って、「予測値」を出すと

いうのが予測という仕事です。予測の最大の特徴はいずれ実績値が出るという

ことです。予測をやりたがらない多くの理由は、予測値≠実績値となることを恐

れているようです。しかし冷静に考えれば、実績値が出た後で、次はなるべくあ

たるように、つまり「実績値－予測値」ができるだけ小さくなるように、「予測

のやり方を変えて」いけばよいことはわかると思います。これを回帰分析といい、

予測について過去の賢い人たちが出したナレッジです。 

 

例えばある商品が毎期以下のように売れたとします。 
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期 販売個数 期 販売個数
１期 120 ２１期 231
２期 126 ２２期 278
３期 142 ２３期 229
４期 130 ２４期 266
５期 128 ２５期 225
６期 146 ２６期 235
７期 205 ２７期 282
８期 182 ２８期 306
９期 224 ２９期 264

１０期 206 ３０期 312
１１期 188 ３１期 288
１２期 201 ３２期 319
１３期 198 ３３期 346
１４期 246 ３４期 298
１５期 233 ３５期 307
１６期 211 ３６期 358
１７期 240 ３７期 388
１８期 222 ３８期 372
１９期 213 ３９期 ？
２０期 255

今は38期が
終わった所
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この時 39 期には何個売れると予測したらよいでしょうか。1 期～38 期までの

平均値を出してみると 240 個です。39 期は 240 個と予測すべきでしょうか。38

期が 372 個なのにいくらなんでも小さすぎます。つまり平均値は「予測のやり

方」としては不適確といえます。そこでこれを縦軸を販売個数、横軸を期として

プロット図で書いてみます。 
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明らかにこの商品の販売には傾向があります。増加していく 1 本の線が見え

ると思います。しかしこの線をどう引くかを決めなくてはなりません。 

これが先ほどの「予測のやり方」です。これも過去の賢い人たちが考えて結論

を出しました。それは各店からの距離の和がもっとも小さくなるように線を引

くということです。これが先ほどの「予測値－実績値」をできるだけ小さくする

ということです。 

これには最小 2 乗法（各点からの距離を 2 乗してその和が最小になるように

する）が用いられます。この最小 2 乗法を使った線は、エクセルで引くことがで

きます。 
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この線を使えば、39 期は 355 個と予測されます。さらに 39 期の実績が出た

ら、この点を増やしてまた新しい線を引けば 40 期が予測できます。これが先ほ

どの「予測のやり方を変える」ということです。回帰分析とはこういう意味です。 
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（2）シミュレ－ション  

シミュレーション⇒simulation。模擬実験のこと。IT の分野では、コンピ

ュータの中に仮想の世界を作り上げて、さまざまな実験を行うこと。 

 実験室ではなく一般企業で用いられるシミュレーションとしては、意思決定

シミュレーションがポピュラーです。これは人間が意思決定する前に、「したら

どうなるか」をコンピュータで考えてみるというものです。意思決定シミュレー

ションは次のような構造となります。 

 

定義
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 意思決定パラメータ（変数）をコンピュータにとりあえず入力し、代わりに評

価パラメータを出力してもらいます。この評価パラメータが NG（この結果では

納得しない）なら意思決定パラメータを変え、評価パラメータが Good ならその

意思決定パラメータを採用する、つまり「意思決定する」というものです。 

意思決定シミュレーションは｢意思決定したらどうなるか｣を ITで予測するも

のです。この意思決定パラメータから評価パラメータの変換のために、コンピュ

ータの中に過去の意思決定結果と予測のやり方（この 2 つが先ほどのシミュレ

ーションの定義にある「仮想の世界」）を入れておきます。 

例えばある店で商品の値下げをする時、値下げ額（意思決定パラメータ）を入

れると、販売数量を予測して利益（これが評価パラメータ）を計算してくれると

いうものです。その利益に納得できれば実際にその値下げをします。 

③OR 

OR はもっとも広い意味では「数学をビジネスに生かすこと」ですが、ここで

は次のように定義します。 
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OR⇒Operations Research の略。企業における最適な意思決定案を IT を

使って求めること。 

 OR はシミュレーションとは異なり、意思決定パラメータが入力ではなく、コ

ンピュータから出力されるものです。 

先ほどの例では、商品の最適値下げ額を IT が提案してくれるものです。もち

ろん意思決定するのは人間ですので、その値下げを実施しなくても構いません。

しかしそれでもコンピュータの「提案」（最適値下げ額）は参考にすると思いま

す。それは OR でやれば｢やり方｣がはっきりしており、なぜそういう提案をし

たのかがよくわかるからです。 

 シミュレーション、OR とも予測の発展形であり、あたるかどうか心配するの

ではなく、やってみてやり方を変えていくことが基本です。 

さらにこれを発展させて、IT が意思決定していくものが自動意思決定ですが、

これは 642 ページの AI の世界です。 

定義
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テーマ 47：専用の Webサイトを作る 

インターネットはビジネスを変えてきました。メール、Google の検索エンジ

ン、SNS などは、生活だけではなく、仕事のやり方そのものを変えてしまって

います。新型コロナウイルス感染予防の対策で話題となったテレワークでも、イ

ンターネット、テレビ会議システムがその力を発揮しました。 

このビジネス・コミュニケーションにおいて、特定の人をメンバーとする Web

サイトを作ることは、さまざまな意味で大きなイノベーションをもたらします。

この Web サイトでは社内の特定メンバー、社外のメンバーと、セキュリティを

保ちながらデータのやり取りやディスカッションをスムーズに行うことができ

ます。またテレビ会議システムとの併用もスムーズです。 

ここではこの専用 Web サイトのイメージを述べてみます。 
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１．プロジェクトチームなどの専用 Webサイト 

 社内や社外のメンバーとプロジェクトを組んで仕事を進める時、そのチーム

専用の Web サイトがあると便利です。これには Web サイトを作るための

CMS（Contents Management System）というソフトウェアを利用すること

もできます。CMS にはオープンソース（自由に使える）のものが数多く出て

います。 

CMS はこういったスタイルの Web サイトの作成を、素人でもできるように

したものです。特定メンバーの SNS のようなものですが、通常の SNS にはな

いさまざまな機能およびセキュリティ機能を持っています。 

 CMS のオープンソースには、Drupal（大規模な Web サイト作成によく使わ

れる）、Joomla!（ここにさまざまな機能を追加していくのに向いている）、

WordPress（ブログなどの簡易サイトによく使われる）などさまざまなモノが

あります。 
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ただプロジェクトのような形で、素人がビジネス用の Web サイトを作るの

なら、moodle が最適です。プロジェクトのメンバーを moodle のテンプレート

に CSV ファイルを張り付けるだけで、すぐに専用 Web サイトを立ち上げるこ

とができます（具体的な作り方は「プロコンサルタントの最強 Excel 術」を参

照してください）。 

 使うイメージとしては次のようなものです。 

まずプロジェクトメンバーは通常のインターネットサービスのようにユーザ

名とパスワードを自分で登録します。その上でこの Web サイトへこれを使っ

てアクセスします。このセキュリティ機能もすべて moodle がやってくれま

す。セキュリティレベルも一般のビジネスサービスと同等のものです。 

以下のものは、弊社でやっているセミナーにおいて、講師と受講者の間で作

った専用 Web サイトのポータル（玄関）です。 
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セミナー、締切など
のイベントがあると色

が変わる

通信教育の
サイトに行く

e－ラーニン
グのサイトに

行く
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講師からの
情報提供

ここにレポート
などを出す

ダウンロードし
て使うテキスト
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スケジュール表、ディスカッション（広場）、お知らせ、ファイルのアップ

ロード（提出）、ダウンロード（受け取り）などプロジェクトで必要なほとん

どの機能を持っています。 
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２．e－ラーニング 

 この専用 Web サイトを使って e－ラーニング（IT を使って学習すること）

を行うこともできます。と言うよりも moodle という CMS は、そもそも e－ラ

ーニングのために開発されたもので、多くの大学で採用されています。 

先ほどの機能に加え、e－ラーニング用のテキスト（教科書）もデータを流

し込んでいくだけで簡単にできます。 

 次図は弊社でやっている e－ラーニングの画面イメージです。 
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 moodle の先ほどの機能を使えば自己確認テスト、講師との Q&A、レポー

ト添削、受講者同士の情報交換などさまざまことが行えます。  
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テーマ 48：IoTとは 

近年のホットな IT キーワードは DX（デジタル・トランスフォーメーション）

です。本セッションではこの IT の最新キーワードについて学習します。 

 

 

１.DXとは 

DX は IT 用語の中でも極めてファジーなものでさまざまな意味に使われてい

ます。本テキストでは次のように定義します。 

DX⇒ビジネス、商品、サービス、さらには生活をデジタルに変えることでイノ

ベーションしていくこと。 

ビジネスから見れば、IT によるコミュニケーション（情報システムを含めて）

という仕事の合理化、高度化の世界から、「ビジネスそのものに IT が生んだデ

ジタル化技術が適用されていくこと」を意味します。この走りは前述の Web の

定義
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浸透ですが、ここに IoT、AI、ロボットといったものが重なり合っていきます。

似たような言葉にデジタライゼーションがありますが、ともに DX と表現され、

あまり区別して使っていません（単純なデジタル化をデジタライゼーション、デ

ジタル化によってイノベーションしていくことをデジタル・トランスフォーメ

ーションと言う人もいますが）。 
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２． IoTとは 

IoT とは Internet of Things の略で、直訳は「モノのインターネット」です。 

544 ページのようにインターネットはもともと「すでに作られてしまったネッ

トワークをつなぐもの」としてアメリカで生まれました。このインターネットに

世界中のネットワークが接続され、そのネットワークにつながっている“コンピ

ュータなど”（正確に言うとデジタルデータを通信可能なハードウェア）をつな

げていきました。 

IoT とは次のような概念です。 

IoT⇒「デジタルデータを持っていないモノ」（ヒトもその代表）を、何らかの

形でインターネットに接続しようとする「考え方」。 

これによってモノとモノがつながっていき、世界が変わるというものです。ま

さに DX の原点といえるものです。 

ここから DX はスタートし、インターネットだけではなくロボット、AI など

かつての技術が合流していきます。 

定義
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３． IoTが誕生するまで 

IoT が誕生までの流れを追ってみましょう。 

（1）M2Mからロボットへ 

 M2M⇒Machine to Machine の略で、モノの 1 つである機械と機械をつなぐと

いう考え方。 

機械同士は通常工場の中ではつながって動いていますが、これを「デジタルデ

ータを用いるコンピュータ・ネットワーク」をベースに異機種接続（つなぐこと

を前提に設計されていない機械と機械をつなぐ＝インターマシン）をしようと

いうものです。 

 M2M のスタートは NC（Numerical Control；数値制御）、つまり「機械を数

字でコントロールする」というものです。例えば「『1』と言ったら右へ動け」「『2』

と言ったら左へ動け」･･･と決めておいて、この数字を機械に命令として与える

ことで、機械のさまざまな動きを作り出していくものです。これで機械が「デジ

タルデータ（数字）を理解できるモノ」となりました。 

定義
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 次に生まれたのがコンピュータ制御です。この「数字」と「動き」の関係をコ

ンピュータ（制御コンピュータという）に覚えさせておいて、このコンピュータ

と機械をデジタルネットワークでつなげることです。人間が「right」と入力す

ると、コンピュータが「1」と変換して「機械が右へ動く」というものです。つ

まりヒト、工場の機械、コンピュータという 3 つのモノがつながっています。さ

らにこの制御コンピュータを機械の中に埋め込んだものが産業用ロボットです。 

産業用ロボットは 1960 年代にアメリカで商品化されたものですが、1970 年

代に入って日本は「ティーチング・プレイバック・ロボット」（人間が動きを教

えるとその通り動く）の技術で世界を席巻します。用途としては工場内の単純作

業からスタートし、部品組立、溶接、塗装などの熟練工の領域へ進んでいきます。

現在は「自動車の溶接、塗装」、「家電の組立、搬送」、「半導体の液晶パネルやウ

エハーの検査」が 3 大適用分野となっています。そして工場を越えて、建築や土

木などの建設業、原発の保守・点検へとその用途を広げていきます。 

 これらの機械や産業用ロボットが次第に 1 つのサーバーにつながるようにな
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り、工場内の機械や社内のコンピュータがネットワークされていきます。これが

メカトロニクス（ME）という世界です。 

 この ME というネットワークがインターネットに接続することで、他のネッ

トワークに接続している機械ともつながることになり、ここに M2M という言

葉を生みました。コンピュータに加えて工場の機械という“モノ”がインターネッ

トにつながった瞬間であり、IoT の走りとなりました。 

 

 一方で後述するセンシング、AI の進展でサービスロボットとよばれる分野が

生まれました。これは「ティーチング・プレイバック」だけではなく、音声認識、

画像認識、学習機能という耳、目、口そして頭を持つものです。現在の適用分野

としては店頭での接客、医療・介護、設備メンテナンスなどで徐々に進められて

います。そしてこのアイデアが産業用ロボットを進化させ、故障の予知、複数ロ

ボットの経験共有といったものに使われています。 

さらには「人のやっている仕事をロボットへ」という流れの中で、オフィスで
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パソコンに対して人間がやっているオペレーションを自動化しようという動き

（商品化）が生まれています。これが RPA（Robotic Process Automation）と

いう考え方を生みました。 

RPA はこのパソコンのオペレーションを越え、さまざまな使い方をされてい

ますが、ここでは次のように定義していきます。 

RPA⇒人間がやっていた思考、判断を中心とするオフィスにおける仕事を AI な

どを使って行うもの。 

 

（2）RFID 

ID とは「モノ（ヒトを含めて）を識別する技術」のことです。ネットワーク

においては ID 番号とパスワードの組み合わせが一般的です。近年ではバーコー

ドを 2 次元化した QR コードなどもよく用いられています。 

この ID に、近年になって使われ始めているものが IC チップ（1 ミリ以下の

小さなコンピュータ）といわれるものです。この IC チップには接触型（読み取

定義
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り機に触れる）だけではなく、非接触型（読み取り機に触れなくても読める）の

ものが誕生しました。この非接触型の IC チップを用いてモノを識別する技術を

総称して RFID（Radio Frequency ID）といっています。Suica などの電子マネ

ーを支える技術です。 

RFID の特徴は 2 つあります。1 つは「読む」だけではなく、書き込んでいく

こともできることです。もう 1 つはこの読み書きの動作によって電流が流れて

いくことです。つまりコンピュータなどの機械の最大ネックといわれる電源を

持たなくても、リーダー兼ライターに近づけることで電気が供給されるという

ものです。 

 そしてこの RFID の標準技術として Felica（フェリカ）をソニーが開発し、

これをオープン化（誰でも使えるようにすること）しました。この Felica が Edy、

Suica などに採用され、一気に電子マネーが普及へと向かいました。これによっ

て非接触型の ICチップが大量生産され、生産コストが急激に落ちていきました。 

このコストダウンにより IC チップを荷札のように使う IC タグが実用化され
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ていきます。この IC タグを通して、モノがインターネットへ（＝IoT）とつな

がっていくことになります。 

 

（3）スマホ 

インターネットにスマホという生活のインフラとなったツールが合流します。

スマホは携帯電話、メール端末だけではなく、動画を含む画像をネットワークで

やり取りするツールとして発展します。 

636 ページで述べるように動画をやりとりするには超高速のネットワークが

要求されます。スマホがこのドアを開けてくれました。つまり動画が自由にやり

取りできるネットワークを生んでくれたのです。 

スマホはコンピュータではなく携帯電話をベースとして、テレビ機能（動画を

受ける、見る）、ステレオ機能（音楽を聴く）などを持ったマルチ用途の“モノ”

であり、さらにここに時計やアラームといった時間、体温計や万歩計といったセ

ンサー、電子マネーをはじめとする RFID、GPS という位置特定機などさまざ
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まな“モノ”をスマホを通してインターネットへとつないでいきます。 

 ここで使われたスマート（smart）は、もともとは「賢い」という意味ですが、

その語源を越えて、スマホのように「インターネットに接続するモノの状態」を

「スマート」というようになります。スマートグリッド、スマートコミュニテ

ィ･･･といったものです。 

 

（4）カーナビ 

IoT は M2M の世界とも合流していきます。 

 エレベーター、コピー機、オフィスプリンター、自動販売機といった比較的高

価で、かつ点検、消耗品補充、故障修理といった保守サービスがタイムリーに求

められる機械がいち早くこれに対応します。これらの機械をインターネットに

接続して、保守センター側のコンピュータで常時稼働状況をモニタリングして

リモート保守するというビジネスモデルです。 

ここにさらなるインパクトを与えるものが耐久消費財の王者といえる自動車
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という機械、モノです。そしてそのトリガーとなったのがカーナビです。カーナ

ビはデジタル地図によって目的地誘導機能を持つものであり、ここに GPS

（Global Positing System：車にアンテナを付け人工衛星で車の位置を特定する）

という位置センサーとネットワークが必要となります。センサーは 637 ページ

で述べますが IoT の中核技術の 1 つです。この爆発的なヒットでここにカネが

流れ、渋滞情報などさまざまなデータをやりとりできる自動車ネットワークを

作っていきます。 

ここでもさらにはスマホを利用することで（カーナビ機能をスマホに持たせ

る。カーナビをスマホとして使う）、ついに自動車がインターネットへと接続し

ます。 

さらにはこの自動車への IoT 適用により自動運転が現実のものとなっていき

ます。自動車業界のキーワードは CASE です。それは Connected（インターネ

ットにつなぐ＝IoT）、Automated（自動運転）、Shared（つながった自動車を皆

で共有する）、Electric（エネルギーは電気を使う）の頭文字です。 
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テーマ 49：IoTの技術 

 IoT とはモノが持つ“状態”（5W1H＝誰のモノか、なぜ持っているか、いつ、

どこにあるのか、どうなっているのか）をデジタルデータ化してインターネット

接続し、ヒトが活用していくものです。これを技術として見ると、次のようなも

のから成り立っています。 

 

１．デジタル化技術 

IoT、そして DX の基本はデジタル化です 

デジタル⇒数字などの符号を使ってデータを表現するもの 

アナログ⇒符号を使わないで表現するもの 

デジタル化⇒アナログをデジタルに変えること 

これまでの IT はデジタルの世界であり、すべてのデータを 0、1 という 2 つ

の数字で表しています。スイッチのオフ（0）、オン（1）をイメージするとわか

定義



Lesson4 セッション 3：DX 

635 
© 2020 MC システム研究所 

 

りやすいと思います。このスイッチ 1 つのことをビットといいます。数字、アル

ファベットなどの文字を表すには 8 ビット（256 通り表現できる）が使われ、こ

れをバイトといいます。 

 一方、一般社会で起こる現象はすべてアナログです。この「現象」をデジタル

化するチャレンジの第一歩が音と画像です。 

音は次のように音の波を一定の時間間隔で切って、その「高さ」をデジタル化

（数字）すればよいことになります。この切る間隔を小さくすれば「きれいな音」

になるのはわかると思います。 

 

高さ

⇒波の高さを数字で表わす⇒デジタル化

音の波
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 画像は次のように小さなマスに切って、そのマスを白（0）か黒（1）と判定す

れば OK です。このマスを小さくすると「きれいな画像」となります。 

 

画像は光の 3 原色を使ってカラー化し、アニメーションのように重ねること

で動画となります。ただこうしていくとデータ量は膨大になることはわかると

思います。 

 

黒い三角形は各マスを
白（0）、黒（1）で表わす
⇒デジタル化
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２．センシング技術 

センサーとはモノの状態をとらえ（センシング≒計測）、これをデジタルデー

タに変えるデバイス（特定機能を果たす周辺装置）のことです。センシングの対

象としては長さ、重さ、電流、時間、温度、湿度、音量、光、圧力、距離などさ

まざまなものがあり、古来からこれを測る機器は開発されてきました。 

近年のセンサーの中でもっとも高機能化、かつ低コスト化したものがスマホ

の部品の 1 つである画像センサー、要するにビデオカメラです。さらにスマホ

の普及は前述の GPS という位置センサー、生体センサー（心拍数、血圧などの

ヒトに関するデータをセンシング）の機能も高めていきます。 

またこのセンサーを対象に近づけるものとして、軍用に使われていたドロー

ンが注目されています。ドローンは無人の航空機であり、遠隔操作や自動運転に

より飛行します。これが増産され、驚くほどの低コスト化が図られています。 
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３．プロセッサー技術 

 IoT において、モノに付けるプロセッサー（コンピュータの中核であるデータ

処理装置）には 2 つの機能が求められます。1 つはセンシングした結果をデジタ

ル化することであり、もう 1 つはそのデジタルデータの蓄積および処理です。

前者については RFID の IC チップもありますが、何と言ってもスマホがそのベ

ースとなります。さらにはこれをヒトの身に付けられるようにしたウェアラブ

ル端末、カーナビ、RFID の進化形など考えられます。 

 後者の「データ蓄積、処理」についてはすべてモノのプロセッサー側でやるの

ではなく、インターネット側で処理することもできます。これを実現するのがク

ラウドサービスです。すなわちインターネットの接続先の向こう側（これを「ク

ラウド＝雲の向こう」と表現）でデータ処理を行うものです。 

 ただ IoT で多くのデバイスからデータが大量に発生してくると、これをすべ

て「インターネットでクラウドへ」というのではネットワークの負荷が大きくな

りすぎます。そこでこれを揺り戻すような動きも出ています。それがエッジコン
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ピューティングであり、クラウドの手前のエッジ（データベースサーバー）で「デ

ータを処理分析してクラウドへ」というモデルも注目されています。 

 

４．ネットワーク技術 

 IoT に使用するインターネットのネットワークサービスについては、スマホの

ネットワークがまず考えられます。スマホのネットワークが音声よりも画像、動

画をその中心に移していく中で高速化、大容量化が図られてきました。 

そしてここに 5G という波が重なってきます。 

 G とは Generation の略であり、世代という意味です。1G（第 1 世代）は初

期の携帯電話時代、2G でメールが可能となり、2000 年代になって 3G で現代の

携帯電話のインフラが整いました。この 3G は次々と進化していき、LTE（Long 

Term Evolution：長期的な進化）とよばれており、次の 5G との間で 4G と表現

されました。5G の特徴は高速（4G の 20 倍）、低遅延（4G の 10 分の 1。遅延

は通信のリードタイムのこと）、多数同時接続（4G の 10 倍）省電力（小型デバ
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イスがバッテリーで 10 年間以上稼働可能）というものです。 

これによって IoT、そして DX が加速することとなります。この 5G が 2020

年から普及へと向かっています。と言うよりも、日本を含め各国政府が、国のイ

ンフラが DX の波に乗り遅れないようにネットワークキャリア（ネットワーク

を提供している企業）の尻を叩いて進めさせているのが現状です。 

 

５．データ処理技術 

最後はモノからインターネット経由で集めたデジタルデータを処理していく

技術です。これには 2 つのキーワードがあります。 

 1 つは「ビッグデータ」という大量のデータを処理していく技術のことです。

ビッグデータは ITベンダーが先ほどのクラウドサービスを展開するのに使った

プロモーション用のキャッチフレーズです。データ処理技法としては目新しい

ものはなく、「統計」という人類古来の技を使うものです。ただこのデータが大

量になっていく中で、高速処理が求められたことが背景となっています。つまり
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パソコンのエクセルでも少数のデータであれば同じことができますが、大量の

データ処理には高速コンピュータが必要となるというものです。要するに従来

からあるデータセンターというビジネスモデルであり、これが IoT、5G におい

て対象データが飛躍的に増大することで再注目されています。 
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テーマ 50：AI 

DX を支えているもう 1 つのものが AI（Artificial Intelligence：人工知能）

です。と言っても、AI は昔からある考え方で、この実用化がここに来て進んで

きています。 

AI と IoT が重なり合って DX という考えを生んだといえます。 

 

１．AIとは 

AI とは人間の持っている「知能」を人工的に実現しようというものです。 

 AI ではこの知能を次の 3 つの要素に分けて考えています。 

・認識・理解･･･問題を認識・理解する 

 ・解決･･･今までの知識を使ってその問題を解決する 

 ・学習･･･上の問題、解決策、そしてその結果などから新しい知識を習得する 

 例えば「2 日酔いで頭が痛い」とします。まず人間は、「自分が昨夜酒を飲み
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すぎ、今、頭が痛い」ということを「認識・理解」します。次に持っている知識

から「熱いお茶を飲んで汗をかく」という「解決」を図ります。その結果「治ら

ない」と、「熱い風呂に入る」という次の「解決」を図ります。この結果、頭痛

が治ると、「2 日酔いには熱い風呂が一番」という知識を「学習」します。 

 

２．AIの進化 

 AI はコンピュータ登場当初からあった考え方ですが、上の知能の各要素を

徐々に人工化していくという形で進化していきます。 

 この AI の進化過程を追ってみると次のようになります。 

（1）AIの前段階 

 まず、先ほどの知能の要素のうち、1 番目の「認識・理解」のチャレンジから

始まりました。ここではパターン認識とよんでいました。郵便局の郵便番号の自

動読み取り、OCR（Optical Character Recognition：光で文字を読み取る装置）

による文字認識、音声入力装置による音声認識といったもので、人間の目、耳な



Lesson4 セッション 3：DX 

644 
© 2020 MC システム研究所 

 

どの感覚器をコンピュータで実現しようとするものです。この段階では AI とよ

ばれていません。 

 

（2）1960年代第 1次 AIブーム 

 コンピュータのプログラムを使って「解決」へのチャレンジが始まります。こ

こではコンピュータに「論理」（解決に導く手順）をプログラムとして覚えさせ

ておきます。その上で実際の問題が与えられると論理を用いてさまざまな手を

コンピュータ上で打って、その中で最適な手を探すというものでありました。

610 ページのシミュレーション、OR の世界です。しかし「論理の組立てが難し

いもの」（＝人間が頭を使ってやっている仕事）には適用できず、ブームは去り

ます。 

 

（3）1980年代第 2次 AIブーム 

 この解決に「ナレッジ」（このテキストのタイトルの“ナレッジ”）という考え
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方を導入し、これを使って「推論」していくという形になって再び AI は脚光を

浴びます。これはエキスパートシステム（専門家の仕事を AI で実現していくと

いうもの）とよばれるもので、ナレッジベース（ナレッジを集めたもの）と推論

システム（先ほどの論理にあたるもの）から成ります。ナレッジベースとして一

番有名なのが「if-then ルールベース」（もし～なら～をする）であり、これを数

多く持って答えを出していきます。 

これと合わせて認識・理解への再チャレンジが始まり、ファジー（あいまいさ）

を取り入れるシステムも考えられます。 

 

（4）ニューロコンピュータの研究 

 しかしここで壁にぶつかります。それはナレッジ・エクスプロージョン（ナレ

ッジの爆発）です。ナレッジベースはどんどん膨れ上がり、さらに認識・理解（自

動翻訳など）の世界がこれに拍車をかけ、とても現在のコンピュータでは実用化

できないという結論になります。しかし人間の頭脳は有限の中で実現していま
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す。そこで人間の頭脳の研究段階に入ります。それがニューロコンピュータです。

ニューロとは「神経」を意味し、脳の神経回路網（ニューラルネットワーク）を

コンピュータで実現しようというものです。 

 このニューラル・ネットワークモデルは、人間の認識・理解の部分（目、耳、

口･･･）を入出力装置とし、頭脳の部分をニューロン（ネットワークのノード）

とシナプス（ニューロンをつなぐネットワーク）でモデル化します。つまり Web

状態のニューロンの間をシナプスが流れ、答えを入出力装置に送り出し、その結

果がニューロンに蓄積され学習していく、というものです。 

 

（5）第 3次 AIブーム 

 このニューラル・ネットワークは先ほどの「ナレッジ・エクスプロージョン」

をさらに増大させてしまいます。しかしこれを 2 つのことがクリアしていきま

す。 

1 つは大容量、超高速のコンピュータの登場です。ロケットの弾道シミュレー
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ションに使われたようなスーパーコンピュータ、パラレルコンピュータ（並列処

理ができる）といったものが半導体技術の進化とクラウドニーズの高まりで、ビ

ジネスで利用するコンピュータで実現できるようになっていきます。 

2 つ目はニューラル・ネットワークモデルです。人間の頭脳を実現しようとす

ると、入力から出力に至るまでにはニューロンを何層も重ねる必要があります。

しかしこれを重ねていくとそのシナプスが何兆のオーダーで生まれてしまいま

す。これを「畳み込みニューラル・ネットワーク」というモデルで解消します。

ここでは事前学習を行うことをベースとします。ニューラル・ネットワークを作

ったら、これに「問題と正解」のデータ（日米翻訳なら日本語と正解の英語）を

持っていて、問題に対してさまざまなニューロンのパラメータ（重みづけ）を使

って解決させ、正解にもっとも近づけるようにパラメータを調整していくもの

です。 

そして事前学習後の実際のシーンでやったことも正解に入れて、自己学習し

ていきます。これによって不要なものを記憶から消し、データの圧縮化を図りま
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す。つまり不要なシナプスを捨て去るニューロンを作り、処理するニューロンの

数を減らしていくことです。この「捨て去る」ことこそが「学習」であり、「忘

れる」ことこそが人間の頭脳の最大の特徴です。 

このパラメータを調整し、捨て去る層を作り、多層化を実現したことから、デ

ィープ・ラーニング（深層学習）とよばれるようになりました。 

プラットフォーム（IT を使うベースとなる機器）の高速化、モデルによる解

決の精度向上、データの圧縮により AI は実用化されていき、この実用化による

使用によってさらなる学習が進んでいきます。ここに現在の第 3 次 AI ブームは

訪れます。 

 

３．AIと IoT、ロボットのドッキング 

そして AI では「解決」よりも「認識・理解」に注目が集まります。特に画像・

音声認識ではここに別の角度からアプローチが重なってきます。IoT のセンシン

グ技術（画像、音声のセンシング）です。これで IoT と AI は合流します。 
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628 ページで述べたように AI は産業用ロボットの世界にも合流します。認

識・理解という目、耳、口、そして頭脳を持ったロボットです。これをスマート

ロボット、AI ロボット、知能ロボットといいます。これは産業用ロボットとい

う「工場の手足」のイメージを離れ、「人へのサービス」を行うというイメージ

であり、サービスロボットともいわれます。 

AI の世界で有名な言葉に「モラベックのパラドックス」という考え方があり

ます。これは「高度な知能テストやゲームを大人と同等やそれ以上の能力でやる

ことをコンピュータで実現することよりも、幼児の知覚（先ほどの認識・理解、

人の顔を見分けるなど）、無意識の運動などをコンピュータで実現することの方

が難しい」ということです。 

AI はこの「幼児の知覚」をとらえ始め、学習を続けており「人間の仕事」の

もっともベーシックな部分をクリアしつつあります。 
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テーマ 51：セキュリティ 

 IT が進んでいく中で社会問題となっているのがセキュリティです。IT におけ

るセキュリティは不正アクセスなどから守ることをいいます。DX が進み、あら

ゆるモノがインターネットという無防備のネットワーク（誰でもつなぐことが

できるというのはそういう意味です）につながれば、セキュリティ・リスクは高

まっていきます。 

 

１.セキュリティという考え方  

セキュリティはネットワーク、IT など特別な世界のものではなく、「悪い人か

ら身を守る」という人類古来からある考え方です。インターネットや IoT はこ

のセキュリティ・リスクを高めるだけのことです（悪い人から見ると悪いことが

やりやすくなる）。 
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10 億円の現金（IT では「データ」と考えてみる）を守る例でセキュリティを

考えてみましょう。10 億円の現金（データ）を守るには「金庫」（データのまわ

りに壁を作って入口を１つにする）と「カギ」（その入口で悪い人でないかをチ

ェックする。パスワードなどにあたる）を用意するのがノーマルです。いわゆる

「予防」です。 

ここでの最初のテーマは 10 億円の現金を守るには、一体いくらの金庫（セキ

ュリティシステム）を買えばよいかです。カギであるセキュリティソフトは 1 万

円程度の簡単なものから、金融機関で使っているような何億、何十億円とかけた

頑丈なものまで、ピンからキリまであります。ただはっきりしているのは守りた

い現金の金額（データの価値）に依存していることです。10 億円の現金を守る

金庫と 100 万円の現金を守る金庫なら、明らかに前者の方を高い金庫にすべき

です。 

しかし金庫屋さん（IT ベンダー）に「いくらの金庫（セキュリティシステム）

を買ったらよいか」と聞くのも何か嫌です（高いものを売りつけられそうで･･･）。
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だからここには「普通」という概念が必要となります。つまり守りたい現金（デ

ータ）の何％をセキュリティに投資するかといったことです。 

ここで 1000 万円の金庫を買ったとします。次に考えるのはこのカギをなくし

たり、こわれたりして、金庫が開かなくなった時のことです。カギがなくても開

くなら、それはカギではありません。これでは 1000 万円の金庫を買ったら、10

億円損するリスクを背負うことになります。 

したがって「合いカギ」を作っておく必要があります。「合いカギ」は、本来

のカギを持っている人が持っていても仕方ないので(一緒になくす)、管理人、金

庫業者やこわれた金庫を直すことができる人が持っておく必要があります。こ

の「合いカギ」はあたり前のことですが、信頼できる人に持っておいてもらわな

いと金庫を買った意味がありません。 

セキュリティシステムには「合いカギ」が不可欠であり、これを持ってもらう

のは信頼できる IT ベンダーしかいません。IT ベンダーを IT パートナーと考え

て、両者が一緒にこのリスクを背負っていくしかありません。つまりセキュリテ
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ィを破られて、もし自社にダメージが出たら、IT ベンダーにもその一部を担っ

てもらうことです。いわゆる保険の機能を IT ベンダーに求めることです。 

そしてもう１つ大切なことは、どんな敵からも守ることのできる「万全なカギ」

はないということです。あたり前の話ですが、金庫はカギで開くからです。万全

なセキュリティがないとしたら、１つはどこまでやるかであり（それが先ほど述

べた普通のセキュリティ）、もう１つが起きたらどうするかという発生時対策で

す。 

セキュリティ事故（データ漏洩など）が起きてしまった企業にとって運命の分

かれ道は、「カギはかかっていたのか」です。マスコミなどに「カギもかけず、

データをずさんに管理していた」と書かれれば企業の命は終わりになります。そ

れがセキュリティです。企業から見れば自社のオフィスにカギをかける意味は、

泥棒に入られないためではなく（泥棒はカギをこわしてでも入ってくる）、入ら

れても「カギをかけていたのだから」と社会に弁明できることです。つまり予防

こそが最大の発生時対策です。 
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そのうえで「保険（損害を小さくする）に入っておく」という発生時対策をと

るのがノーマルです。 

 

２.セキュリティとコントロール  

 もう 1 つセキュリティには大きな意味があります。 

従業員の目の前に 10 億円の現金（データ）を置いておくのは失礼です。「盗

んでもバレないかもしれないが、盗むな」と貼っておくのは経営者の怠慢です。

しかもデータなら盗んでも「被害者が誰かわかりづらい」（コピーしても元デー

タは消えないし、名簿が盗まれても誰がどんなダメージを受けるかがイメージ

しづらい）といえます。 

10 億円の現金を金庫（セキュリティシステム）に入れ、カギをかけて管理人

室に置いておいても、盗む人はもちろんいます。しかしこれは犯罪を犯そうとい

うはっきりとした意思の基にやっているものであり、この行為を完全に妨げる

ことは先ほど述べたように不可能です。 
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セキュリティシステムは人間という弱い動物の「出来心」をプロテクトするも

のでもあり、犯罪者から守るためだけのものではありません。 

セキュリティシステムは 291 ページで述べた「コントロール」（内部統制）と

しても機能します。企業に適切なセキュリティ・コントロールを持つことは、“経

営者のマナー”といえます。 
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Lesson 5 流通 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

流通はマーケティングの一部とも考えられます。マーケ

ットにおいて売り手と買い手の中間にいる存在です。  

流通においてはこの売り手、買い手とのパワーバランス

がその仕事を決めると言っても過言ではありません。  

この中で流通にはさまざまなアイデアが生まれていま

す。このアイデアを自らの仕事に生かすために学習してく

ださい。  
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商流、物流、 3PL、 VMS、流通サプライチェーン、 SCM、商圏、  

マーチャンダイジング、 ISM、 ISP、レイアウト、ゾーニング、  

フェイシング、衝動買い、物流ネットワーク、物流センター、  

ロケーション管理、ピッキング、 EOQ、安全在庫、 CRP、  

クロスドッキング、トレーサビリティ、  

カテゴリーマネジメント、 POS システム、 EUS、 EDI、 EC、  

フランチャイザー、フランチャイジー、チームマーチャンダイジング、

オムニチャネル、ドラッグストア、 SPA 

〔学習する重要キーワード〕  
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テーマ 52：流通とは  

「流通、流通業とは何か」を学ぶところからスタートしましょう。 

 

 

（ 1）生産者と消費者  

人間はいつの日か、いろいろなことをそれぞれが分担する「社会」

というものを築き上げました。そしてある特定の人間が必要なモ

ノを、別の人が「作る」という形で分担がなされました。この時「作

る」方を生産者（ほとんどが企業）、それを「使う」方を消費者（個

人だけでなく企業も含める）といいます。  

生産者には農業、漁業、工業、サービス業などさまざまなものが

あり、特に工業の生産者をメーカーといいます。  

 消費者には「消費」という言葉があまりなじまないもの（機械、
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建物など）は利用者（ユーザー）という言葉も使っていますが、本

テキストではこれらをあわせてすべて「消費者」と表現します。  

さらに社会ではこのメーカーと消費者を「つなぐ」という仕事が

必要になり、ここに「流通」が誕生します。  
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（ 2）流通の区分  

 流通というくらいですので、このルートを「何か」が行き来しま

す。主に次のようなものです。  

①情報  

 まずメーカーがどのようなものを作ったかを消費者に伝えるこ

とが必要です。つまり生産情報がまず流れます。そして流通の最後

に消費者が「使った」という情報がメーカーに伝わり、メーカーは

次の生産を考えます。つまり最後に消費情報が流れます。  

近年この情報流通に大きなインパクトを与えたものが Lesson4

で述べたインターネットであり、これから与えようとするものが

IoT です。これについてはセッション 4 の「流通と IT」で学習し

ます。  

②売買  

 メーカーが作ったモノはあたりまえですが、メーカーのもので
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す。これが所有権であり、売買によって消費者に移転します。つ

まり「売った、買った」の世界です。これも IT の発展でペーパ

ーレスとなり、情報流通の 1 つとなっています。  

③モノ  

 売買された後で、モノは「売った方」から「買った方」へ移りま

す。ここではモノに関してはこのような言葉があります。  

・製品⇒メーカーが作ったモノ。英語では product。  

・商品⇒製品、生鮮品、サービスなどが流通の中にある状態。英語

では commodity、merchandise。  

つまり流通を行き来するモノは商品です。  

 商品はさらに購買の頻度によって次の 3 つに分類されます。

（Lesson3 のマーケティングでもやりました。）  
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最寄品⇒食品、日用雑貨、実用衣料など購買頻度が高く、居

住地の近くで購入される傾向の強い商品。  

買回品⇒アパレル（ファッション衣料品）、家電品、カメラ

など最寄品に比べて購買頻度が低く、単価が高いもので、比

較・選択購買される商品。  

専門品⇒自動車、ピアノ、大型家電、さらには住宅など、買

回品よりも一層購買頻度が低く、単価が高いため慎重に検討

されて購入される商品。  

④カネ  

 商品の売買に伴ってカネが動きます。カネは商品とは逆に買っ

た方から売った方へ流れます。これは決済と表現されます。この

カネも売買同様にほとんどが情報となっています。  

 

 

定義
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 見方を変えると上で述べた 4 つ（情報、売買、モノ、カネ）を、

メーカーと消費者が直接やりとりできないために流通が必要だと

いえます。ここでは流通を次の 2 つに分けます。  

商流⇒商的流通の略。情報、売買、カネが流れていく流通。 

物流⇒物的流通の略。モノ、つまり商品が実際に流れていく

流通。  

 

 

 

 

 

 

 

 

定義
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（ 3）流通業  

 流通は収集と分散という 2 つの機能を持っています。  

・メーカーから見た流通  作った商品の生産情報・売買・物流を分

散し、決済・消費情報を収集してくれる。  

・消費者から見た流通  消費者のために店舗まで各メーカーの生

産情報・売買・商品を収集し、各メーカーへ決済、消費情報を分散

してくれる。  



Lesson5 セッション 1：流通の基本 

666 
© 2020 MC システム研究所 

 

 

プロとして流通の仕事を行う人は、次の 2 つに分けられます。  

 

 

 

メーカー

メーカー メーカー

メーカー

流通＝収集・分散

消費者
消費者 消費者

消費者
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流通業⇒流通を本業とする企業。  

卸売業⇒wholesaler(「大量に売る」という意味 )。商品を購

入し、小売業に再販売する流通業。  

小売業⇒ retailer（「少しずつ売る）という意味）。消費者に

販売する流通業。  

 これらメーカーと流通業は商品単位に集まっているので、この

集まりを業界といいます。例えば加工食品業界、自動車業界といっ

たものです。  

商品がその業界内の流通業を流れていくルートを流通経路とい

います。  

 しかしインターネットの普及で商流においてはこの収集・分散

がインターネットでできるようになり、メーカーと小売業、さらに

は消費者がダイレクトに結び付くようになっていきます。  

そうなると卸売業は商流機能は求められず物流中心となってい

定義
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きます。しかしこの物流の世界には卸売業だけではなく、専業の物

流業者がいます。物流業者は宅配便の普及で大きな変革を遂げ、さ

らにはアマゾンなどのインターネット販売の“足”としての機能を

持ち、急拡大していきます。そしてメーカーから小売、さらには消

費者への配送というビジネス領域にも進出しています。これを

3PL（サードパーティロジスティクス）といいます。  

こうして卸売業と物流業はボーダレスとなりこれらを総称して

ベンダー（届ける企業）という表現がよく取られます。  
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テーマ 53：流通規制 

流通はメーカー、流通業、消費者という 3 者が集う所であり、

パワーバランス（力の強弱）によって弱者が不利益を被ることも多

いといえます。そこで社会としてその適正化のために流通に関す

るルールをいくつもの法律で決めています。  

 

 

１．日本の流通規制  

メーカーと流通業の間では商品売買がなされます。よくこれを

「取引」といいます。ここでは価格を中心とする売買条件を二者間

で決めることになります。この取引ではどうしてもパワーバラン

スが大きく影響します。そして強者が弱者に対して無理を強いる

ことがあり、それは社会的に見るとアンハッピーなことです。これ
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はメーカーと流通業との取引だけでなく、社会におけるさまざま

なシーンで見られます。この弱者の不利益を救うための法律がこ

の後述べる独禁法です（アメリカでは反トラスト法がこれにあた

る）。  

かつての日本にはもう 1 つ流通規制がありました。それは大型

小売業に対するものです。日本の小売業は零細店、商店街という形

で自然に生まれてきました。ここにアメリカで生まれた大型店舗

スタイルのものが次々と日本へ輸入されてきます。日本では「中小

企業を守る」という基本的な政策ベクトルがあり、ここに大店法と

いう大型店の出店規制の法律が生まれました。これはアメリカな

どからの圧迫でなくなってしまうのですが、それがもたらしたも

のは未だに日本の流通業に残っています。  
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２．独禁法  

独禁法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。独占

禁止法）は、大企業が市場を独占することを禁止するとともに、流

通における取引の公正化についてもルール化しています。この独

禁法を守っていくお目付け役として、公正取引委員会（公取委と略

す）があります。  

流通の学習範囲を一部越えてしまいますが、ここで独禁法につ

いて整理しておきましょう。独禁法では独占と不公正取引という

大きく 2 つのことを決めています。  

（ 1）独占  

①私的独占の禁止  

 私的独占（公的機関以外で市場を独占）を｢優越した市場支配力

を持つ事業者がその力を利用して、他の事業者の事業活動を支配
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したり、排除すること｣と定義しています。つまりここで禁止して

いるのは｢支配力を持つ｣ことではなく、それを用いて｢支配的行為

を行うこと｣です。  

②不当な取引制限の禁止  

 カルテルという行為を禁止しています。  

カルテル⇒不当な取引制限のこと。独立した複数の企業が協

定を結んで、それによって競争をなくし、支配力を形成して

いくこと。  

その代表的なものは価格カルテル（価格競争をしないことを約

束すること）です。いわゆる｢談合」（公共事業を発注するための入

札で、受注業者側が相談して競争しないこと）もこの一種です。  

③株式の保有制限  

 Lesson1 で学んだように、持株会社は以前は独禁法で禁止され

ていましたが、 1997 年の改正で｢事業支配力が過度に集中するこ

定義
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とになる持株会社｣だけを禁止し、それ以外は自由に認められるこ

ととなりました。  

銀行などは原則として他社の株式を 5％ (保険会社は 10％ )を超

えて、取得・保有してはいけません。（ 5％ルールという。）  

この他、大会社が一定以上の株式を保有することや、競争を制限

する株式保有の禁止を定めています。  

 

（ 2）不公正取引の禁止  

 ここが流通にとっての規制部分です。  

不公正取引として 6 類型を挙げ、具体的な内容については公取

委が指定するとしています。この指定は業種の区別なく適用され

る一般指定と、特別な業種や活動に適用される特殊指定がありま

す。  

現在の一般指定は、1982 年に公取委が告示 (国、地方公共団体が
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一般に対して公にすること )したもので、次の取引を不公正取引と

指定しています。  

・共同の取引拒絶･･･「特定の企業を村八分」  

・その他の取引拒絶･･･「特定の企業と取引しない、させない」  

・差別対価･･･「地域、相手で価格を変える」  

・取引条件等の差別取扱い･･･｢同一条件・同一取引を守れ｣  

・事業者団体の差別取扱い等･･･「組合で特定企業を排除」  

・不当廉売･･･「極端に安く売る」  

・不当高価購入･･･「極端に高く買う」  

・ぎまん的顧客誘引･･･「優れているかのように見せる」  

・不当な利益による顧客誘引･･･「ライバルの顧客を取る」  

・抱き合わせ販売等･･･「これと一緒に買ってくれ」  

・排他条件付取引･･･「ライバルと取引しないなら取引する」  

・再販売価格の拘束･･･「買い手がさらに売る (これが再販売 )価格
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を、売り手が拘束する」  

・拘束条件付取引･･･「その他、取引に条件を付けること」  

・優越的地位の濫用･･･「取引先に対して自社が優越（頭が上がら

ない状態）していることを利用して、商慣習にはないようなこと

を要求する」  

・競争者に対する取引妨害･･･「ライバルのじゃま」  

・競争会社に対する内部干渉･･･「ライバルにこうしろ」    

これらはすべて｢正当な理由なく｣｢不当な｣が頭につきます。つ

まり｢やってはいけないこと｣ではなく｢不当な場合はこれに該当

しますよ｣というニュアンスです。さらにファジーな部分について、

公取委はガイドライン (｢こうやって独禁法を運用します｣ )も公表

（告示が積極的に示すなら、これは｢隠さない｣という消極的ニュ

アンス）しています。  

かつて公取委は「吠えない番犬」と言われていましたが、後述す
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る日本的流通構造についてこれを適用すべく、｢流通・取引慣行に

関するガイドライン｣を出し、違法行為を取締っています。その後

「大型小売店と納入業者に関するガイドライン」（大型小売店の優

越的地位の濫用が中心）、「不当廉売ガイドライン」など流通に関す

るガイドラインを出しています。  

 

（ 3）関連法  

 この他、公取委は次の 2 法も管轄します。  

①景表法  

 正式には「不当景品類および不当表示防止法」といい、次の 2 つ

ことを定めています。  

・不当表示  実際のものよりも「著しく優良、ライバルより有利」

と一般消費者に認識される表示の禁止。これについても公取委が

独禁法同様にガイドラインを出している。価格表示ガイドライン
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では、二重価格表示（販売価格以外の価格をもう 1 つ表示するこ

と）などについて細かいルールを決めている。  

・景品  顧客誘引のために取引に付随して経済的利益を与えるも

の (要するにおまけ )を景品類と定義して、これを総付景品（すべて

に付いている）、懸賞景品に分け、それぞれ上限額などを決めてい

る。（取引に付随せず、一般応募とするものはオープン懸賞として

独禁法で規制している。）  

②下請法（下請代金支払遅延等防止法）  

 「仕事を出す」、「請ける」という関係にある 2 つの企業のうち、

出す方が大企業で、請ける方が中小企業の時は (いわゆる親・下請

関係 )、そのパワーバランスが崩れて、下請企業側が不当な扱いを

受ける可能性があります。そこで契約・支払いなどについてルール

を決め、下請業者を守っています。  
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（ 4）運用  

 これら 3 法の違反については、公取委が排除措置命令（違反状

態をやめなさい）や課徴金納付命令（ペナルティを払え）を出し、

出された方が納得できない時は裁判になります。  
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２．出店規制  

大手小売業は流通の中でその力を得やすいといえます。日本で

はこれらを独禁法だけでなく、もっと直接的に大型店の出店規制

という形で制限してきました。この歴史を追うことで日本の流通

を理解しましょう。  

①百貨店法  

 大型店に対する規制として、百貨店法（正確に言うと旧百貨店

法。これは 1947 年に独禁法の施行とともに廃止され、 1950 年に

復活）が 1937 年に制定されました。当時、百貨店がありとあらゆ

る商品を扱い始め、地元の中小小売店の経営を圧迫するようにな

りました。そこで百貨店の新規出店、増設を許可制（つまりおカミ

の OK が必要）としました。  

②大店法誕生  
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 1972 年総合スーパー（ 827 ページ）の最大手ダイエーがついに

百貨店の三越をとらえ、小売業売上高№ 1 の座に着きました。当時

総合スーパーは百貨店法の対象ではなく、百貨店が規制を受ける

中、新規出店をくり返していました。このような背景があり、従来

の百貨店、中小小売店の両方からこれら総合スーパーに対する規

制を求める声が生まれ、それに応える形で「大規模小売店舗におけ

る小売業の事業活動の調整に関する法律」（略して大店法）が誕生

しました。大店法の特徴は次のようなものです。  

・建物主義  同一建物内の店舗面積が 1500 ㎡を超えるものが対

象。  

・届出制  百貨店法が許可制に対し、届出制。  

・調整項目  対象大型店は出店時に、地元中小小売業と「開店日」

「店舗面積」「閉店時刻」「休業日数」の 4 項目について調整する。  

③大店法強化  
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 1978 年に大店法は改正され、規制強化へと向かいます。その最

大のものは店舗面積 500 ㎡超を対象とすることです（標準的なコ

ンビニが大体 100 ㎡ですので、それを 5 階建てにすると対象）。さ

らに中小小売業の多い地方自治体では、独自規制として「上乗せ」

（大店法の届出を地元関係者の合意を得ないと受理しない）、「横

出し」（地域の実態で 500 ㎡以下でも対象とする）などを行いまし

た。  

 これら大店法強化の波は、すでに小売店が存在しているエリア

には大型店を実質的には出店ができない状態に追い込んでいきま

した。これによって 499 ㎡クラスの中型店の出店、ロードサイド

（地元小売店が存在しない道路脇）への大型店出店、未開発地域へ

の鉄道会社による大型店の出店（小売店ができないうちに出店）、

フランチャイズによる小規模小売店の大量出店（小さな店ならい

くつ出しても OK）といった日本独特の波を生んでいきました。  
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④大店法の規制緩和  

 1989 年の第 1 回日米構造協議で「大店法は対日進出を目指す外

国企業にとって非関税障壁となっている」と諸外国が批判し、規制

緩和、そして大店法の撤廃を求めてきました。これを受け、日本は

大店法の規制緩和に段階的に対処していきました。出店調整期間

の短縮、1000 ㎡以下の出店原則自由、閉店時刻や休業日数の緩和･･

といったものです。そしてこれを受け、欧米の大型小売店が次々と

日本へ進出を始めます。  

⑤大店法廃止  

 欧米型大型店上陸に拍車をかけるように、2000 年になって大店

法が廃止されました。しかしこれに代わって大規模小売店舗立地

法（大店立地法と略す）という流通規制が加わりました。そのポイ

ントは以下の通りです。  
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・大店法が経済的規制（中小小売業が存在した方が経済的にうま

くいくので中小小売業を守る）だったのに対して、大店立地法は

社会的規制（地域社会の交通安全、環境を守る）。  

・対象は店舗面積 1000 ㎡超の店舗  

・運用は都道府県および政令指定都市  

一番大きな違いは大店法が出店を規制するものに対し、大店立

地法は出店のための条件を決めたという点です。  
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テーマ 54：日本的流通構造と SCM 

日本ではメーカーを核とした独特の流通システムが生まれまし

た。これを海外から「閉鎖的な日本的流通構造」と指摘され、次第

に崩壊へと向かっていきました。  

一方日本的流通構造をヒントとして、アメリカで SCM というも

のが生まれました。  

 

 

１．流通構造  

流通構造⇒流通がどういうメンバー（メーカー、卸売業、小

売業など）から成り立ち、それぞれがどういう力関係を持っ

ているかを表すもの。  

 流通構造は業界ごとに異なりますが、自然発生的に生まれるも

定義
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のではありません。業界が生まれると、商品を最初に生産するメー

カーがこれを消費者の手に渡す方法を考えます。つまり特定メー

カーのチャネル（自社商品を流すルートのこと。Lesson3 参照）が

まず誕生し、次いで競合メーカーが生まれ、彼らも自らのチャネル

を作っていきます。このように各メーカーが消費者に届くルート

としてのチャネルを、「自ら」作っていくことを VMS(Vertical 

Marketing System：垂直マーケティングシステム )といいます。

（Lesson3 で学びました。）  

VMS は次第に錯綜してきます。当初は特定のメーカーの商品だ

けを売っていた小売業が次第に色々なメーカーの商品を扱うよう

になり、さらには業界をまたいでいきます（酒屋が食品を売り…）。

そしてメーカーが競争を続けていく中で、消費者の顔を見、声を聞

きたくなり、消費者により近いという理由で、いつの間にか流通業

の方がその力を強めていきます。  
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２．日本的流通構造  

ところが日本ではこの進化が遅く、VMS の時代が長い間続いて

いきました。そして欧米との進化スピードの違いから、これを海外

から「日本の流通構造は閉鎖的である」と指摘（と言うよりも批判

といった方が正確です）されました。「日本メーカーが自社の VMS

を持っており、流通を支配しているため外国製品が消費者に届か

ない」という「ご指摘」です。これも 482 ページで述べた非関税

障壁（関税以外に外国商品を売らせない壁）の 1 つだと言われま

した。そして欧米側の意見は、この日本的流通構造が残っている理

由が、大店法などの流通規制で大手小売業が弱いためと考えまし

た。そこでこの撤廃を要求し、かつ自らつまり欧米の流通業が日本

へ次々と進出し、一気にパワーバランスを崩していきました（ただ

こうやって外圧で崩れる前に、 832 ページで述べるコンビニエン

スストアによってメーカーと流通業のパワーバランスは逆転しつ
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つあったのですが…）。  

 日本的流通構造（日本的 VMS といってもよい）の要素は次の 3

つであり、3 種の神器といわれました。Lesson3 で概要を学びまし

たが、もう少し突っ込んでみましょう。  

①建値  

建値⇒流通各段階の価格を「実質的に」メーカーが決定する

もの。  

 メーカーが卸売業への価格（これはメーカーと卸売業が決めて

当然）、卸売業から小売業への販売価格 (下代ともいう )、小売業か

ら消費者への販売価格（上代。小売から見ると仕入価格が下代。販

売価格が上代）をコントロールするというものです。各段階の価格

を固定にして、何個買ってもどこに運んでも同じ価格とします。  

メーカーがこれを行う理由は小売段階での価格競争を避けたり、

小売で自社ブランド品をディスカウントされることによるイメー

定義



Lesson5 セッション 1：流通の基本 

688 
© 2020 MC システム研究所 

 

ジダウンを避ける意味を持っています。こうして守り、日本中に知

れ渡ったブランドがナショナルブランドです。  

しかし小売業はライバル店があるので、どうしても価格を下げ

たくなります。価格を下げるには卸売業からの大量仕入が早道で

す。逆にいえば卸売業から小売業への販売価格を「どんなに大量に

買っても」下げさせなければ、小売業はディスカウントできないこ

とになります。流通の価格コントロールはこの卸価格をキープす

ることであり、そのため卸売業の販売価格を「建値」ということも

多いといえます。  

 もう気づかれたと思いますが、これを「しっかり」やると、独禁

法でいう再販売価格の拘束という不公正取引となります。そこで

もっとも目立つ小売の販売価格は定価とせず、「メーカー希望小売

価格」という表現をとっていました。  
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②リベート   

リベート⇒メーカーから卸売業、小売業へ払われるカネ。販

売支援金、販売援助金などといわれる。  

 建値というのは「どんな時に、何個買っても、いつも同じ価格」

ということで、いろいろな矛盾を抱えます。例えば一度に大量に買

えば配送費は安くなるはずですし、人気商品でも不人気商品でも

一度決めたら同じ価格というのもおかしな話です。そこでこれを

調整するためにリベートという逆流するカネ（本来はメーカーが

もらう方ですが、カネを払う）を流通に組み込みます。値引きと同

じように思われますが、さまざまなコントロールが可能となりま

す。値引きは売買の時 1 回だけですが、リベートはいかよう
・ ・ ・ ・

に
・
も
・

出せます。例えば「 1 ロット 10 個ずつ買って 1 個 100 円。ただし

6 ヶ月累積で 500 個買えば、 1 個につき 10 円払う」といったもの

定義
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です（予算達成リベートといわれる）。こうすれば流通業側は何と

か 6 ヶ月で 500 個買う（売る）ように努力します。  

③返品  

 作ったり、買ったりしたが、売れない商品が在庫です。  

流通在庫⇒流通経路の途中で持っている在庫。メーカー、卸

売業、小売業の在庫の和。  

メーカーから見ると流通在庫のうち小売業の店頭にある在庫以

外は不要（消費者が買えないので）であり、作ったものはすべて小

売業の店頭に並べてほしいと思います（メーカーではこれを店頭

化といいます）。  

しかし、その意思に沿って小売業がすべての商品を受け入れる

と、「売れなかった」時のリスクを小売業が 1 人で背負ってしまい

ます。そこで「売れなかった」時のリスクを共有すべく、卸売業、

メーカーへ商品を逆流できること、つまり返品を認めます。返品は

定義
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卸売業、小売業も少しずつリスクを背負うように、仕入価格よりも

やや安い価格で戻して少し損をしたり、リベートで調整したりし

ます。  

この返品を無条件に認めている業界もあります（例えば書籍な

ど）。こうなると小売側は「買った」とはいえません（いつでも返

品できる商品は買ったとはいえません）。そこでこれを「置き販」

（置いてあるという意味。メーカーから見ると場所を借りている

感じ）といいます。  
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メーカー

消費者

卸

小売

価格100円

在庫なし

返
品

返
品

価格120円

価格150円
メーカー

希望小売
価格

在庫

リベート

リベート

在庫なし

狭義の
建値
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これら建値、リベート、返品などによってメーカーは自社のチャ

ネル、つまり VMS を作り、流通をコントロールしていきます。こ

うしてメーカー・卸売業・小売業はあたかも 1 つの企業のように

活動することになります。そうなると外国商品を売るには、そのメ

ーカーが日本に自分で VMS を作らねばならないことになってし

まいます。  
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３．日本的流通構造の崩壊  

日本的流通構造はゆっくりと崩れていきます。その原因は進化

を止めていた出店規制がほとんどなくなり、欧米の大手流通業が

進出し、かつ独禁法の適用強化で不公正取引を厳しくチェックし

始めてきたことにあります。どんなことが起きていったかを列挙

してみましょう。  

・大手小売業がメーカーから「とびっきりの売れ筋のみ」を大量に

仕入れる。そのうえで「取引条件等の差別取扱い」（ 674 ページ参

照）が禁止されていることから、「同一条件・同一取引」をベース

に、大量仕入に対するリベートを要求する。（たくさん買うから、

差別せずにたくさんリベートを出せ。）  

・ディスカウンターがメーカー希望小売価格を販売価格とともに

二重価格表示することで「安さ」をアピールする。  

・こうなると一般小売業もメーカー希望小売価格で売っていては
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商売にならず、対抗して値引きする。そのためメーカー希望小売価

格が形骸化し、むしろその価格ダウン度によってブランドイメー

ジが損なわれる（大きく値引きされるのは、あまり良い商品ではな

いというイメージ）。  

・続けていてもメリットがないので、メーカーがメーカー希望小

売価格の表示をやめる。これをオープンプライスという。そうなる

と当然のことながらそれを守るためにやっていたリベート・返品

の見直しを行う。  

そして最寄品ではコンビニ、買回品では SPA（858 ページ）、専

門品では大型専門店の登場でメーカーと小売業の関係は逆転し、

メーカーが作った日本的流通構造は崩壊していきます。  

しかしアメリカでは逆にこの日本的流通構造にヒントを得て、

メーカーと流通業が手を握る（ lesson1 で学んだアライアンス）こ

とが注目されはじめます。これがサプライチェーンです。サプライ
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チェーンは Lesson3 で述べたデル型（部品メーカーなどを集めた）

の他に流通におけるサプライチェーンもあります。  
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４．流通サプライチェーン  

 流通におけるサプライチェーンの原型は QR（Quick Response）

といわれています。QR は 1990 年代のアメリカのアパレル業界か

ら始まりました。アパレルメーカーでは需要の波が大きく、衣替え

（シーズンごとに商品を入れ替える）が必要なため、特売（期間限

定の安売り）を実施していました。大手流通業はこの特売を利用し

て来年分までを買っておく（フォワード・バイイングという）とい

う手法で、仕入の合理化を図っていました。これによってメーカー

は生産調整が難しく（消費者に売れない時に流通業へ大量に売れ

る）なって、業績を下降させていきました。  

アパレルメーカーは同業者の集まりである協会で、新しい取引

スタイルを研究し､QR というアイデアを提案しました。これはメ

ーカーが小売店の在庫を見ながら生産し、小売店の発注なしで商

品を配送するというもので、当然のことながらメーカーが小売店
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の在庫のリスクを負うことになります。まさに日本的流通構造に

あった「返品」に近い発想といえます。ただ QR は小売店などの価

格のコントロールまでは手を出しません。アパレルメーカーの協

会では典型的な 3 業態（業態については 852 ページ参照）の大手

小売業と実験することを決めました。ディスカウンターのウォル

マート、百貨店のディラード、GMS（827 ページ参照）の JC ペニ

ーです。その実験は大成功を収め、流通在庫は大きく削減されまし

た。  

これにやや遅れる形でアメリカの食品業界もこのアイデアを採

用して実験し、彼らはこれを ECR(Efficient Consumer Response)

とよびました。そしてやはり実験は大成功となりました（QR も

ECR もやった人が成功したと言っているだけかもしれませんが）。 

QR、ECR ではメーカーと流通業がアライアンスを組むことが必

要となり、いつの日かこの同盟をサプライチェーンというように
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なりました。消費者などに対し供給側（サプライ。メーカーや流通

業など）が連鎖する（チェーン）というものです。このサプライチ

ェーンのための手法を SCM（Supply Chain Management）といい

ます。  
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テーマ 55：店舗の設計  

近年ではメーカーは生産に徹し、商流を小売業が、物流を卸売業

がリーダーとなり、それぞれがプロフェッショナルとして活動し

ていくべきという考え方が生まれています。もちろん卸売業も商

流を分担したりするのですが、本書ではこれを卸売業が小売とい

う仕事を兼業していると考えます。つまり小売という仕事＝商流、

卸という仕事＝物流ととらえ、その内容を説明していきたいと思

います。  

本セッションでは商流すなわち小売という仕事を考えます。小

売という仕事の要素は店舗、商品、顧客です。まずは店舗からです。 

 

１．立地  

 「店舗は立地がすべて」とよく言われます。立地とは店舗のある
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場所のことです。  

 この立地についてはさまざまな理論が生まれ、マーケティング

の一分野ともなっています。ここではその概要を述べます。  

（ 1）都市空間  

 消費者と商品の出会いの場が店舗であり、この店舗を取り巻く

空間が都市（街とも表現される。人が住み生活する空間）です。立

地理論はこの都市の構造を考えることからアプローチしています。 

 都市空間は次のような都市構造が重なり合ってできていると考

えています。  

・同心円構造…企業のオフィス、店舗などが中心地域に集まり、そ

のまわりに住宅ができ、さらにその住宅をサポートする小売業、サ

ービス業が取り囲みます。  

・ネットワーク構造…上の中心地域から道路や鉄道が出ていくこ

とで、新たな中心地域ができ、それらが道路や鉄道でさらにつなが
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っていきます。  

・集積構造…類似機能は次第に集まってきます。店舗の集積（商業

集積という）としての商店街やショッピングセンター、オフィス

街、高級住宅街などです。  

 

サポート地域

住宅地域

中心地域

（同心円構造）

都市構造＝ × ×

（ネットワーク構造） （集積構造）

商店街

オフィス
ゾーン

サービス
ゾーン

小売
ゾーン

高
級
住
宅
街

下
町

マンション

卸団地

× ×

物
流
ゾ
ー
ン

緑
化
ゾ
ー
ン

ショッピングセンター
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（ 2）小売空間  

 上記 3 つのパターンから、さまざまな都市構造が生まれます。

現在の日本の典型的な都市は、同心円構造をベースとして次のよ

うな 3 つの地域に分かれています。このそれぞれの地域ごとに小

売の構造を生んでいます。この小売構造を都市という空間に存在

しているという意味で小売空間といいます。  

・中心地  

中心地にはアパレル（衣料品）などの買回品、家電、家具などの

専門品を扱う大型小売店舗があり、遠距離からの消費者を自動車、

鉄道、バスによって吸引（消費者がその店舗を目的に集まって来る

ことをこう表現する）します。さらにこれら大型店の顧客を対象と

して多種多様な小売業、サービス業の店舗が集積します。  

多くの場合、この中心地と次の市街地の間には中間ゾーンがあ

り、やはり同心円状に位置します。ここには食品、日用雑貨などの
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最寄品を扱う店舗が商店街として集積します。これら中間ゾーン

の最寄商店街の顧客に対しても、中心地、さらには郊外のショッピ

ングセンターからアプローチがかけられ、衰退する商店街も多く

出てきます。しかしこの中間ゾーンは立地としては良い所なので、

再開発（もう 1 度華やかな町に変える）の対象となることが多い。  

・市街地  

中心地の外側に住宅地があり、この多くの住民を対象として、最

寄品を扱う店舗が商店街として集積します。この住宅と商店街が

同居したゾーンを市街地といいます。この市街地を縦断するよう

に鉄道、道路が走るようになり、ネットワーク構造によってその先

の鉄道駅を中心とした新しい小型の中心地を生みます。ここには

新たなスタイルの大型店舗や食品スーパー、コンビニが生まれ、こ

れを補完する店舗も生まれます。また縦断道路やバイパス沿いに

はロードサイド型の新しいスタイルのディスカウンターが生まれ
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ます。そしてその低価格による吸引力を頼りに、ファミリーレスト

ランなどが集まってきます。  

・郊外  

中心地の力が強い場合は、さらに市街地の外側に小売空間のな

い閑静な郊外型の住宅地が生まれます。これら郊外の住民は買回

品、専門品を中心地で、最寄品を市街地で購入するが、最寄品を近

くで購入したいというニーズが生まれ、食品スーパー、コンビニが

この地域に出店されます。さらに買回品、専門品についても郊外の

さらに外側に大型ショッピングセンターが作られていきます。  

店舗はこの都市の中に商圏という空間を作っていきます。  

 

（ 3）商圏  

①定義  

商圏とは「対象顧客の範囲」と定義されます。この商圏という概
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念はメーカー、卸、小売などで広く使われていますが、商圏理論に

ついては、店舗の商圏がほとんどといえます。メーカーなどの商圏

は Lesson3 で学んだエリア・マーケティングという形で進化しま

す。  

 商圏の定義は、この道のオーソリティであるアメリカのマーケ

ティング学者ハフのものが有名です。  

 「小売商圏とは、特定の店舗によって販売に供せられた商品を、

購入する買い手がゼロよりも大きくなるような潜在的な顧客を含

む地域である」  

 本テキストではすっきりと次のように定義します。  

商圏⇒その店に来る可能性のある顧客のいる地域。  

 

②商圏の見方  

次の 4 つの見方があります。  

定義
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・地理的広がり  

 商圏の基本となるもので、商圏が地理的に見て、どのような範囲

かを考えることです。店舗面積、業態、商品構成によって異なりま

す。単位は半径何ｍ、何 km となります。  

・購買力  

 当該商圏の顧客の購買力であり、単位は円です。地理的な広がり

と人口分布、競合店舗などによって設定されます。  

・重なり度合い  

 商圏はその中に複数店舗があれば重なり合います。この「重なり

合い」は必ずしもマイナスではなく、これによって多くの顧客を吸

引することも出来ます。そのため商圏が地理的に広がり、また購買

力も大きくなっていきます。  

・構造  

 商圏は一般に 1 次商圏（個店の売上の 70～ 80％を占め、その店
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舗の中心客、固定客の居住している地域）、2 次商圏（売上の 10～

20％を占め、他店でも購買する顧客が居住する地域）、3 次商圏（売

上が 10％以下で、何らかの理由でその店で購買することがある顧

客が居住する地域）に分けて考えます。コンビニエンスストアなど

は 1 次商圏の集中度が高く、ディスカウンターはその集中度が低

いといえます。  

③商圏設定  

商圏設定（どこまでを商圏と考えるか）では「小売空間→商業集

積→個店（１つ１つの店舗）」と考えていきます。ここでは万有引

力の法則をベースとした「吸引力というもの」を考えるのが一般的

です。  

・小売空間  

アメリカのライリーが考えた小売引力モデルが有名です。消費

者が 2 つの小売空間（都市）のどちらにも買物に行ける時、どち
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らを選ぶか（これが吸引力）というもので「吸引力は両都市の人口

に比例し、その都市までの距離の 2 乗に反比例する」と考えます。

都市人口が 2 倍だと吸引力が２倍、距離が半分であれば吸引力が

4 倍というものです（近くて、人がたくさんいる町へ買物に行く）。  

・商業集積  

小売空間内での商店街、ショッピングセンター、大型店（色々な

店が集まった商業集積と考える）の吸引力を見るというものです。

これはハフモデルが有名です。「商業集積、大型店の吸引力は売場

面積の合計に比例し、距離の n 乗に反比例する」というもので、

この n は商品によって異なります。例えば家電であれば、遠くま

で買いに行くが（n が小さい）、牛乳ではわざわざ行かない（ n が

大きい）というものです。  

 ハフモデルは日本での大店法の出店調整で、 n=2 に固定したも

のが使われ、修正ハフモデルとして一躍有名になりました。  
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・個店  

個店の商圏設定は経験的数値（コンビニでは 500m など）、来店

客調査（アンケートなどでどこから来たかを聞く）、既存店活用（新

規出店に際し、似たような既存店の商圏を考える）、プロのリサー

チ会社による商圏調査などがあります。  

 

（ 4）来店客数の推定  

商圏調査などをベースとして、店舗へ来店する客数を推定しま

す。やり方は業態によってさまざまですが、ここでは最も手法が確

立されているコンビニエンスストアの立地選定（どこに出店する

かを考える）で使われている方法を簡単に説明します。  

①商圏人口の把握  

 708 ページで述べた 1 次～3 次の商圏設定によって商圏人口を

把握します。  
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②通行量の把握  

 出店予定地の前で実際に数量カウンターなどを使って、日別、時

間帯別に歩行者、自転車、自動車の通行量を測ります。  

③買物出向比率  

 通行者／商圏人口を買物出向比率といいます。つまり商圏内の

人の何％が店の近くに来るか（来たか）です。これを他店舗と比較

し、低い時はその理由（例えば歩行者の通勤ルートからはずれてい

るなど）を調べます。  

④店頭吸引力の推定  

 通行者のうち何％が来店してくれるか（店舗吸引力という）を推

定します。そのための要素としては、通行交通量調査の結果（消費

者なら職業別、性別、目的別などの交通量。自動車なら方向別、車

種別などの交通量）、アプローチ（道路傾斜、道路の曲がり方、駐

車場のとり方、横断歩道…）、形状（間口の広さ、角地 ＊か、どれ位
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離れて店を認知できるか）、競合度といったものが考えられます。 

＊  交差点に接する立地のこと。顧客の認知度が高い。  

 

２．店舗の設計  

（ 1）店舗の機能  

店舗は「商品と顧客の出会いの場所」「顧客の楽しむ場所」「商品

を選ぶ場所」「商品代金を支払う場所」「アフターサービスの場所」

などといわれます。店舗の機能（よく「仕掛け」という表現をとる）

を整理してみると次の 7 つがあります。  

・認識機能  

 顧客に「店のあること」をわからせる機能。場所、デザイン、カ

ンバン、照明などによる「目立つ店舗」。  

・吸引機能  

 顧客の入りやすい、つい入ってしまいたくなる機能。店頭吸引力
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を高めること。  

・陳列機能  

 買いやすい店舗。つい買ってしまう店舗。これについては後述す

る。  

・演出機能  

 楽しい店舗。BGM、店員、照明、ポスター、キャンペーンなど

さまざまなものがある。  

・プロモーション機能  

 顧客の購買意欲を高める店舗。これについても後述する。  

・情報提供機能  

 商品、店舗、サービスなどに関するさまざまな情報を提供する。  

・コントロール機能  

 上の機能をコントロールする仕組。情報システム、店員マニュア

ルなどがその中心。  
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（ 2）店舗の要素  

 店舗の要素としては次のようなものがあります。  

・店頭施設  

 店の周りの施設であり、認識機能、吸引機能がその目的。駐車場、

駐輪場、フロントスペース（あえて店舗の前に空地を作ってゆとり

を出すもの）、店外ショップ（屋台など）、植栽など。  

・店舗外施設  

 看板、外装（ファザードともいう）、店外照明、ドアー、ガラス

スクリーン（外から店内が見えるようにする）、シャッターなどが

あり、認識、吸引、陳列、演出、プロモーションなどの機能を果た

す。  

・店内施設  

 カウンター（レジまわりのこと）、陳列什器（ショーウインドウ、
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台、棚、テーブル、ハンガー、冷蔵庫…）、エレベーター、エスカ

レーター…。陳列、演出、プロモーション、情報提供、コントロー

ルの各機能を果たす。  

 

（３）店舗レイアウト  

 店舗設計のポイントは店舗レイアウトです。これは上記店内施

設をどの位置に置くかというものです。そのうえで商品を陳列し

ます。商品陳列（略して陳列という）も一緒のレイアウトですが、

これは 731 ページで述べます。店舗レイアウトでは次の 3 点を目

標として考えます。  

・店舗滞留時間  

 顧客が店舗にいる時間のことですが、これには 2 つの考えがあ

ります。長時間店舗にいてもらい買物のチャンスを増やすか、短時

間で買物できるように効率性を目ざすかです。  
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・回遊性  

 顧客が店舗内を、自由に楽に、そしてダイナミックに動けるよう

に考えます。  

・生産性  

 店舗としての効率であり、家賃との対比で 1 坪（3.3 ㎡）あたり

の売上・粗利（売上総利益）や、人件費との対比で 1 人あたり売

上・粗利、在庫との対比で商品回転率（売上／在庫）が用いられま

す。  

 

 店舗レイアウトのポイントは次の 2 点です  

・動線  

 顧客が店舗内をどのように移動するかというルートを客動線、

従業員が店舗オペレーションのために移動するルートを従業員動

線といいます。客動線を計画し、買物しやすく、衝動買いを誘うと
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いったことを考えます。客動線は滞留時間に大きな影響を与え、や

はり長くする（滞留時間を長く）、短くするという 2 つの考えがあ

ります。もちろん従業員動線は短くします。  

・店内通路  

 通路は狭くすると歩きづらいし、広くすると陳列効率が落ちま

す。通路幅はアクセス通路（入り口から売り場まで）、主通路（大

事な客の買物を想定した通路。広めにする）、副通路（それ以外）

に分けて考えます。  
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テーマ 56：店舗のオペレーション  

店舗設計が終わると、店は商売をスタートします。ここから先が

店舗の 2 つめの要素である商品です。毎日の商品に関する活動は

店舗オペレーションという表現を使います。店舗オペレーション

は「売った、買った」という商流と、検品・商品移動といった物流、

その中間ともいえる在庫管理、それ以外（清掃など）に分けられま

す。物流、在庫管理はセッション 3 で学びます。  

 

  

１．マーチャンダイジング  

商流の店舗オペレーションを表すものにマーチャンダイジング

という言葉があります。この言葉は本当にさまざまな意味で使わ

れます。本来 merchandise という英語は、名詞は「商品」、動詞は
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「商売をする」という意味ですので、merchandising は「商売をす

ること」です。つまり商流オペレーション全体を表すものといえま

す。  

流通の現場ではマーチャンダイザー（MD と略していることも

多い）という言葉があり、これは「マーチャンダイジングをする人」

という意味ですが、商流全般ではなく品揃え（店舗にどんな商品を

置くか）を担当している人をいいます。またマーチャンダイジン

グ・サイクルという言葉もあり、これは商流系全般を指すことが多

いといえます。  

本テキストでは次のように定義します。  
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マーチャンダイジング⇒品揃えのこと。商品政策、商品計画

と同意。この担当者がマーチャンダイザー。  

マーチャンダイジング・サイクル⇒品揃え、仕入、販売価格

設定、在庫、販売という店舗における商流に関する一連の仕

事。  

 マーチャンダイジングの基本的考え方を整理してみます。  

①商品分類  

 店舗では商品を階層的に分類します。つまり大分類、中分類、小

分類、細分類というものです。こういう言葉を使っていればすっき

りするのですが、流通ではさまざまな言葉がファジーに使われま

す。  

まあ次の順に階層化していくと考えればすっきりします（もち

ろんルールなき世界ですので、業界によって、店によってさまざま

です）。  

定義
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・大分類⇒「部門」という⇒この単位に組織化されることも多い。

大きな店ではこの単位にマネジャーがいて、「売場」ともいう。

生鮮部門、生鮮売場。  

・中分類⇒「ライン」という⇒コーナー（両方あればコーナーの方

が大分類）、商品系列ともいう。鮮魚ライン、青果ライン、惣菜

コーナー。  

・小分類⇒「カテゴリー」という⇒もっともファジーに使う用語で、

商品分類自体をカテゴリーということもある。魚、貝、海老…。

これをさらに分けるとサブカテゴリーともいう。  

・細分類⇒「アイテム」という⇒最小単位という意味。単品とほぼ

同意。さんま、いわし…。  

 もう 1 つ SKU（Stock Keeping Unit）という言葉があります。

これは「在庫管理をしている単位」という意味です。一般にコンピ

ュータを導入しているとアイテム単位に管理しているので、アイ
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テム＝SKU となります。ただアイテムは××スーツで、在庫管理

ではサイズ単位に管理しているとアイテム＞ SKU となります。  

②幅と奥行き  

 さらにファジーなことに幅と奥行きという表現をとります。  

商品の幅⇒商品分類のうち、カテゴリーの数。「幅が広い」

とはカテゴリーの数が多いということ。間口という表現を使

うこともある。  

商品の奥行き⇒商品の幅ごとのアイテムの数。「奥行きが深

い」とは、カテゴリーごとのアイテム数が多いこと。  

③商品ミックス  

 この幅と奥行きで品揃えを考えていくことを商品ミックスとい

います。商品ミックスには次のようなパターンがあります。各業態

の詳細についてはセッション 5 を参照して下さい。  

・幅が広く、奥行きが深い  取り扱うカテゴリーを多く取り、かつ

定義
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カテゴリーごとのアイテム数が多いもの。消費者にワンストップ

ショッピング（ 1 ヶ所でさまざまな商品が買物できる）の便宜性が

提供できる。百貨店、総合スーパーなどがこれにあたる。  

・幅が狭く、奥行きが深い  カテゴリーを絞り込み、カテゴリーご

とのアイテム数を増やしたもの。一般にこれを専門店と表現する。 

・幅が広く、奥行きが浅い  カテゴリーを広く取り、カテゴリーご

とのアイテム数を絞っていくもの。大型ディスカウンターがこれ

にあたる。百貨店並みの店舗規模を持っていても、アイテム数を絞

り込み、アイテムごとの数量を増やし、大量仕入、大量販売による

低価格販売を実現する。  

・幅が狭く、奥行きが浅い  カテゴリーも少なく、カテゴリーごと

のアイテムも少ないもの。いわゆるパパ・ママ・ストア（家族経営

の店）がこれにあたる。  

店舗では「カテゴリー数×カテゴリーごとのアイテム数×アイ
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テムあたり数量」の売場面積が必要となります。この面積内でその

バランスをどうとるかを考えることが商品ミックスです。  

 

２．仕入  

品揃えの方向が決まったら次は仕入です。仕入を行う人をバイ

ヤーといいます。  

仕入という仕事の要素は次のようなものです。  

（ 1）仕入対象  

 ｢何を仕入れるか｣というもので、先ほどのマーチャンダイジン

グと同じ意味となります。従来の流通業ではこのマーチャンダイ

ジングをバイヤーが担当していました。そのため、どうしても安い

と買ってしまい、売れなくてもそれを販売サイドの努力不足にし

てしまう傾向がありました。現代の流通業ではこのマーチャンダ

イジングを仕入から独立させて、マーチャンダイザーを置き、彼を
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販売部門や本部（店舗を統括している部門）に置くことも多いとい

えます。  

 

（ 2）仕入数量  

 仕入の数量を決定することで、現代のバイヤーのもっとも大切

な仕事といえます。これについてはテーマ 59 の「在庫理論」で述

べます。  

 

（ 3）仕入時期   

 いつ買うかということで、これも「在庫理論」で述べます。  

 

（ 4）仕入先選定  

 どこから買うかというものです。選定基準としては次のような

ものが考えられます。  
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・信頼性  仕入先とは長期的なパートナーシップを保つことが必

要。そのため仕入先選定のもっとも大切なポイントは、相手先の経

営方針、経営状態、商品調達・開発力、情報収集力など総合的な企

業能力を見て、信頼できる、そして自社のパートナー足りうる取引

先かといったことになる。  

・取扱商品  1 つの仕入先がすべての商品を扱うことが出来ない

ので、｢取扱の可能な商品｣が第 2 のポイント。  

・仕入条件  下の（ 6）を参照  

・物流能力  仕入先の物流センターを含めた配送体制。  

・リテールサポート  卸売業などの仕入先が小売業のオペレーシ

ョンをサポートする機能のこと。  

 

（ 5）仕入方針  

 安く買うための大量仕入か、店頭の在庫を減らすための多頻度
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小口仕入か（ 774 ページ）といった仕入のロット（ 1 回の仕入で買

う量）に関する方針を決める必要があります。  

またチェーンストア（ 829 ページ）のように複数の店舗がある場

合は、分散仕入 (各店が自由に仕入 )、集中仕入 (本部で一括仕入 )の

選択も必要です。  

一般小売店ではこのチェーンストアに対抗すべく、同業者が協

力して共同仕入を行うこともあります。  

 

（ 6）仕入条件  

 仕入条件としては次のようなものが考えられます。  

①所有権  

 仕入には所有権が移転する買取仕入の他、委託仕入（消化仕入、

売上仕入ともいう）があります。これは仕入先が商品の引渡し後も

所有権を持ち、売れ残り商品の返品 (所有権が移転していないので
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返品とは言いがたいのですが )を認めるというものです。仕入先か

ら見れば、 675 ページで述べた「置き販」とよばれるものです。  

②価格条件  

 仕入価格に関するもので、仕入条件の最終テーマといえます。割

引（建値や標準的価格よりも下げること）、リベート、プレミアム

（おまけなどをつける）が仕入先との交渉材料といえます。割引に

は数量割引（大量の仕入。1 回の仕入量だけでなく一定期間の累積

数量を用いることも多い）、季節割引（季節の終わりに買う）、現金

割引（普通は掛だが、現金で買う）、輸送割引（普通は持ってきて

もらうが、取りに行く）、販売促進割引（店でその商品を宣伝する）

などがあります。  

しかしバリエーションがもっと多いのはリベートの方で、数量

リベートのように上記割引と同様のパターンの他、累進リベート

（仕入れる量が増えるのに応じて累進的に出していく）、陳列リベ
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ート（仕入先に一定の陳列ゾーンを作ってあげる）、専売リベート

（特定メーカーの商品のみを販売）などがあります。しかしこれら

には違法性があるものもあり、 675 ページで述べた公取委が出し

た「流通・取引慣行に関するガイドライン」では価格維持協力リベ

ート（再販売価格維持への協力）、裁量的リベート（基準のはっき

りしないリベート）を違法としています。  

プレミアムはさらにバリエーションがありますが、一定量買う

と無料の商品がついてくるといったものがポピュラーです。  

 

３．販売  

 店舗における販売の要素としては陳列とプロモーションに分か

れます。  

ここでもインストア・マーチャンダイジングという言葉がファ

ジーに使われています。本テキストでは以下のとおり定義します。 
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インストア・マーチャンダイジング⇒店舗内で行われる品揃

え、価格設定以外の販売努力。 ISM と略す。  

インストア・プロモーション⇒ ISM のうち陳列以外の販売

努力。 ISP と略す。 ISM＝陳列管理＋ ISP 

（ 1）陳列管理   

 店舗ではマーチャンダイジング（品揃え）、価格が同じでも、そ

の陳列の仕方によって売れ行きが変わってくるのは理解できると

思います。  

一方消費者の購買スタイルは二極分化しているといえます。 1

つが価格中心の比較購買であり、ディスカウンターが目指すター

ゲットです。このタイプの店舗の陳列では、商品を段ボールやパレ

ット（763 ページ）ごと陳列し、店舗オペレーションのコストダウ

ンを図っています（この方がディスカウントイメージが高いので

それを狙っている面もあります）。  

定義
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 もう 1 つの購買スタイルが、 1 ヶ所でできるだけ短い時間で買

物をするという時間短縮型、つまりワンストップショッピングで

す。コンビニエンスストア、百貨店、総合スーパーなどが目指すタ

ーゲットです。この店舗では陳列の占めるウエイトが極めて高く、

さまざまな工夫がなされています。このワンストップショッピン

グの消費者は「何を買うか」から「どこで買うか」という買物空間

選択型へ変化しており、店のイメージを作り出す要素としても陳

列が注目されています。ここでの陳列には次の 2 つの要素が求め

られます。  

・店舗の顔として消費者に良いイメージを与える美しい陳列  

・消費者の購買意欲を誘うパワーのある陳列  

 前者は消費者が見た感じが美しく、品揃え豊富なイメージで、商

品を選びやすいということで、「選んでもらえる店舗になる」とい

う意味を持っています。後者は取扱商品を限られたスペースに効
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率よく並べ、衝動買い（ 746 ページ参照）を誘い、販売力をもっと

も高くするという意味を持っています。  

 陳列は 721 ページで述べた商品分類に合わせてレイアウト、ゾ

ーニング、フェイシングと進められていきます。  

①レイアウト  

 716 ページで述べた店舗レイアウトとあわせて行われるもので

す。大型店ではまずフロア（ 1 階、 2 階など）を部門単位に考え、

フロアの中をラインで切っています（この部分をフロアマネジメ

ントといいます）。  

このレイアウトは毎日変えるというわけにもいかず、年に数回

程度変更（衣替えという）するのが一般的です。  

②ゾーニング  

 レイアウトで決まったラインの中に各カテゴリーをどのように

配置していくかです。ゾーニングのポイントは次の 2 点です。  
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・どのカテゴリーにどれ位のゾーン（スペースのこと）を与えるか

（売上構成比などが用いられる。売れているものに大きなスペ

ースを）。  

・ゾーンの中での位置。例えば棚の上、中、下段などを決めること。

消費者のもっとも認知しやすい目の高さ、いわゆるゴールデン

ゾーンには販売力の高い商品、粗利率の高い商品、戦略的商品を

並べるといったこと。  

③フェイシング  

 ゾーンの中で各アイテムを何列並べるかをいいます。フェイス

とは消費者から見てその商品が何個見えるかということです。陳

列数＝フェイス数×奥行数（ 1 フェイスあたり何個陳列できるか。

つまり「奥行き」に何個入るか）となります。フェイスは日販数（ 1

日に売れる個数）などをベースとして決めます。ゾーニングとフェ

イシングを合わせて棚割りといったり、陳列管理全体をスペース



Lesson5 流通 セッション 2：商流 

735 
© 2020 MC システム研究所 

 

マネジメントといったりします。  

④クロスマーチャンダイジング  

 これらのスタンダードな陳列を越えて陳列することをクロスマ

ーチャンダイジング（クロス MD）といいます。つまり商品分類の

異なる商品を並べて陳列するものです。カレールーと牛肉、玉ねぎ

を一緒に並べて陳列するといったものです。  

 

（ 2） ISP 

 店舗では主に次のようなプロモーションが行われます。  

・特売  もっとも普及している ISP。特定商品または全商品の値引

きを限定期間だけ行うもの。ちらしを配るなどして結構手間がか

かる。  

・サンプル提供  商品の見本を配布し、試用、試食してもらうもの。

見本代以外にも人件費がかかる。  
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・消費者プレミアム  特定の商品を購入した場合に景品を提供す

るもの。  

・ノベルティの提供  店名や商品名を記載して、テイッシュペー

パーなどの無料の景品を、購買の有無にかかわらず配布するもの。 

・クーポンの提供  特定商品または全商品を特定の期間に値引き

する券を発行するもの。スマホなどを使ったタイプのものも多く

なっている。特定商品のクーポンではそのコストを仕入先に負担

してもらうこともある。  

・ポイントの提供  購入額に応じてポイントを発行して、それに

応じて値引きや景品を渡すもの。ポイントだけでなく、キャッシュ

バック、電子マネーとの組み合わせでさまざまなサービスを提供

していく。  

・ POP 広告  Point Of Purchase の略。ポスターなど店舗内で行う

広告のこと。  
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テーマ 57：購買行動分析 

 商流における最後の要素は店舗に来る顧客です。ワンストップ

ショッピング型の小売業においては、顧客の店舗内での行動を分

析することが大きなテーマとなっています。  

 

１．アメリカ型アプローチ  

 アメリカではマーケティングという学問の一環として、消費者

の購買行動の分析がされてきました。さまざまなものがあります

が、ここでは次の 3 つのアプローチを紹介します。  

（１）顧客の分類からのアプローチ  

 顧客自身を分類することでその購買パターンを考えるものです。

これらのものは購買行動を分析したというより、顧客をタイプ分

けして名前を付けただけのものがほとんどです。ただここで付け
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られた名前は、日本の流通の世界、と言うよりもマーケティング用

語としてもよく使われています。  

①購買と使用による分類  

 顧客をペイヤー（支払者）、バイヤー（購買者）、ユーザー（使用

者）の 3 つの側面から考えるものです。「誰のカネで、誰が買って、

誰が使うのか」というものです。これらが同一人物の時もあるし、

異なることもありますが、購買行動はこの 3 つに分けて考えてい

きます。  

②ロイヤルティによる分類  

 顧客を店舗へのロイヤルティ（忠誠心）によって次のように分類

します。  

・潜在客…自店のことを未だ知らず、店舗側も未だ認識していな

いが、購入する可能性のある顧客。  

・見込み客…自店のあることを知り、店舗が将来の顧客として認
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識した顧客。  

・トライアル…１度は自店商品を購入してくれた顧客。  

・リピーター…何度か自社商品を購入してくれた顧客。  

・ロイヤルカスタマー…自店にロイヤルティを持ってくれた顧客。 

・伝道者…自店を他の顧客に熱心に勧めてくれる顧客。最近はこ

の伝道者が SNS の普及で注目されています。  

 

（ 2）消費者購買行動モデルからのアプローチ  

 消費者の購買行動を、モデル（どうやって買うか）としてとらえ

ていこうというものです。大きく次の 2 つに分かれます。  

①ブラックボックスモデル  

 購買行動のプロセスをブラックボックスとして、その行動のイ

ンプットとアウトプット（購買）で考えるものです。さまざまなも

のが考案されましたが、「刺激－反応モデル（S－R モデル）」が代
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表的です。消費者をどのように刺激（Stimulus）したら、どのよ

うな購買反応（Response）を導き出せるかというものです。例え

ば「購買一定額ごとに対してポイントを与えるというサービス（刺

激）をすると、その消費者の購買行動がどう変化するか（反応）を、

その結果を見ながら考えていく」といったものです。Lesson4 で学

んだ回帰分析という統計手法が使われます。  

②プロセスモデル  

 購買行動をブラックボックス化せず、プロセスでとらえるもの

です。AIDMA モデルがもっとも有名です。これは次の 5 つのプロ

セスの頭文字を取ったものです。  
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 このプロセスごとの顧客へのアプローチ法を考えるというもの

です。  

Attention (注意） ブランドや商品を認知する

Interest (興味） いくつかの商品に興味を持つ

Desire (欲求） 特定商品の購入を考える

Memory (記憶） 他商品も検討するため、一旦その商品の購買行動を止める

Action (行動） 実際に購入する
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（ 3）購買影響要因  

 顧客の購買行動に影響を与える要因を分類していくことからア

プローチするものです。分類方法はさまざまなものがありますが、

大きく環境要因（外的要因）と内的要因に分け、内的要因を個人的

要因（パーソナリティ）と心理的要因に分けるのが一般的です。  

①環境要因  

 顧客以外の要因であり、次のようなものがあります。  

・カルチャー  

集団や社会が持つ共通の価値観を指します。さらにこの中をい

くつかに区分したものをサブカルチャーといいます。「日本文化」

の中にある「女子中高生文化」といったものがサブカルチャー。  

・集団  

影響を与え合う顧客のグループが集団であり、そこには各自の

ポジション（役割、地位）があります。その人の行動や態度に強い
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影響を与える集団のことを準拠集団といいます。準拠集団は必ず

しも自分の所属している集団とは限りません。「ある女子高生につ

いては、特定雑誌のモデルたちが準拠集団となっている」といった

ものです。準拠集団の中で特に影響力が強い人をオピニオンリー

ダーといいます。  

②個人的要因（パーソナリティ）  

 顧客個人が持っている属性であり、次のようなものがあります。 

・年齢、家族ライフサイクル（新婚、幼児を抱えている、介護…）  

・職業、経済状態（金持ち、金欠…）  

・ライフスタイル･･･近年ではロハス＊というライフスタイルが注

目されている。  

・性格  

＊  LOHAS：Lifestyles Of  Health And Sustainabil i ty：健康、環境問題に強い興味

を持っている人の生活様式。  
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③心理的要因  

 顧客の気持のことで、次のようなものがあります。  

・動機･･･ニーズから生まれる購買しようとする気持。  

・知覚･･･外部からの刺激をどう感じるか。感受性、センス。  

・学習･･･過去の経験から学んだこと。  

・態度･･･いろいろな事象に対して現れる「一貫した一定の反応傾

向」のこと。態度に関してはさまざまな研究がなされてきました

が、フェスティンガーという心理学者が唱えた認知的不協和が

有名です。これは一般に「人間が持っているある認知と他の認知

との関係に不一致が起こること」と定義されます。購買行動分析

でいう認知的不協和は「顧客が商品購入後、その選択が正しいも

のであったかを迷うこと」を指します。つまり買う前の認知（欲

求）と買った後の認知（後悔）が不協和となっている状態です。

この不協和を解消するように人間は行動します。例えば「 1 度で
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も認知的不協和を感じたら、次からは後悔しないように慎重な

購買をする」といったものです。  

 

２．日本型アプローチ  

 日本では店舗での実際の顧客の行動を見て、 ISM と結び付けて

いくのが基本です。これは次のような考え方です。  

（ 1）売上＝客数×客単価   

 従来の発想は「商品単価×商品数量」の和として、売上をとらえ

ていました。これを来店客数と客単価（顧客の購買額の平均）の積

としてとらえようということが、店舗内行動分析の出発点です。こ

のうち客数を上げる要素としては次の 2 つがあります。  

・店を認知して店に入ってもらう  これが 713 ページで述べた店

舗設計の最大のテーマです。  

・購買に満足してもう 1 度来てもらう  リピートを誘うというこ
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とであり、次の客単価アップ策と同じものといえます。客単価は

購買額であり、その店の満足度ともいえます。これが高ければ

「もう 1 度来る」、低ければ「もう来ない」というのは納得でき

ると思います。  

 

（ 2）計画買いと衝動買い  

 消費者の購買の仕方には次の 2 つがあるといわれています。  

計画買い⇒店舗に来る前に商品（さらにはブランド）、数量

を決めて買物する。  

衝動買い⇒非計画買いともいう。店舗内で買う商品や数量を

決定する。いらないものを買ってしまうという意味ではなく、

店舗内で買うことを決めたという意味。「ショッピングに行

く」というのはこの意味が強い。  

 客単価を上げるというのは、衝動買いをいかに誘うかというこ

定義
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とであり、 ISM のテーマといえます。  

 

（ 3）衝動買いを誘うには   

 日本ではこの衝動買いの傾向が、最寄品、買回品においては高い

といわれています。衝動買いを顧客が行うケースとしては次のよ

うなものがあります。  

・店舗で商品を見つけて買おうと思った。または買うのを思い出

した。  

・POP 広告や試食、店員のすすめ。  

・思っていたより安かった。買い頃と思った。  

・店のムード（他の人が買っているなど）でなぜか買いたくなった

（これが本当の衝動買いかもしれません）。  

衝動買いを高めるためには、次のような要素について検討しま

す。  
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①動線長  

 いかに客動線を長く、回遊性を高め、店舗内での買物時間を長く

するかということです。これには顧客の来店目的を予測し、それを

ベースとして客動線を考えます。例えば高層店舗ではシャワー効

果（最上階に吸引力の強いレストラン、催事場を設けて、順に下の

フロアへ行ってもらう）、コンビニエンストアではマグネット（ビ

ールや弁当など計画買いの商品を店の奥に置いて動線を長くする）

といったものです。  

②ゾーン立寄率  

 来店客数で立寄ゾーン数を割ったものです。より多くのゾーン

へ立ち寄ってもらおうということです。シャワー、マグネットもこ

のゾーン立寄率のアップに貢献します。立寄率の低いゾーンには

POP 広告や試食といった ISP を考えます。  
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③商品認知率  

 特定商品を来店客が認知した割合のことです。ゴールデンスペ

ースを考慮したゾーンや、人間の認知パターン（「棚を左から右へ

見ていく」など）を考慮したフェイシングなどを行います。  

④買上率  

 認知した商品をどれくらい買上げたかです。商品の取りやすさ、

価格表示、POP 広告、試食・試用などが対象です。  

上の①から③をアプローチ、④をクロージングともいいます。そ

して衝動買いによる買上商品の満足度が高ければ次の計画買いへ

とシフトします。これがリピートです。  
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テーマ 58：物流ネットワークと物流センター  

セッション 3 では物流について学びます。物流を理解するポイ

ントは物流ネットワークと在庫の 2 つです。まずは物流ネットワ

ークの考え方を学びます。これを支えるものが物流センターです。 

 

 

１ .物流ネットワークとは  

従来日本では物流を保管、包装（荷づくり）、荷役（荷物の上げ

下ろし）、輸送、配送（輸送は長いルート、配送は短いルートのよ

うです）といった仕事の要素別にとらえ、各要素を各担当者が個別

に合理化していくというスタイルをとってきました。  

一方、戦争大国アメリカでは、Lesson3 で学んだように戦争シス

テムをビジネスに生かすことが流行しました。その中の 1 つがロ
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ジスティックス（兵站と訳している）です。ロジスティックスとは

戦争において、武器、火薬、食料などの軍事資材を部隊が持ってい

ては敵にこれを攻撃されてしまって危険なので、必要な時に必要

なものだけを届けるという考え方です。物流も効率的にモノを届

けるだけではなく、「必要な時に必要なモノだけを届ける」（ジャス

トインタイム、略して JIT）と考えるようになりました。そしてい

つの日か物流はロジスティックスとも表現されるようになりまし

た。  

物流をロジスティックスで考える時、基本的概念となるのが物

流ネットワークという発想です。  

ネットワークとはノード（仕事をする所）とリンク（結びつける

ルート）の 2 つで物事を表わしていくことです。ノードとリンク

の間はトラフィック（行き来するものという意味）が動くと考えま

す。  
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物流を、その拠点がノード、それをつなぐルートがリンク、そし

て荷物というトラフィックが動くネットワークと考えます。これ

が物流ネットワークです。  

従来、日本的流通ではこのような物流ネットワークという考え

方はあまりなく、商流の立場から倉庫の位置などを考えてきまし

た。例えば卸売業では小売店などの顧客へのセールスを合理的に

行うために、支店、営業所を一等地に作り、その脇に倉庫を作って、

その倉庫へメーカーなどから商品を仕入れ、顧客の注文に応じて

商品をその倉庫から届けるというのが一般的でした。つまりどう

商品を動かし、保管するのがよいかという観点はほとんど頭にな

いのが現状でした。  

しかし次のような背景から、物流ネットワークを使った合理化

が叫ばれるようになりました。  

・商流系のオペレーションは POS、EOS（ともに後述）などによ
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り合理化が進み、コストダウンがなされていった。そのため流通コ

ストの中で物流コストの占める割合が相対的に高まっていった。  

・総合スーパー、コンビニエンスストアの出現で、卸売業などの中

間流通業者には品揃えなどの商流よりも、小売業自らがなしえな

い物流機能を求めるようになり、卸売業が物流能力で選別される

ようになった。  

・小売業の物流への要求が、保管機能からジャストインタイムに

商品を移動させる機能へシフトしてきた。そのため倉庫が「物を置

いておく場所」から「店舗の必要とする商品を抽出し、店舗別に仕

分けるという作業場所」へ変わった。まさに倉庫がネットワークで

いうノード（仕事をする場所）へと変身した。このような作業場所

となった倉庫を物流センターという。  
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物流センター⇒Distribution Center：略して DC。ロジス

ティックセンターも同意。物流に関するさまざまな作業を

行う場所。distribution は本来流通全体を指すが、一般に

DC は物流を担当していることが多い。注文受けなど商流

も担うと流通センターともいう。  

・卸売業にとって物流コストの削減は生き残りをかけた戦いとな

り、大規模物流センターという大型投資を迫られた。  

・多品種少量、多頻度小口、ジャストインタイム配送が求められ、

かつ商品ライフサイクル（誕生から死ぬまで）の短命化により、デ

ッドストック（売れ残り在庫）、在庫増大のリスクを卸売業が抱え

ることとなり、ネットワーク全体のトラフィック、すなわち 690 ペ

ージで述べた流通在庫を圧縮したいというニーズが高まった。  

 物流ネットワークとはこのようなニーズを満たすため、商流の

「おまけ」であった物流を独立させ（これを商流分離という）、物

定義
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流のみに着目して、物流拠点をどれだけ配置し、どのような段階を

経て、どのようなルートでその配送を行い、継続的に効率的に商品

を流し続けるかということを総合的に計画的に考えていくことで

す。  

 

２．物流センター  

（ 1）立地条件  

 物流センターは保管場所ではなく作業場所であり、次の点を考

慮して立地を決めます。  

・物流ネットワークにおける位置づけ  

 物流ネットワーク上のノードとして機能するので、ネットワー

ク全体の中でどの位置に置けばよいかを考える。  

・処理すべき入出量  

 トラフィックである荷物がノードに入ることを入荷（倉庫に入



Lesson5流通 セッション 3：物流 

757 
© 2020 MC システム研究所 

 

るという意味で入庫ともいう）、出ることを出荷（出庫）という。

トラフィックの発生量によって物流センターのサイズ、タイプが

決定される。  

・扱う商品の性格  

 扱う商品のタイプ（最寄品、専門品など）、商品の大きさ、重量

などによって物流センター内のシステムが決定される。  

・リードタイム  

 調達リードタイム（発注から納品までの時間）、出荷リードタイ

ム（出荷要求から出荷されるまでの時間）、納入リードタイム（出

荷から納品までの時間）によって、物流センターの位置、システム

を考える。  

・立地の地理的性格  

 立地条件としては、道路整備状況、配送先、仕入先との位置関係、

またピッカーをパートタイマーに求めることが多いので、パート
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タイマー供給がどれくらい可能なのかといったこと、さらには建

築基準法などの法律面も考えておく必要がある。  

ピッキング⇒物流センターの棚から、出荷すべき商品をピッ

クアップすること。  

ピッカー⇒ピッキングをする担当者。  

リードタイム⇒「何かをしろ」といわれてからそれが終わるま

での時間。  

 

（ 2）ロケーション管理  

 物流センターをどこに置くかを決定したら、次は「センターのど

こに、どの商品を置くか」というロケーションの設計をしなくては

なりません。  

ロケーションは当初物流センターの壁などに商品位置を示した

地図をはっていましたが、近年のように多品種少量、新商品ラッシ

定義
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ュの時代には到底間に合いません。そこで商品のロケーションを

IT でとらえ、必要に応じてメンテナンスし、これによってピッキ

ングを合理化することが求められています。これをロケーション

管理といいます。  

ロケーション管理の一般的な方法としては、物流センター内を

住所づけ（この住所のことを棚番という）しておき、在庫商品がど

こにあるのかをコンピュータなどでとらえるものです。この IT に

よる商品と棚番の対応表をロケーションマスタといいます。これ

によってピッカーは商品をピッキングする際、商品名を知らなく

ても、棚番を指定されればピッキングすることができます。  

ロケーション管理には次の 3 つの方法があります。  

・固定ロケーション  

 各商品ごとに棚番を固定で対応させて、保管していくもの。  

・フリーロケーション  
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 商品と棚番の対応にルールがなく、入荷時に商品を IT に知らせ

ると、保管する棚番を指示してくれるもの。保管位置はすべて IT

がコントロールし、ピッキング効率、保管効率の最適化を図る。自

動化された物流センターに見られる。また入荷時に商品の保管位

置を人間が考えて、その棚番を IT へ知らせるものもフリーロケー

ションとよんでいる。  

・セミ固定ロケーション  

 商品のカテゴリーごとに一定範囲を限定して、その範囲内で、各

商品がフリーロケーションを取るというもの。例えば、インスタン

トラーメン全体の位置は固定しておいて、その中で個別アイテム

のインスタントラーメンは自由に格納して、その棚番を IT へ教え

るというもの。 IT を利用し、専任のピッカーがいる物流センター

で広く見られる。この場合棚番は 2 階層を取り「A-100」などと表

わされ、「A」が保管範囲（棚を指すことも多い）でもあるカテゴ
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リーを表わし、「 100」がその中での位置を表わす。  

 

（ 3）ピッキング  

 物流センターにはさまざまな機械が導入され、人間と機械が一

体となって仕事をしています。まさに物流センターは今や工場と

同じであり、近年では IE（インダストリアル・エンジニアリング：

Lesson6 参照）が用いられています。IE では、物流にあたる移動・

搬送作業のことをマテリアル・ハンドリング（マテハン、MH と略

す）というので、これらの機械をマテハン機器といいます。  

マテハン機器、センターで働くヒトについてはこれをシステム

（ 529 ページで述べたとおり各要素が全体として共通の目的を持

って活動すること、つまり全体最適化を図っている状態）としてと

らえていかねばなりません。これを物流センターシステムといい

ます。  
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物流センターシステムは要素としては「ヒト」に、仕事として

はピッキングに着目して考えます。  

①ピッキング単位  

 ピッキングはその単位（一度に入ってくる注文の大きさのこと。

大口か小口かということ）によって 3 つに分かれます。  

・パレットピッキング  

 パレットで保管し、パレットごとにピッキングしていくもの。保

管はパレットの直積み（地面に置く）、パレットラック（パレット

用の棚）が使われ、ピッキングにはフォークリフト（パレットにフ

ォークのような腕を差し込んで、上下させるマテハン用の自動車）

が用いられる。  

・ケースピッキング  

 パレットで保管し、ケース（段ボールなど）単位でピッキングす

るもの。最寄品の卸売業などでよく見られる。パレットラックが用



Lesson5流通 セッション 3：物流 

763 
© 2020 MC システム研究所 

 

いられ、ピッキングでは軽量商品には手押し台車、重量商品には自

動けん引車と台車を連結したものが用いられる。  

・ピースピッキング  

 ケースで保管し、ケースの中からアイテムごとにピッキングす

るもの。コンビニを顧客としている卸売業、アパレルの物流センタ

ー（衣料がハンガーにつるされていることが多く、ハンガー単位に

ピッキングするのでハンガーピッキングという）などに見られる。

フローラック（後述）、回転ラック（棚が回転するので移動しなく

てよい）などが用いられる。  

パレット⇒物をのせて運ぶ荷台のこと。これを使うことで商

品に手を触れずに物流作業ができる。大きさなどの規格の標

準化が図られている。  

 

 

定義
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②ピッキング法  

 ピッキングはそのやり方によって次の 3 つに分かれます。  

・摘みとり式  

 1 人のピッカーが、注文 1 件の商品すべてをピッキングするも

の。処理件数が増えてくると効率が落ち、ピッカー同士が交錯して

くる。しかしピッキングの終了したものから順次配送に移れ、また

配送先によって優先度（緊急配送など）をつけることができる。  

・種まき式  

 商品単位に、複数の注文分をまとめてピッキングし、後で注文ご

とに振り分けるもの。ピッキング効率は摘みとり式と比べ高い。し

かし振り分けのためのスペースが物流センターに必要となり、か

つ振り分け時に混乱が起きることがある。全注文分が一斉に揃う

ことになる。  
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・ゾーンピッキング  

 物流センターをいくつかのゾーンに分割して、ピッカーをある

程度専任化し、特定のゾーンを担当させ、自分のピッキングが済ん

だら次々と渡していくもの。流れ作業方式であり、ベルトコンベア

で商品が動いていく。ピッキング作業の効率は極めて高いが、一時

的に多数のピッカーを必要とし、かつ１人でも遅いピッカーがい

ると、全体の効率を落としてしまう。  

これら 3 つの方式の選択は、商品属性、ピッキング単位、ピッカ

ー数、配送頻度などを考慮して決定します。  

③ピッキング情報の渡し方  

 何をどこからいくつピッキングするかという「情報」を、何らか

の形でピッカーに渡す必要があります。ピッキングルート（ピッキ

ングする道筋。717 ページで述べた動線であり。ピッカー動線とも

いう）をいかに短くするかがポイントです。ピッキング情報の媒体
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としては次のようなものが考えられます。  

・納品書  

 荷物につける納品書をもとにピッキングをするもの。  

・ピッキングリスト  

コンピュータを利用し、商品のロケーションからもっとも効率

的なピッキング順を考えて、ピッキング専用のリストを出すもの。

ピッキングリストの代わりに小売店舗の商品値札を注文数量分だ

け出力するピッキングシールというのもよく使われている。ピッ

キング後、値札付けを行い、顧客サービスになるとともに、同時に

ピッキングの数量ミスが減る。  

・ピッキングターミナル  

 フォークリフトや台車を使ったピッキングで見られるもの。タ

ーミナル（ディスプレイがついている小型の機械。フォークリフト

や台車へ取りつける）にコンピュータから無線で随時ピッキング
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情報を流していくもの。ピッカーはリストを取りに行かなくても

よく、また、ピッキングの順番を随時コンピュータが変更できる。  

・デジタルピッキング  

 ピースピッキングに見られるもの。棚の商品アイテムごとにコ

ンピュータ制御による数量表示器を取り付け、ピッキングすべき

商品の位置と数量を表示して、ピッカーがそれに従ってピッキン

グする。ゾーンピッキングと組み合わされ、ベルトコンベアを使っ

て流れ作業で行われる。  

・ボイスピッキング  

ピッカーがヘッドホンをかぶり、コンピュータが音でピッキン

グ位置、数量を指示するもの。ピッカーが両手を使え、リストなど

を見なくてすむ。  

④その他の工夫  

 物流センターではさらに次のような工夫がなされています。  
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・商品回転率によるロケーション  

 商品回転率の高いもの、つまり出し入れの激しいものはピッキ

ングしやすい位置（出入口の近く、手の届く高さなど）に置くよう

にコンピュータで保管場所を指示する。  

・先入先出の徹底  

 物流センターに商品を保管すればどんなものでも劣化するので、

先に入ってきたものを先に出していかないと劣化したものが残っ

てしまう。しかしどうしても先に入ったものは、棚の奥や高積みの

下に入ってしまう。そこでフローラック（傾斜のある棚で、後方か

ら補充し、取り出しは前方から行う）を使ったり、入荷時に入荷年

月日のシールを貼ってピッカーに区別させるなど、さまざまな工

夫がなされている。  

・バーコードの利用  

 倉庫内での入荷検品（注文どおり入荷されたかをチェック）、棚
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への格納、ピッキング、積み込みなどあらゆる局面で活用されてい

るのが、段ボール箱やケース（折りたたみできるものは折りたたみ

コンテナ、略して折りコンとよばれる）などにつけられたバーコー

ドである。入荷時に段ボールのバーコードを読み（入荷検品）、そ

れによって商品の格納位置を自動的に決定し、さらには出荷用の

ケースにつけられたバーコードを使って店舗別に自動仕分けを行

う。大型物流センターでよく見られる。  

 

 

店舗向け配送ケース

仕分け

バーコードスキャナ

ケースのバーコード
を読んでレーンを指示

A店向けトラック

B店向けトラック

C店向けトラック

      
指示

入荷検品

段ボール

バーコードスキャナ
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この段ボールへのバーコードや、ケースへの店舗仕分け用のバ

ーコードは標準化され、それぞれ標準物流シンボル、標準 PD ラベ

ルといわれています。  

このバーコードに変わるものとして、Lesson4 で述べた IC タグ

がゆっくりと導入されています。  
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テーマ 59：在庫理論  

在庫は物流センター（小売業の店舗にも）に保管されている商品

であり、従来は物流の分野でした。近年ではこれら在庫の数量チェ

ックは IT で行うのが普通となり、「仕入量と販売量の差」という

商流と考えることもできます。  

いずれにしても在庫は物流と商流、さらには生産をつなぐもの

であり、現代の流通、生産のキーワードの 1 つです。  

 

 

１．在庫理論  

在庫の理論としては次の 2 つを理解することが必要です。以下

は小売店舗が卸売業へ発注するというシーンで考えてみます。  

（ 1）経済的発注量  
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 いくつずつ発注（発注ロット）すれば、もっともコストが小さい

かを考えるものです。トイレットペーパーのように、年間を通して

コンスタントに売れる商品で考えるとわかりやすいと思います。  

1 回あたりの発注ロットを大きくすると、発注コスト（発注手続

などの商流コストや配送などの物流コスト）は発注回数が減るの

で小さくなりますが、店舗での在庫量が増えて在庫コストは大き

くなります。反対に発注ロットを小さくすると発注コストは大き

くなり、在庫コストは小さくなります。  

この 2 つのコストとその和をグラフにすると下のようになり、

総コストがもっとも小さくなるロットサイズが見つかります。こ

れを経済的発注量 (EOQ：Economic Order Quantity)といいます。 
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発注ロット

在庫コスト

発注コスト

総コスト

配送するコスト
発注ロットに

反比例

保管するコスト
発注ロットに

比例

ＥＯＱ

在庫コスト
＋

発注コスト

コスト

総コストがもっとも
小さいロットサイズ

ここが
最小費用！
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EOQ は次のような式で計算されます。  

 
 最寄品ではコンビニエンストアを中心に、多頻度小口配送（小さ

なロットで小きざみに運ぶ）が現代のトレンドです。ただ発注ロッ

トをあまり小さくしてしまうと、発注コストが大きく上昇して、総

コストを上げてしまうはずです。特に配送コストの増大（多頻度に

運ぶので）が大きいと考えられます。しかし従来の商慣習では卸売

業と小売業の取引は建値で仕入価格が決まり、この中に配送料も

含まれています。つまり発注ロットには依存しません。こうなると

買う側の小売業からみればコストのほとんどが在庫コストとなっ

て、なるべくロットが小さい方がよいということになってしまい

在庫コスト個あたり年間

総需要量年間回あたり発注コスト

  1

  1 
=

2
EOQ

＊もちろん年間でなく、月でも、四半期でもよい

＊

＊
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ます。しかも店舗での売れ残りリスクを落とすこともできます。  

納入側の卸売業にとってみれば、配送パターンごとの物流コス

トを算出し、納入価格へ適切に反映させることが大きな課題とな

っています。  
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（ 2）安全在庫  

 先ほどはコンスタントに売れるものを仮定しましたが、普通は

売れ行きにブレがあります。在庫は売れる量（需要）を予測するも

のであり、ここでは Lesson4 で述べた統計が使われます。自信の

ない人はここでもう 1 度統計について復習しておいて下さい。  

需要は平均値を持っていますが、不規則に、偶発的にブレると考

えます。つまり短い時間で考えれば、今日までの「過去の需要」と

明日以降の「未来の需要」は同一の母集団であり、「昨日までの結

果」という標本から母集団を推定し、それを「明日の需要」と考え

るということです。この時、需要には 596 ページの正規分布が使

われます。本来在庫量は「個数」などですので離散数ですが、正規

分布を使うために連続数で考えます。  

 

弁当工場を例にとって考えてみましょう。ここでは毎日午前 11：
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00 までに弁当を作り、直営の店舗で 12 時から 1 時間だけ売り、

残りはすべて廃棄しているとします。前月 30 日間の販売量の統計

をとった所、 1 日平均 300（日販量）、標準偏差が 60 となりまし

た。これまで多めに作って毎日売れ残りを出していたので、明日か

らは適正な在庫を持ちたいと考えています。  

需要を正規分布で考えた場合、平均値 300 個を在庫とすると、

需要がこれより大きい確率が 50％、小さい確率が 50％で、2 日に

1 回品切れ（欠品ともいう）してしまいます。  

 
平均値300

需要が300より小さい
⇒売れ残り

需要が300より多い
⇒品切れ

300 320

320個在庫した時
品切れする確率
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これでは困るので在庫を増やしていきます。上図のように在庫

を増やすと品切れの確率が減っていきます（もちろん売れ残りの

確率が増えていきます）。  

逆にどれくらい品切れを許すか（正規分布の右端は下の線に付

かないので品切れはなくなりません）を決めれば、在庫量が決まり

ます。多くの場合 10％（10 日に 1 回の品切れを許すということ。

需要は本当の正規分布ではなく、この確率は大きめに出る。 10％

だと「あまり品切れがない」くらいの状態）、5％（ほとんど品切れ

がない）が取られます。品切れ率 10％ということは、右側の面積

が 10％になる在庫量を決めればよいことになります。ここからの

計算はすべてエクセルの関数でできますが（一般の企業では情報

システムにこの機能が組み込まれています）、どうやって計算して

いるかわからないと在庫管理をどうしてよいかわからないので、

式を使って説明します。なおエクセルでの詳しいやり方について
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は e－ラーニングの「数字活用力向上講座」か「プロコンサルタン

トの最強エクセル術」で学習してください。  

さて先ほどの許容品切れ率 10％の在庫量に戻りましょう。この

在庫量は「平均値＋安全係数×標準偏差」という式で求められます。

安全係数は品切れ率によって決まります。10％の場合は 1.28 です。 

したがって  

「 10％の品切れを許す在庫量＝ 300＋ 1.28×60＝ 300＋ 77＝ 377」 

となります。この 77 個のことを安全在庫といいます。  

 この式でわかる通り、日販量（平均）が同じでも標準偏差が小さ

いと、在庫量は減ることになります。「標準偏差が小さい」という

のは「コンスタントに売れる」という意味です。同じ日販量でも、

コンスタントに売れる商品にすると在庫削減ができます。  

また同じ商品でも、次のような形で標準偏差を落として、在庫削

減をすることが可能です。  
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・パターンごとに分ける  雨の日、晴れの日で明らかに売れ行き

が違うなら、これを 2 つに分けて考える（同じ弁当でも「雨の弁

当」、「晴れの弁当」と別の商品とする）と、標準偏差は小さくなり

ます。  

・異常値を省く  「自店でイベントがあった」「他店がバーゲンを

やった」という場合、売れ行きは異常値を示します。これを省くと

（あるいは別パターンと考えると）標準偏差は小さくなります。  

・同一パターンではデータが多いほどよい  同一パターンの需要

は、データの数が多くなるほど標準偏差は小さくなります。なるべ

く長い期間でデータを取ることが大切です。（もちろん明らかにパ

ターンが違う期間は別パターンとします）  
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２．在庫管理  

 在庫管理のやり方は発注方式に依存しています。これには次の 2

つの典型的パターンがあります。  

（ 1）定量発注方式   

定量発注方式⇒在庫量がある一定まで減少した時に、一定量

の商品を発注する方式。  

 定量発注方式をグラフで表すと、下図のようになります。  

定義
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時間

在
庫
量

発
注
量

発注点

調達リードタイム

発
注
日

納
入
日
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この方式では発注量はいつも一定ですが、発注間隔は売れ行き

により変動します。定量発注方式は、発注点と発注量の基準を決め

ておけば、あとは IT で自動的に発注を行うことができるため、発

注コストを落とすことができます。  

しかし時々刻々と変化する需要を反映できないので、在庫量が

増加、と言うよりもデッドストック（もう売れなくなってしまった

在庫）を生む危険を含んでいます。なかなか売れずやっとの思いで

売った商品でも発注点を切ると、一定量発注されてしまいます。し

たがって定量発注方式は需要の安定した（標準偏差の小さい）商品

によく用いられます。店舗では、この商品は店に常備されるので、

定番品といわれます。  

「発注量」については、経済的発注量または仕入先との取り決め

によって決めます。  

 「発注点」については、調達リードタイムの需要を補えばよいの
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で、「発注点＝調達リードタイム間の平均需要＋安全在庫」  

となります。つまり発注してから 2 日間で届くのなら、2 日分の

需要をこの発注点でまかなうというものです。発注点が低いほど

在庫量が少ないので、リードタイムを短縮すれば在庫が削減でき

ます。これが緊急配送（急いで持ってきてもらうこと）が求められ

る理由です。  

 

（ 2）定期発注方式   

定期発注方式⇒発注サイクルを決めておき、発注時点で需要

量を予測し、発注量を決めて発注するもの。  

定量発注方式と異なり、1 回ごとに発注量を調整するのでキメの

細かい方式といえます。  

定期発注方式をグラフで表すと、下図のようになります。  

定義
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定期発注方式では「発注量」の決め方がポイントです。この発注

量は発注日からみて、次の次の納入日まで、その発注量に依存しま

す。例えば毎週月曜日の朝発注し、水曜日の朝納品されるとしま

す。今日が月曜の朝であり、発注量を考えている時、今日の月曜か

ら翌週の水曜日の朝までの需要を考えて、そこから手持ち在庫を

時間

在
庫
量

発注間隔

調達リードタイム

発
注
日

納
入
日
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引いて発注します。つまり  

「発注量＝（発注サイクル＋調達リードタイム）×1 日あたりの

平均需要－発注日の在庫量＋安全在庫」  

となります。上の安全在庫は「発注サイクル＋調達リードタイム」

の間の需要に対するものです。  

 

この時平均在庫量は「発注量×1／ 2＋安全在庫」と考えられま

す。ここにも多頻度小口配送が求められる要因があります。例えば

「1 週間に 1 回」を「 1 日 1 回」にすれば平均需要はその期間に比

例して減り、発注量も減ります。しかも安全在庫もその期間に応じ

て（正確にはその期間の平方根に比例して）減ります。これは調達

リードタイムについても同じです。つまり発注サイクル、調達リー

ドタイムを短縮し、多頻度小口、緊急配送を行うことによって平均

在庫量はダイナミックに減ることがわかると思います。  
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（ 3）コンピュータによる在庫管理  

 現在ほとんどの流通業、メーカーでは、在庫管理にコンピュータ

を利用しています。在庫をコンピュータ化するために商品をアイ

テムごとにコード化（商品名を数字で表す）する必要が生まれ、

808 ページで述べる受発注のシステム化を生んだといます。  

 コンピュータによる在庫管理は簡単に言えば、コンピュータが

アイテムごとに常に監視していて、あるルールにもとづいて次の

アクション（発注する、仕入担当者に知らせるなど）に移るという

ものです。最もコンピュータ化しやすいのは定量発注による自動

発注ですが、すべての商品にこれを適用するのは管理が雑である

し、効率的ではありません。通常は商品カテゴリー別に管理方式を

変えています。主に次のような 3 つの方式が併用されています。  

・発注点に達したら、コンピュータが自動発注する（波の少ない定

番品など）。  
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・発注点に達したら、コンピュータが仕入担当者に知らせ、その時

の状況で発注量を決める。  

・一定期間ごとにコンピュータが在庫量を出力、またはリアルタ

イムに在庫量がわかるようにしておいて、一定期間または随時、仕

入担当者が発注量を決めて発注していく。  

 そしてここにも Lesson4 で述べた AI を適用する動きが出てい

ます。上の仕入担当者の判断を AI 化するものです。  
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テーマ 60：ＳＣＭと物流  

SCM は「生産と流通が手を握っていくもの」と見ることができ

ます。いわゆる垂直アライアンスです。これは 2 つに分かれます。

1 つは日本で完成したもので 476 ページのバリューチェーンです。

もう 1 つはアメリカで完成したもので、流通在庫に着目したサプ

ライチェーンです。後者はアメリカでは SCM という名前でモデル

化されています。  

 

１ .SCM の登場  

 メーカーは「生産」の所で述べた通り、IT を活用して CIM と

いう形で生産と販売を合体させていきます。そして次第にその目

は最終消費者といえる顧客へ向かいます。  

この時、メーカーはどうしてもマーケティング情報に物足りな
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さを感じるようになります。ある商品が売れても、「なぜ売れたの

か」「誰が買ったのか」といった顧客情報がないためです。これを

受け、この顧客情報を持った流通へとメーカーの目が向かって行

きます。例えばメーカー直営のアンテナショップ、SPA（858 ペー

ジ。メーカーが流通業になってしまうもの）、チームマーチャンダ

イジング（流通とメーカーが共同で商品開発）、メーカーPOS（メ

ーカーが POS システムを開発し、流通にそれを置いてもらってネ

ットワークで POS データを収集する）といったものです。  

そしてここにメーカー、卸売業、小売業という流通経路の 3 者

が 1 つのチェーンのように活動していくというムードが生まれて

きます。これは 485 ページで述べたサプライチェーンです。この

流通サプライチェーンの原点は製配販同盟（生配販同盟）という垂

直アライアンスであり、697 ページで述べた QR、ECR です。これ

が SCM というビジネスモデルとして完成されます。  
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２．流通在庫削減を目指す  

 QR（Quick Response：すばやく反応）、ECR（Efficient Consumer 

Response：効率的に消費者へ反応）から生まれた SCM は流通在

庫削減をその目的として考えられたものです。  

流通在庫は 690 ページで述べたとおり流通段階における在庫で

あり、｢メーカーの在庫＋卸売業の在庫＋小売業の在庫｣となりま

す。メーカーが商品を作ってから消費者の手に渡るまで、誰かがど

こかで在庫を持っており、これが流通在庫です。この流通在庫もリ

ードタイムを短縮することで削減されます。これは流通リードタ

イムとよばれるもので、メーカーが作ってから消費者の手に渡る

までの時間です。  

例えばある飲料が需要全体として 1 日平均 1,000 本コンスタン

トに売れている時（ほとんど標準偏差がゼロ）、流通リードタイム

が 10 日なら流通在庫は 10,000 本必要です。これを 1 日とすれば
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1,000 本ですみます。これが QR の｢クイック｣です。すなわち、流

通のスピードを上げて効率化すれば、流通在庫が削減されます。言

い方を変えれば、QR、ECR という SCM は、流通在庫削減のため

にメーカーと流通業が手を握り、流通のスピードアップを図るも

のです。  

 

1日1,000本売れる商品は

メーカーから消費者に届くまで10日かかると

メーカー

卸売業

小売業

消費者

作る

使う

⇒

流通在庫

流通在庫は10,000本必要

メーカーから消費者に届くまで1日にすると

⇒ 流通在庫は1,000本でOK

作ってから消費者
に渡るまでの在庫
⇒メーカーの在庫

＋卸売業の在庫
＋小売業の在庫
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 この SCM はリードタイム圧縮を、次のような形で実現します。 

①連続補充  

 一般的なスタイルではメーカー、卸売業、小売業の各段階で商品

在庫を持ち、それぞれが「少なくなったら、発注する」という形を

取っています。  

 

 

 

 

卸売業

在庫

少なくなったら発注 少なくなったら発注

買う

在庫

小売業

消費者

メーカー

在庫

少なくなったら

調達する
作る
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SCM ではまず 3 者の役割を明確にします。メーカーは「生産」、

卸売業は「物流」、小売業が「販売」です。そう考えれば次図のよ

うに、商品在庫は消費者へ販売する小売業にだけ置き、消費者の購

買動向である POS データ（ 808 ページ。店舗での販売データ）お

よび店舗在庫をメーカー、卸売業にも公開するのが妥当です。  

メーカーはこの POS データ、店舗在庫を監視し、消費者の購買

量を予測して生産量を決定し、卸売業、小売業の発注なしに届ける

と い う 形 に し ま す 。 こ れ を 連 続 補 充 （ CRP ： Continuous 

Replenishment Program）といいます。  
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つまり POS データ、店舗在庫という消費動向（これが ECR）

へ、スピーディー（これが QR）に対応して、生産、納入を行って

いくものです。  

②インターネットワーキング  

 SCM 実現には小売側の POS データをすばやく、メーカー、卸

売業に届けるネットワークが必要となります。つまり小売業の

POS システム､卸売業の物流システム、メーカーの生産システムと

いうネットワークがインターネットワーキング（ネットワークと

小売業

店舗在庫

消費者

買う卸売業

発注なしで届ける

監視

調達する
作る

需要予測

メーカー

POS    



Lesson5流通 セッション 3：物流 

796 
© 2020 MC システム研究所 

 

ネットワークがつながるという意味）されて SCM となります。  

 SCM はインターネットなき時代に提案されて多くのものは失敗

してしまいました。しかしインターネットワーキングのためのネ

ットワークといえるインターネットの普及は、この SCM を実現し

やすくするだけでなく、さまざまなバリュエーションを生んでい

くことになります。  

③クロスドッキング  

 1 つのメーカーで、小売業の店舗の商品を満たすことは難しい。

したがって SCM には複数のメーカーが必要となります。ここでメ

ーカーから小売業へ商品を直送すると、店舗はメーカーからのト

ラックだらけになってしまいます。そこで中間の卸売業の物流セ

ンターで、一旦荷物を積み換えてから配送する必要があります。こ

れをクロスドッキングといいます。  

この物流センターではメーカーから配送される商品を在庫とし
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て持たず、メーカー便から小売配送便への積み替えのみに使いま

す。各メーカーが商品を各店舗ごとに仕分けして物流センターへ

タイミングをあわせて配送し、物流センターでは複数のメーカー

からの商品を、パレット、ケース、折りコン（折りたたみコンテナ）

などに付けられたバーコードで店舗ごとに仕分けして、配送して

いきます。これをクロスドッキングといいます。  

この SCM 向けの物流センターとして卸売業の他、小売業のチェ

ーン本部、さらには 3PL（ 3rd Party Logistics の略。メーカー、

卸売業、小売業ではない第三者がこの流通を担うこと）などのプロ

の物流業者が名乗りを挙げています。  

④検品の合理化  

しかし連続補充、クロスドッキングでは、小売業はどんな商品が

来るのかわからず、誤納もチェックできません。そこでメーカーが

ネ ッ ト ワ ー ク を 使 っ て 、 事 前 に 出 荷 明 細 （ ASN ： Advanced 
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Shipping Notice）を小売業に送り、出荷するカートンなどに SCM

ラベル（Shipping Carton Marking）を貼っておいて、両者を突合

して検品を行います。SCM ラベルには、さまざまな情報が必要で

あり、通常のバーコードより情報量が多いものが必要となります。

そのため QR コード（2 次元バーコード。QR のために使われたの

でこの名前が付いた）や Lesson4 で述べた IC タグなどが用いら

れます。  

 

この IC タグには商品名、数量だけでなく、製造年月日、流通経

路などさまざま情報を記録できます。つまり IC タグを付けること

でメーカー、流通業者、さらには消費者が、この商品がどのように

流通されていったのかを知ることができるようになります。これ

をトレーサビリティといいます。生鮮食品などでは特に注目され

ています。  
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⑤カテゴリーマネジメント  

 小売業は複数のメーカーとアライアンスを結びます。このアラ

イアンスの単位をカテゴリーと表現します。このカテゴリー単位

にスペース対売上高、スペース対粗利を計算し、場合によってはア

ライアンスの相手を随時変更していきます。これをカテゴリーマ

ネジメントといいます。  

メーカー、卸売業、小売業が共通の SCM システムを持っていれ

ば、この組み合わせ変更は可能です。  
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テーマ 61：POS と EOS 

 流通業の IT 化の原点は POS と EOS です。  

 

１． POS システム  

POS とは Point Of Sale の略で販売時点で情報を管理するとい

う意味ですが、ここでは次のように定義します。  

POS システム⇒小売業、サービス業などの店頭において、ア

イテムごとに販売時点でデータを入力し、チェックアウト

（精算、会計）の合理化を図り、このデータをさまざまな仕

事５に活用していくもの。  

定義
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上図のようなものが POS システムの一般的なものですが、これ

をデータの流れに沿って考えると次のようになります。  

店 舗

本
部
な
ど

カウンター バックヤード

レシート

商品コード
－商品名・価格

POSデータ

コンピュータ

レジ

スキャナ

商品

バーコード

③

④
⑤

①

② ⑥
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①バーコード  

 POS システムで扱う商品には、バーコードを印刷しておきます。 

   ソースマーキング⇒商品が生産される段階で印刷する。つ

まりメーカーが印刷する。  

インストアマーキング⇒小売業の店舗で印刷する。  

ベンダーマーキング⇒卸売業などの中間段階で印刷する。こ

れをインストアマーキングに含めることも多い。  

ソースマーキングではバーコードを印刷するメーカーと、それ

を使う店舗が異なる企業ですので、そのルールを標準化しておく

必要があります。そのため次の 2 つのことが標準化されています。  

・ JAN シンボル  

 数字をバーコードに表現する（棒の太さで数字を表わす）ルール

を、JAN（Japanese Article Number）シンボルとして標準化して

います。  

定義
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・ JAN コード  

 JAN シンボルによって表現されたデータ（この場合は数字）が、

どのような意味を持っているか（これをコードという）というルー

ルを決めています。商品の名前を印刷すると読み取るのが大変な

ので商品コードという数字で表し、それを標準化しています。 13

桁の標準タイプと 8 桁の短縮タイプ（たばこなど小型の商品につ

ける）があります。従来の標準タイプは頭から国コード（ 2 桁。日

本は 49 か 45）、商品メーカーコード（ 5 桁。どこが作ったか）、商

品アイテムコード（ 5 桁。どんな商品か）、チェックデジット（ 1 桁。

バーコードの読み取りミスを防ぐためにつけているもの）となっ

ていました。しかし POS システムの爆発的な普及により、商品メ

ーカーコードが不足してしまい、2001 年より国と商品メーカーで

9 桁、商品アイテムコード 3 桁、チェックデジット 1 桁に変わり

ました。  
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JAN はヨーロッパを中心に利用されている EAN（ European 

Article Number）の 1 つ（国コードをもらっている）であり、ア

メリカを中心に利用している UPC（Universal Product Code）と

も互換性があります。  

一方ソースマーキングされていない、と言うよりもできない生

鮮食品（魚など）などは、店でインストアマーキングするので、こ

のコードを自分で考え、自由につければ OK です。ただ JAN と整

合をとるため JAN シンボルを使い、JAN コードと同様に 13 桁と

しています。といっても国コードなど不要なので、頭 2 桁は 20 番

台を使い、残りも商品を識別するのに 10 桁（チェックデジット以

外）もいらないので、ここに価格、グラム単価、重さ、加工年月日

などを入れたりしています。  

②スキャニング  

 レジでチェックアウトする際、キャッシャー（カウンターで精算
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する人。チェッカーともいう）はバーコードをスキャナー（バーコ

ードリーダーともいう。光でバーコードのデータを読み取る）を使

って読み取り、かつその数量などを入れます。こうしてバーコード

が商品コードに変わります。  

このスキャナーには定置式（スキャナーが固定されていて、その

上や横に商品を通過させるもの）、ハンド式（スキャナーを手で持

つもの）などが使われています。近年ではキャッシャーではなく、

顧客が自分でスキャンするセルフスキャンも登場しています。  

③ストアコントローラ  

 商品コードはレジ（これを POS レジという）を経由して、店舗

のバックヤード（売場ではない所）にあるコンピュータ（これをス

トアコントローラ、略してストコンという）に送られます。  

④ PLU 

 ストコン内には商品コードごとに商品名、価格が入った表があ
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り、これを参照し、POS レジに返送します。商品ごとに価格を探

すので PLU（Price Look Up の略）といいます。この送られてき

たデータ（商品コード、数量）は POS データ（スキャンデータと

もいう）として、ストコン内に蓄積します。  

⑤レシート  

 レジでレシートが出力され、顧客に渡されます。アイテムごとの

明細が出力されるので、顧客がその内容をチェックできます。  

⑥ POS データ活用  

 ストコン内の POS データは本部（ 726 ページ参照）などに送ら

れ、さまざまな仕事に活用されます。  

 

２ .ＥＯＳ  

流通におけるネットワークシステムの先駆けとなったのが EOS

（Electronic Ordering System）です。EOS とは売買をネットワ
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ークを使って行うものをいい、受発注（受注は注文を受ける。発注

は注文を出す）ネットワークともいいます。  

EOS は小売業から毎日のように発生する注文を卸売業がタイム

リーに処理していくものとして誕生し、下図のような形で完成さ

れました。  

 

小売店舗

棚札

通信装置

オーダーブック

×××ティッシュ

○○○トイレットペーパー

・・・

×××ティッシュ

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー

棚

貼る

発注ターミナル

ペンスキャナー

コンピュータ

卸売業

納品書

ピッキング
リスト
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 ここではまず卸売業が小売店舗に棚札（棚に貼るラベル）とオー

ダーブック（棚にない商品を発注するため）に、商品コードをバー

コードで表示しておきます。店舗ではペンスキャナー（ペンの形を

したバーコードスキャナー）付きの発注ターミナル（手帳サイズく

らい）でバーコードをスキャンして、注文データを作ります。これ

を受発注を仲介するデータセンター（ 641 ページ。以前は VAN：

Value Aided Network といっていた）にネットワークで送ります。   

卸売業は定時になると、各店舗から来た自社向けの注文データ

を取りに行きます。このデータを使ってピッキングリストや納品

書を出力します。  
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（ 2） EOS の進展  

その後 EOS は次のように進化していきます。  

①発注ターミナルの工夫  

 コンビニがリーダーとなって発注ターミナルの機能を高めて、

この中に商品情報を入れたり、ディスプレイを大きくしてさまざ

まな情報を見られるようにしています。  

② SFA 

 EOS は電話やファックス注文の代わりとして誕生しました。セ

ールスが小売業を訪問して受注していくタイプの卸売業では、受

注ターミナルをセールスが持っていく形をとりました。セールス

が持っていく受注ターミナルも、やはり進化して、ほとんどがノー

トパソコン、タブレットとなりました。こうなると単なる受発注だ

けでなく、顧客へのプレゼンテーション、訪問した記録などさまざ

まな仕事に使われるようになり、このシステムを SFA(Sale Force 
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Automation)といいます。  

③ EDI から EC へ  

 EOS のために作ったネットワークを用いて、注文データ以外の

さまざまな情報が企業間でやりとりされるようになっていきます。

店舗別のピッキング情報、納品書、請求書、支払明細、さらには新

商品情報、プロモーションなどさまざまなものが流通していきま

す。これを EDI(Electronic Data Interchange)といいます。EDI に

銀行などの金融機関が参加することで、決済も可能となります。  

 EOS、EDI は日本的流通構造の中で常時取引を行なっている卸

売業、小売業、メーカーの間で作られていきました。しかし小売業

がその力を強め、日本的流通構造が徐々に崩れ、メーカー、卸、小

売が業界ぐるみ、地域ぐるみで作るようになり、業界 VAN、地域

流通 VAN などといわれるようになりました。  

さらにインターネットの普及でこれらは、EC（840 ページ）と
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よばれるようになりました。ここでは当然のように取引ルールの

標準化が進み、この標準化により取引のオープン化もどんどん進

んでいます。こうなると企業間取引というよりも、そのネットワー

クが「市場（マーケット）」のようなイメージを持つので、これを

e マーケットプレイス（ 447 ページ）といっています。  

 

 

 

  



Lesson5流通 セッション 4：流通と IT 

814 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 62：流通 IT 化の歴史  

 流通という仕事への IT 適用にはさまざまなアイデアが出され進

化してきました。ここではその歴史を追っていきます。あわせて流

通業態の進化も見ていくことにします。  

 

 

１．アメリカの流通 IT 化  

 まずはアメリカの流通 IT 化から見ていきましょう。アメリカの

小売業の IT 化にはさまざまなアイデアが出され、ここでのアイデ

アは日本にほとんどのものが取り入れられています。  

（ 1） POS システムの発展  

 アメリカ小売業の情報化は POS システムをベースとして発展を

遂げていきます。  
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 消費税の計算が複雑なアメリカにおいて、小売業の POS システ

ムへのニーズは高い。あわせてメーカーがマーケット重視、下流重

視へと向かっていく中、このニーズに応えてソースマーキング率

が高まり、POS システムはアメリカ全土に一気に普及していきま

す。  

 POS システムが普及すれば、POS データつまり消費者の購買デ

ータを経営、店舗オペレーションに活用していこうという動きが

自然に生まれてきます。例えば ABC 分析、売れ筋・死に筋分析、

DPP（Direct Product Profitability：商品単品ごとに純利益を計算

するシステム）、LSP（Labor Scheduling Program：レジなどの従

業員の作業割当てをコンピュータで作成）などがあります。いずれ

も 1980 年代後半にブームをよんだものですが、今やアメリカ小売

業のインフラとして定着しています。  

さらに POS データは店舗戦略・戦術にも活用されていきます。
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その代表例が ISM（731 ページ）の陳列であり、プラノグラム（陳

列棚の状況がディスプレイで表示され、コンピュータとの会話形

式で棚割りを行うもの。食品スーパー向けにさまざまなシステム

が開発されている）として完成します。  

陳列の次には ISP への活用が行われ、電子クーポン（クーポン

券をバーコード化したもの。プロモーションコストのダウンや、プ

ロモーション効果の分析のため、多くのスーパーで利用されてい

る。今はスマホが主流）、電子ビデオカート（ショッピングカート

に液晶ディスプレイを付け、店内ディレクトリー表示、POP 広告、

電子クーポンなどを行うもの）、電子棚ラベル（商品陳列棚に表示

される値札を電子化し、リアルタイムで競合店の状況に応じ価格

を変更していくもの。価格訴求のディスカウンターなどに見られ

る）、ショッパーズカード（日本でもおなじみのメンバーズカード）、

ECB（Electronic Client Book：顧客台帳を電子化し、レジのハイ
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パーPOS と呼ばれるターミナルで顧客の属性と購買履歴を見るこ

とができるもの）などがその代表です。すべて日本へ取り入れられ

ています。  

（ 2）顧客データベース  

 ショッパーズカードの発行、ECB などをベースとして店舗の顧

客データベースが作られるようになっていきます。そしてこの顧

客データベースを使って購買分析がなされていきます。こうして

店舗での POS データ分析は「商品」という切り口から「顧客」と

いう切り口へと進化します。ただアメリカでは日本と違い顧客属

性というプライベート情報（性、年齢、職業･･･）をほとんど使わ

ず、主に顧客の購買情報のみを使っています。  

 顧客データベースの購買履歴の分析には RFM 分析が用いられ

る よ う に な り ま す 。 R は Recency で 直 近 の 来 店 日 を 、 F は

Frequency で来店頻度を、M は Money で店舗での購買金額を意味
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します。次図のように RFM ごとに得点をつけ、これによって顧客

を分類してロイヤルカスタマー（優良客）を見つけ、彼らに重点的

に、そして最高のサービスを提供していくものです。461 ページの

ロイヤルティ・マーケティングの走りです。  

 

 

F＝3 F＝2 F＝1

1年間に50回
以上来店

1年間に10回
以上来店

1年間の来店
は10回以下

R＝1

R＝2

R＝31週間以内に
来店

1ヵ月以内に
来店

この1ヵ月来
ていない

M＝3

M＝2

M＝1

1年間に10
万円以下

1年間に10
万円以上

1年間に20万
円以上買上

ロ
イ
ヤ
ル
カ
ス
タ
マ
ー
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 小売・サービス業が RFM 分析を通してわかったことは、Ｆの高

い顧客、つまり来店頻度の高い顧客が、その店舗に大きな利益をも

たらすロイヤルカスタマーだったということです。実際に RFM 分

析を実施した店舗では、来店頻度の高い上位 20％の客で店舗全体

の利益の 80％を出していることがわかりました。  

 これに基づいて考えられたのが FSP です。 FSP（ Frequent 

Shoppers Program：高頻度来店客優遇策）とは、来店頻度の高い

常連客をロイヤルカスタマーと考え、彼らに最高のサービスを提

供することで、その維持と拡大を図っていくシステムのことを言

います。  

 従来の店舗プロモーションはすべての顧客に同一サービス（ 100

円で 1 ポイントサービスなど）を提供してきました。これを次図

のように来店頻度の高いロイヤルカスタマーに、より多くの利益

還元をし、プロモーションコストの配分を彼ら中心に変えていく。
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例えばロイヤルカスタマーだけでクラブを作り、そのメンバーだ

けに割引や特別な商品の提供、懸賞などのプレミアムサービスを

提供していくというものです。  

 

ロイヤルカスタマーに
最高のサービスと多く
のコストを

ディスカウンター客も同
じようにプロモーション
サービスを受けられる

通常のプロモーション

FSP

プロモーションコスト配分

プロモーションコスト配分

ロイヤル
カスタマー

ロイヤル
カスタマー

マジョリティ

ディスカウンター

マジョリティ

ディスカウンター
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ここへきてアメリカの小売業は「小売の果たす役割」について認

識を変化させています。小売業は ISM が本業であり、品揃えはメ

ーカーサイドの機能ではないか、ということです。小売での品揃え

段階では、すでに商品は完成されており、売れ筋を並べるだけで

す。  

 このような中、一部の小売業は PB（プライベートブランド）商

品による品揃えの差別化を図っていきますが、多くの小売業は

ISM で他店と差別化を図るよう考え始めます。そして品揃えの機

能をメーカーへアウトソーシングし、 ISM というコアコンピタン

ス（その企業独自の強み）に特化しようとするものが現れていま

す。  

 そしてコアコンピタンスに特化し、品揃え、在庫、物流などを卸

売業、メーカーと組んで共同で考えていこうとしました。これが

SCM へと向かって行きます。  
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２．日本の流通 IT 化  

（ 1）百貨店の IT 

①アメリカの百貨店が生んだ商品マスタ  

 昭和 30 年代まで日本の小売業のチャンピオンは百貨店でした。

百貨店はアメリカで生まれたデパートメントストアをその原型と

しています。department とは「部門」のことであり、小売店に初

めて部門という概念を持ち込んだものです。  

 基本的には 1 つのフロアが 1 つの部門となり、婦人雑貨、婦人

アパレル、ヤング、紳士･･･といった部門構成をとり、各フロア（部

門）にそのリーダーをおくというスタイルです。  

 その上でコンピュータに商品マスタを持ち、商品に関する情報

をここに集約します。商品マスタは部門（大区分）をベースとして、

「品種」（中区分）、「アイテム」（小区分）、「SKU」（細区分）と階

層構造をとります。  
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 これら階層的な商品マスタに関するニーズは、製造業の部品マ

スタのニーズとともにコンピュータメーカーに伝えられ、階層型

データベース（親子形式のデータベース）というソフトウェア製品

を生むことになります。  

② IT 活用しない日本の百貨店  

 日本ではこの業態をコピーして、さらに地下に食品売場、最上階

にレストラン、屋上に遊園地を置くという形で、ファミリーが休日

を楽しむ「百貨店」という業態を確立しました。  

 日本の百貨店の当初の基本戦略は「安心感を売る」ということに

ありました。高度成長期にあり、品質が不安定であった家具、衣料、

装飾品といった高級品を高価格で販売するという戦略です。その

ため小売店としては世界初のエスカレーターの導入、エレベータ

ーガール、制服…といった高級感・信頼度を醸し出していき、小売

のチャンピオンとしての地位を得ていきます。  
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 仕入形態は「委託仕入」（728 ページ）であり、仕入先の在庫を

店頭に置き、これが消費者に売れた時点で仕入と売上を同時に立

てるというものでした。  

 そのため販売促進も仕入先を中心として行なわれ、派遣店員（仕

入先の社員が百貨店の店頭で売る）、テナント（百貨店はスペース

貸しで賃料をとる）という形へと進化していきました。したがって

百貨店から見ると発注の手配がいらず、EOS は不要でした。また

その事務手続き（洋服直しのための受注伝票、売上伝票、法人客な

どへの請求書発行など）も仕入先が代行することが多く、POS シ

ステムの導入も大幅に遅れました。そのためアメリカのデパート

メントストアが生んだ商品マスタの導入は大幅に遅れました。  

 POS、EOS の導入がなく、商品マスタを持つこともなかったの

で、アメリカのデパートメントストアの IT 活用とはまるで異なり、

部門の概念はあっても、品種、アイテム、SKU といった概念は生
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まれてきませんでした。  

 チャンピオン業態である百貨店がアメリカに比べ大きく立ち遅

れたことにより、日本の小売業の IT 化は一向に進まなかったとい

えます。  

③プロモーションへの IT 活用  

 百貨店は総合スーパーの台頭、高級専門店の登場などで不安定

な業態となっていきます。すなわち好景気の時は業績が上がり、不

景気になると下降するという形で、百貨店の売上高は景気の一致

指標として使われていくようになっていきます。  

 この中で百貨店は何度も「業革」と称して戦略の見直しを行なっ

てきました。景気が落ち込むと、全百貨店が同一コンセプトの戦略

を横並びで実施し、その成果が現れないうちに好景気を迎えると

いうものでした。  

 横並び戦略は「タウン化」（百貨店を 1 つの街と考える。1F、2F
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といわず、 1 番街、 2 番街という、噴水をつける･･･）、「イベント

プロモーション」（人へのプレゼントのためのイベントをアピール

する。母の日、父の日、バレンタインデー･･･）、「デザイナーズブ

ランド」（高級ブランドがディスカウントされることに対抗して、

百貨店が特定デザイナーと独占契約をし、百貨店自身の高級スト

アブランドとする）と進み、その極め付きは自社独自のハウスカー

ド（アメリカのショッパーズカード）発行でした。ハウスカード保

有者に対してイベントプロモーション、さまざまなプレミアムを

付けるというものです。言ってみれば現代の FSP の先駆けであり、

ISP への IT 活用といえます。  

 しかしアメリカのように POS システム、POS データ活用、顧客

データベース、そしてショッパーズカードというプロセスを歩ん

でいないため、そのプロモーションは稚拙であり、丸井など特定の

企業を除けばその成功例は少ないといえます。そしてアメリカか
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ら本場の FSP が伝わるに至り、これらハウスカードを全面的に入

れ替えることになります。  

 

（ 2）総合スーパーの IT 

①総合スーパーとは  

 百貨店から日本チャンピオンの座を奪ったのはダイエーなどの

総合スーパーでした。総合スーパーはスーパーマーケットと GMS

という 2 つの業態が組み合わされたものといえます。  

・スーパーマーケット  

 1950 年代から 60 年にかけての日本では、最寄品など低価格品

は商店街で、買回品、専門品の高価格品は百貨店でという買物スタ

イルが定着していました。最寄品の買物に革命を起こしたのが、ア

メリカで誕生したスーパーマーケットです。これは生鮮食品、加工

食品、日用雑貨などの最寄品を、セルフサービス（顧客が自分で商
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品をカゴに入れる）で販売する大型小売店をいいます。  

・総合スーパーへ  

 1950 年代のアメリカでは最寄品のナショナルブランドを安く売

る店として GMS（ゼネラル・マーチャンダイング・ストア）がチ

ャンピオンの座へ昇りつめていきました。  

この頃日本では若き商業人たちがペガサスクラブと称して研究

会を作り、日本での新しい小売業態を考えていました。彼らは 1 ド

ル 360 円の時代のアメリカに渡り、GMS を見て、これに生鮮食品

やアパレル、さらには家電などの専門品を加えた業態として、総合

スーパーを開発しました。こうして生活に必要なものがすべて低

価格で手に入る地域密着型の大型店を日本に根付かせました。こ

れがダイエー、イトーヨーカ堂（今のセブン&アイグループ）、ジ

ャスコ（今のイオングループ）、西友といった店舗です。  

この業態はスーパーマーケットの一種（先ほどの定義を満たし
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ているので）でもあるということで、総合スーパーと命名されまし

た（GMS とよんでいる人もいますが）。一方スーパーマーケット

は、日本ではこれと区別して食品スーパーとよばれるようになり

ました。  

総合スーパーは快進撃を続け、一気にチャンピオンの座に昇り

つめます。  

 

②総合スーパーの戦略と IT 

総合スーパーは百貨店とは異なり IT を取り入れています。そし

てそれはアメリカの IT のコピーではなく独自のものでした。  

 次の 2 つがその柱です。  

（ⅰ）安く買う  

 「安く買う」ために大量仕入、大量販売を目指し（このようなタ

イプの店舗を総称して量販店といいます）、日本で初めてチェーン
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ストアを展開します。チェーンストアの最大の特徴は店舗の他に

「本部」という組織をもつことです。本部は各店舗（個店）ごとの

利益ではなく、チェーンストア全体を考えて統制します。総合スー

パーはこの本部を使った「セントラル・バイイング」と「個店配送」

という離れ業を展開します。  

479 ページで述べたように、日本的流通構造では建値とリベート

がセットでした。このリベートが主に「半年や 1 年間でトータル

何個買ったか」に依存しており、「どこに運ぶか」には関係ないこ

とに目をつけました。そこで本部で大量の発注を行い（セントラ

ル・バイイング）、大量のリベートを受け取り、それを個店に配送

してもらうこととしました。そして受け取ったリベートを原資と

して商品を思い切ってディスカウントしていきました。  

このセントラル・バイイングに不可欠なものが EOS でした。流

通業の EOS はこうして生まれました。  
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（ⅱ）ローコスト・オペレーション  

 2 つ目は店舗での人件費のダウンです。人件費は「時間×時給」

です。時間の削減には百貨店のようにフロアに従業員を立たせず、

セルフサービスとしました。時給の削減には、あらゆる仕事に低コ

ストである主婦のパート労働を導入していきました。このパート

労働化には仕事の標準化、マニュアル化が必要になりました。この

仕事の標準化によって、スムーズにコンピュータが導入されてい

きました。特にピーク時に大勢のキャッシャーを必要とするレジ

に POS システムを一早く導入しました。  

 総合スーパーは 679 ページで述べた大店法のために、その出店

を規制され、急速に力を失っていきます。特に都市部では百貨店が

総合スーパー化（地下に生鮮売場を作る。後にこれがデパ地下とよ

ばれるようになる）し、一方総合スーパーは出店規制により大量仕

入を今ひとつ拡大できず、擬似百貨店といわれ、その特徴を失って
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いきました。  

 

（ 3）コンビニエンスストアの IT 

総合スーパーが大店法という壁にぶつかる中で、中小小売店を

対象としたフランチャイズシステムを使ってコンビニンスストア

を展開するというアイデアで、セブン -イレブン・ジャパンは日本

の小売業のチャンピオンに昇りつめます。さらに同様のシステム

でローソン、ファミリーマート、サークル K、ミニストップなどが

追走していきます。  

コンビニもやはりアメリカに原型があります。ただアメリカで

はコンビニが衰退して行ったのに、日本では未だ隆盛をきわめて

います。日本型コンビニは次の 2 つのビジネスモデルを組み合わ

せたものであり、それを支えたものは IT です。  
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①フランチャイズチェーン  

 総合スーパーが展開した出店方法をレギュラーチェーンまたは

直営店舗展開といいます。レギュラーチェーンの台頭でダメージ

を受けたのは顧客を奪われた一般中小小売店だけでなく、その店

舗を顧客としていた卸売業の経営をも苦しめました。そこでレギ

ュラーチェーンの対抗策として、卸売業が本部機能を取引先の中

小小売業にボランティアで提供するというボランタリーチェーン

が生まれました。  

レギュラーチェーンの台頭で中小小売業が消滅していくことを

危惧していた中小企業庁がこれに賛同し、中小小売商業振興法（中

小小売業を守る法律）により、ボランタリーチェーンは国のさまざ

まな支援を受けることとなります。しかしボランタリーチェーン

の成功例は少ないといえます。それは卸売業がボランタリーチェ

ーンの本部として、「お客様」である小売業をコントロールできず、
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規模の利益が受けられないことです。チェーン全体として利益を

上げる策であっても、どこかの個店の利益が落ちる時はその策を

強行できません。  

 そしてフランチャイズチェーンが誕生します。これは本部機能

のみをそのビジネスとして行うものです。全体利益の追求を、個店

との間で「契約」という形で実行していくものです。例えばある店

の売上が好調の時、その店の目の前にもう１店同一フランチャイ

ズチェーンの店を、仮にその既存店の売上が落ちても出店できる

ということです。（したがってコンビニは新しい店をどんどん出す

と既存店の売上が落ちるという現象を示していきます。）  

フランチャイズチェーンでは店舗より本部の力が強いので、レ

ギュラーチェーンが得た規模の利益を享受できます。そのため中

小小売商業振興法ではボランタリーチェーンを「連鎖化事業」とし

て「支援」しているのに対して、フランチャイズチェーンは「特定
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連鎖化事業」として本部事業者に対して「規制」を行っています。

例えば契約は本来は文書などを必要とせず、双方の合意で OK で

すが、フランチャイズチェーンでは契約の前に、本部が文書でその

条件を提示することを義務づけています。  

 フランチャイズチェーンは以下のように定義されます。  

フランチャイザー⇒本部機能を提供する企業。ザーと略す。 

フランチャイジー⇒事業を実際に行う企業。店舗の場合は加

盟店ということが多い。ジーと略す。  

フランチャイズシステム⇒ 1 つのザーと複数のジーが 1 対１

契約を結ぶ。ザーはジーに対し店名などを含め、一切の事業

ノウハウを提供する。ジーはザーに対し、ロイヤリティ（ザ

ーのサービスへの使用料）を支払う。  

フランチャイズ契約はザーとジーの 1 対 1 ですので、ジーとジ

ーの間は無関係（というよりも競合に近い）といえます。  

定義
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②コンビニエンスストアという業態  

 店舗面積 100 ㎡（30 坪）程度の一般小売業が、フランチャイズ

システムによってコンビニエンスストアへと変身しました。この

サイズの店舗に陳列している商品アイテム数は 300～ 500 くらい

が普通です。一方コンビニでは同サイズで 3000 アイテムを超えて

います。この理由を考えてみましょう。  

 ある店である商品が 1 日 1 個ずつ売れているとします。この店

がこの商品を 1 週間に 1 回仕入れていれば、 1 回に 7 個買い、そ

の 7 個を店に置く必要があります。これを毎日の仕入とすれば 1

個置くだけで済み、その空いたスペースに別アイテムの商品を置

くことができます。これで 7 倍のアイテム数の商品を置くことが

できます。弁当などをさらに 1 日 3 回の仕入とすれば 300 アイテ

ムの店舗から 3000 アイテムの店舗へと変身します。これがコンビ

ニエンスストアという業態です。  
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しかし 300 アイテムを 1 週間に 1 回仕入れている時代は、 1 日

50 アイテム程度発注すればよかったのですが、これを 1 日 1 回の

仕入にすると、なんと 1 日 3000 アイテムを発注しなければなりま

せん。これを可能にしたのが EOS です。コンビニにとって EOS

はまさに命綱といえます。  

コンビニとして、EOS とともに解決しなくてはならないのが、

1 日 3000 アイテムという小口の発注を行うことによる物流の多頻

度小口化です。これを実現すべく次のようなシステムを考えてい

ます。  

・ドミナント方式  一定地域に集中して出店すること（こうすれ

ば物流が楽になる）。これによって商圏が他店とカニバリ（共食い）

を起こしても、物流の効率化を優先する。  

・JIT 配送  コンビニではぎりぎりの在庫なので、ジャストインタ

イムの配送を実現しないと品切れが起きてしまう。これは自動車
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業界に見られるカンバンシステム（「生産」参照）とよく似ている

のでカンバン配送ともいう。  

・窓口ベンダー制  できるだけ仕入先を絞り込まないと、店がト

ラックだらけになってしまう。この絞り込んだ仕入先を窓口ベン

ダーという。（「届ける」機能が強いのでベンダーという。）  

③ POS システム  

 コンビニにおいて、もっとも目につくのは POS システムです。

コンビニでの POS システムは通常のチェックアウトの合理化、

POS データ分析の他に次のような意味を持っています。  

（ⅰ）仕入れのために  

 先ほどの「 1 日 1 個売れる」ということを正確に分析するために

使われます（ 1 日 2 個と間違えれば、取扱アイテム数は半分となり

ます）。この日販数がコンビニの原点といえます。  

またコンビニでは「死に筋」（売れていない商品。これに対し売
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れているものを「売れ筋」という）を早めにカットする必要があり

ます。この死に筋をカットした後には「他の店では売れているの

に、この店では売っていない」という本部推奨品を POS データで

出し、商品入れ替えの候補とします。  

（ⅱ）チームマーチャンダイジング  

 コンビニにとってフランチャイズに入ってもらうために、ライ

バルのコンビニが扱えない商品であるストアブランドを持つこと

は大きな意味を持っています。そこでこれを作るためにメーカー

などを巻き込んで、オリジナル商品の企画にも参加（というよりも

リード）しています。これをチームマーチャンダイジングといいま

す。  

ここでコンビニ側の強力な武器（メーカーに「一緒にやろう」と

いう気持を持たせ、かつ最終的な決定権をコンビニ側が持つこと

ができる）となるのが POS データです。  



Lesson5流通 セッション 4：流通と IT 

840 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 63：EC 

 流通の IT 化にも当然のようにインターネットの波は来ます。  

インターネットを使った取引は EC(Electronic Commerce、 e－

コマース、電子商取引 )とよばれます。 EC は BtoB(Business to 

Business 企業と企業の取引 )と BtoC(Business to Consumer 企業

と消費者の取引 )に分けられます。そしてこの EC はインターネッ

トをベースとしているので、従来の IT 化とは異なりグローバルな

形で進化します。そして発祥の地はこれまで同様にアメリカです。 

ここでは EC の発展を追いかけてみましょう。  

 

 

１． BtoB 

（ 1） EOS の普及  
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 アメリカ流通業のネットワーク化は EOS（Electronic Ordering 

System）から始まり、インターネットなき時代にほとんどすべて

の流通業に普及しました。この時代の日本では電話･ファックスな

どの注文が残っているのに対し、アメリカではほぼ 100%の普及と

なりました。その違いは以下のような点にあります。  

・標準化への意識  

 アメリカの流通業は作業オペレーションの標準化に対する意識

が高い。標準化とは、電話･ファックス･EOS という取引スタイル

を併存させず、択一するものであり、その答えは無論 EOS となり

ます。当時の日本のように電話 20%、ファックス 40%、EOS40%

という事はありえません。  

･コンピュータ化への抵抗感  

 日本の場合、学生は早い時期に理系、文系に分けられ、文系には

IT への抵抗感が強い。そして流通業へ就職するのはほとんどが文
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系の人です。  

 アメリカの場合エンジニアを除けば、その識別はあいまいであ

り、もともと IT 活用を理系分野ととらえていません。さらに、IT

エンジニアは日本のように IT 業界だけに就職するのではなく、流

通業を含めた一般企業へ就職し、ネットワークエンジニアとして

活躍します。まさに IT が企業のインフラであり、その適用に抵抗

感が全くありません。  

・時差  

 国内の時差があることも大きな影響を与えています。西海岸で

夕方 5 時でも、東海岸では夜 8 時です。そのため受注締切りをシ

ステマチックにする必要があり、自ずとコンピュータ処理が必要

となります。  
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（ 2） EDI 

 アメリカではさらに EOS によって作られたネットワークインフ

ラを活用して、受発注以外の様々な情報が企業間でやりとりされ

るようになっていきます。これが EDI です。納品・請求・支払い

など従来書面で行なっていたもの、さらには在庫・新製品情報など

もネットワークでやり取りされるようになり、ペーパーレスの時

代を迎えます。  

 EDI は従来取引の合理化だけでなく、様々な取引スタイルを生

んでいきますが、その代表例がこれまで述べた SCM という EDI

をベースとしたものです。これは同じ EDI を使うもの同士が経営

上もアライアンスを組んだり、そもそも EDI を使うこと自体がア

ライアンス目的であったりするものです。EDI が新しい戦略を生

んだといえます。  

 一方、日本はやや異なる形でした。この EDI は日本的流通構造
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の中で常時取引を行っている卸売業、小売業、メーカーの間でメー

カー中心に作られていきました。しかし小売業がその力を強め、日

本的流通構造が徐々に崩れ、メーカー、卸、小売が業界ぐるみ、地

域ぐるみで作るようになり、業界 VAN、地域流通 VAN などといわ

れるようになりました。ただこの EDI は EOS という「取引」ベー

スから抜け出せないものでした。  

 

（ 3） BtoB へ  

 EDI のネットワークインフラにインターネットが用いられるよ

うになり、時差はややあったが日米ともに BtoB へと進化していま

す。  

 従来の EDI はメーカー⇔卸⇔小売という垂直的構造を前提とし

て構築されてきました。しかしインターネットを前提とした BtoB

は、メーカー・卸間、卸・小売間のやりとりだけでなく、メーカー
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と消費者、メーカーと小売などあらゆる情報交換が可能となりま

す。EDI は電話・ファックスで行なわれていた取引を電子化する

という意味であったのに対し、BtoB は過去の取引スタイルにとら

われず、新しい自由な取引、情報交換を可能にするものといえま

す。  

 また従来の EDI は、各企業で作られた情報システムをネットワ

ークによってつなぐという形で誕生したものです。しかし、各企業

の情報システムはそれぞれ別のルールで作られており「つなぐ」こ

とが難しい。 100 社あれば 100 通りのルールがあり、 ISO（1008

ページ）などで統一しようとしても、どうしても大企業の力で (つ

まり大企業の都合のいい形で )ルールが決まってしまいます。その

ため大企業の元にネットワークをベースとした流通系列化が図ら

れていくことになります。  

 仮に統一ができたとしても、食品業界、衣料業界、家電業界とい
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った業界単位であり、業界同士をつなぐのは難しい。流通の下流に

あたる小売が品揃えの幅を広げていく中で、業界 EDI は限界に近

づきつつあったといえます。  

 これを解消したのがインターネットであり、インターネットが

共通ルールとなりました。逆に個別企業の情報システムをインタ

ーネットルールに合わせて変えなくてはなりませんが、何分の 1、

何十分の 1 のコストで可能であり、BtoB が一気に普及していきま

した。  

 

２ .BtoC 

（ 1）ピュアプレイヤー  

BtoC は BtoB のように EDI といった既存システムをベースに

したものではありません。電話、テレビなどの通信販売、テレビシ

ョッピングなどをより合理化していくというものではなく、全く
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新しい発想といえます。  

BtoC はインターネットでのビジネスだけを行うピュアプレイ

ヤーとよばれるイノベーターたちが作り上げたものです。  

ピュアプレイヤーとして華々しく登場したのは、インターネッ

ト書籍販売のアマゾン・ドットコムです。アマゾン・ドットコムは、

ヘッジファンドから転身した書籍を全く知らない、そして流通ビ

ジネスとは関わりのない 35 歳の青年ジェフ・ベゾスによって 1994

年に創業され ,1995 年 7 月そのサービスを開始しました。  

 彼が書籍を選んだのは、商品数が膨大であり、そのうえ店舗在庫

コストがかかるため、巨大書店でも 1 店舗では書籍すべての在庫

が不可能なことにありました。これを逆手にとって、アマゾンは、

サービス当初から 100 万タイトルを超える書籍を収録し（最大書

店でも 20 万タイトル程度）、これをネット上で最大 4 割引すると

いうディスカウント商法を始めました。いわゆるサーチ＆バイ（大
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量の商品からシステムの検索機能を使って商品を見つけ販売する）

というビジネスモデルです。  

 そしてその狙いはものの見事に的中し、アマゾン・ドットコムは

倍々ゲームで売上を伸ばしました。これがドットコムブームの火

付け役となり、CD 販売の CD ナウ、玩具販売の e トイズなど数多

くのサーチ＆バイ型ピュアプレイヤーが誕生しました。そしてこ

れらのピュアプレイヤーを、アマゾンが品数を広げるという形で

飲み込んでいき、アマゾンの一人勝ちとなっていきました。つまり

アマゾンは巨大ショッピングセンターとなって行ったのです。  

 一方日本は、アマゾン上陸前から楽天が BtoC のショッピングモ

ールを展開しており、この 2 社がぶつかっていくことになります。  
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３ .オムニチャネル  

 アマゾンは BtoC のピュアプレイヤーだけではなく、アメリカを

制覇した巨大小売業にも戦いを挑んでいきます。その代表が世界

一の小売業ウォルマートです。これら巨大店舗はブリック＆モル

タル（レンガとセメントという意味）とよばれていましたが、彼ら

はクリック＆モルタル（クリックつまりネットワークとモルタル

という店舗販売を併存すること）へ変身していきます。  

 日本ではこの動きをオムニチャネルと表現しています。つまり

店舗とネット販売を融合させることです。日本の小売業のチャン

ピオンとなったセブン＆アイ、イオンがこれに向かって進んでい

きます。ただそのスピードは今ひとつであり、EC はアマゾン、楽

天といったピュアプレイヤーに、店舗販売の売上を切り崩されて

いるのが現状です。  

 消費者から見るとオムニチャネルは店舗購買とネット購買とい
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う選択肢をもたらすだけでなく、この 2 つの購買を組み合わせる

こともできるようになります。ここにはショールーミングとウェ

ブルーミングという購買スタイルを生みました。ショールーミン

グとは大型専門店などで現物の商品を見て、試用したり、店頭説明

などを受け、そのうえでネットの EC サイトで価格比較をしても

っとも安い所から買うというものです。ウェブルーミングとは逆

に EC サイトでさまざまな商品を検索して欲しいものを見つけた

ら、実店舗へ行って実物を見て購買するというものです。
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テーマ 64：小売業態の現状  

流通業ではビジネスモデルのことを業態と表現します。小売業

は消費者と接する所であり、商品と買い手の出会いの場です。その

ためさまざまな業態がこれまで開発され、戦ってきました。この現

在の戦況を見てみましょう。  

 

１．最寄品中心の業態  

（ 1）コンビニエンスストア   

 ワンストップショッピング、 24 時間営業、ドミナント出店によ

る物流合理化、そして住居に近いという点で、最寄品業界で圧勝し

た業界ですが、飽和状態、さらにはオーバーストア状態（店が多す

ぎる）で完全な成熟期に入っています。コンビニ全店売上が 10 兆

円強、店舗数が 5 万店強で頭を打っている感じです。成熟マーケ
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ット故に弱者の淘汰が M&A で進み、セブン -イレブン（出店数 2

万店強）、ファミリーマート（ 1 万 6 千店強）、ローソン（ 1 万 4 千

店強）の 3 強がほとんどを占めています。トップのセブンは国内

から海外出店をその戦略としています。  

 このオーバーストアに加えて、働き方改革に端を発した 24 時間

営業への批判、EC への乗り遅れ、物流業者の EC へのシフトとい

った面で成熟期の後半に来ている感があります。  

 

（ 2）総合スーパー＆食品スーパー  

 かつての日本での小売チャンピオンだった総合スーパーは、完

全な衰退期に入っています。かつてリーダーであったダイエーが

業績悪化でイオングループに入ったのがその象徴的なものでした。 

イオンは総合スーパーのジャスコをベースとして他の総合スー

パー、食品スーパーを吸収していく形でイオングループとなりま
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した。総合スーパーと食品スーパー（生鮮品以外の品揃えを増やし

ているので、この 2 つの識別は難しくなっている）で売上の 7 割

近くありますが、むしろ力を感じるのは次のドラッグストア（M&A

でどんどん拡大している）といえます。  

 食品スーパー専業は、地域密着型スーパーがその地域ごとにア

ライアンスする動きが活発です。このアライアンスによって 2 つ

のことを狙っています。1 つはプロセスセンターです。食品スーパ

ーでは食品加工を店舗でやることが一般的でしたが、生鮮、デリカ

（惣菜、弁当、サンドイッチ）をこのセンターで作るように考えて

います。もう 1 つは食の SPA（858 ページ）です。つまり食品を

小売業自身で作っていくものです。  

 

（ 3）ドラッグストア  

 成熟期のコンビニ、衰退期の総合スーパーと異なり、成長期にあ
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る業態がドラッグストアです。  

ドラッグストアはアメリカで生まれた業態であり、調剤薬（病院

で出された処方箋に基づいて薬を作成）という規制の強烈なカテ

ゴリーをベースとするものです。アメリカではこのドラッグスト

アが拡大、成長し、日用雑貨、加工食品へと品揃えの間口を広げて

いき、スーパードラッグストアとよばれるようになりましたが、今

ではこれをドラッグストアとよんでいます。ドラッグストアは

CVS、ウォルグリーンという 2 つのチェーンに集約されていきま

した。その後、このドラッグストアの成長を見て食品スーパー、ウ

ォルマートなどのディスカウントストアも調剤薬局を持つように

なり、品揃え、そして体力の差で苦戦を強いられるようになりまし

た。  

 

 一方、日本ではマツモトキヨシがスーパードラッグストアの走



Lesson5流通 セッション 5：流通業態 

856 
© 2020 MC システム研究所 

 

りであり、薬という薬事法に守られたカテゴリーキラー（強いカテ

ゴリーのこと）をベースとして急成長していきました。  

日本ではその後 2 つの波が起きます。1 つは規制緩和による薬

事法の改定です。2004 年からはコンビニ、スーパーなどで一部の

大衆薬が扱えるようになり、2009 年には薬剤師がいなくても登録

販売者（薬剤師よりも資格取得は容易）がいれば、多くの大衆薬が

販売できるようになりました。  

もう 1 つは健康ブームです。ここで予防薬としてのサプリメン

トが 1 つの地位を確立したことです。  

この波を受けてドラッグストア業界はボーダレスの戦いとなっ

ています。台風の目はイオンが地域ドラッグストアをチェーン化

したウエルシアグループであり、現在売上高ではトップです。これ

を追う形でツルハ、コスモス薬品、サンドラッグ、マツモトキヨシ、

スギ、ココカラファインなどのドラッグストアチェーンが乱立し
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ています。さらにはマツモトキヨシとココカラファインが経営統

合を発表し、売上が 1 兆円（ウェルシアは 6000 億円台）を超えて

一躍 NO.1 のシェアとなります。  

 

２ .買回品専門品の業態  

（ 1）百貨店  

 かつてのチャンピオン業態も完全な衰退期を迎えています。こ

れに 2020 年のコロナショックによる営業自粛が拍車をかけます。 

 百貨店はこの 20 年間で合併、経営統合をくり返して 5 グループ

に分かれています。2019 年度の売上が大きい順に、三越伊勢丹グ

ループ、 J.フロントリテイリング（大丸、松坂屋、パルコ）、高島

屋、そごう・西武（セブン＆アイグループ）、エイチ・ツー・オー

リテイリング（阪急、阪神）です。いずれも閉店や業態転換（賃貸

のようなスタイル）を図っています。  
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（ 2）専門店  

 幅が狭く奥行きが深いタイプの業態を専門店とよんでいますが、

これにはさまざまなタイプがあります。代表的なものは次の 3 つ

です。  

① SPA 

 SPA とは Specialty store retailer of Private Apparel の略で、

アメリカのアパレル業界の GAP の会長が命名したものです。従来

アパレル（衣料）業界はメーカーによって「企画」「生産」された

商品を、小売業が「仕入」「販売」することが一般的でした。これ

に対し SPA は素材調達、企画、開発、製造、販売、在庫管理、店

舗企画などすべての工程を一貫して手掛け、顧客の要求に効果的

に応えています。つまりメーカー 1 社で SCM を形成するものです。

日本にはさまざまな店舗がありますが、ユニクロ、GU を展開する

ファーストリテイリングが他を寄せ付けない強さで独走している
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状態です。  

②家電量販店  

 多くの家電の品質が安定化し、消費者の価格志向が高まってい

く中で誕生した量販店です。この家電量販店は多くが大型化、多店

舗展開、スマホなどさまざまなものを扱うようになり幅を広げて

います。ここにスマホによって完全に衰退期を迎えたカメラの量

販店がボーダレスとなって入ってきます。ヤマダ電機、エディオ

ン、ヨドバシカメラ、ケーズデンキ、ビッグカメラなど群雄割拠の

状態です。  

③ホームセンター  

 ホームセンターは DIY（Do It Yourself：家庭の設備などを自分

で修理、改造すること）系の商品を中心に、自動車部品、生活雑貨

などを幅広く扱う大型店舗です。日本では 1970 年代に登場しまし

たが、近年は成熟化し、M&A が活発になっています。 2019 年度
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の売上高の多い順に DCM（カーマ、ダイキ、ホーマックが経営統

合）、カインズ、コメリなどがあります。  

 

（ 3）ディスカウントストア（ DS）  

 DS は「低価格で大型店」という意味で使っており、これまでさ

まざまな業態が生まれました。既存の業態に、「価格」を武器に同

一の品揃えとしてチャレンジするものがほとんどです。かつての

総合スーパー、SPA、ホームセンターといったものも、登場した時

は DS といえます。しかし彼らはこの「安さ」にもう 1 つ付加価値

（他には売っていない商品など）を加えることで新しい業態とな

って行きます。また世界一の小売業ウォルマートなどもこの典型

と言えます。  

逆に言えばその付加価値がはっきりしないものが DS という形

で残っていくといえます。その NO.1 は何と言ってもドンキホー
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テであり、大型店舗で幅広い品揃え（何でも揃うというよりも何が

置いてあるかさえよくわからない）と低価格で躍進しています。そ

して 2019 年には総合スーパーのユニーを買収し、グループ売上高

1 兆円突破が目の前となっています。  

 

３ .EC 

 848 ページで述べたように、日本の EC はアマゾンと楽天の 2 社

で成長期にも関わらず寡占状態となっています。ただヤフー（ Z ホ

ールディングス）がアスクル（文房具などの EC）、そして ZOZO

（ファッション系 EC）を買収して追撃しています。特に EC 販売

率の高い商品は、事務用品（ 40％程度）、家電・AV・パソコン（ 30％

弱）、書籍・映像ソフト（ 30％弱）です。  
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テーマ 65：卸売業  

卸売業はメーカー（商品ブランドを持つ）と小売業（店舗を持つ）

の間に位置しており、一般の人たちからはあまり見えない業態で

す。  

ここではこの卸売業という業態について整理してみましょう。  

 

１．卸売業の機能と分類  

（ 1）卸売業の機能  

 卸売業には次のような機能（「流通における役割」とも考えられ

る）があります。  

①商流機能  

 卸売業の原型は「問屋」という業態にあります。問屋とは商法で

「自らの名で他人のために物品の販売や買い入れをすることを業
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とする者」と定義されています。つまりメーカーに代わって小売業

へ売ったり、小売業に代わってメーカーから仕入れたりするもの

です。まさに商流に特化した業態といえます。  

卸売業の商流の主な機能は、マーチャンダイジング（流通全体と

して消費者への品揃えを考える）、取引（メーカーと小売業との取

引を仲介）、販売促進（セールス活動など）、情報機能（情報の収集・

分散）などです。しかしチェーン本部の登場でマーチャンダイジン

グ機能が、EOS や EDI、そして EC で取引機能などが次々と卸売

業の手から失われていきました。  

現代の卸売業の商流機能はメーカープロモーション（特定メー

カーの商品を何とか売る）とリテールサポート（力の弱い小売業の

機能を支援する）の 2 つに集約されつつあります。原点である問

屋への回帰ともいえます。  
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②物流機能  

 商流機能が失われていく中で、物流機能がクローズアップされ

ています。そのテーマは流通全体としての物流ネットワークの設

計であり、クロスドッキング機能の分担であり、物流コストによる

ネットワークのコントロールです。しかし物流に特化していくと、

3PL（797 ページ）を目指す専門物流業者とのボーダレスな戦いを

強いられることになります。  

③金融機能  

 主に中小小売業などへの融資や立替金融などを行うものです。

成長が著しく発展のために資金を求めている小売業は、銀行など

本来の金融業から借入れを受けたり、上場して証券市場から資金

を得ます。残るのは資金繰りが苦しいタイプの小売業といえます。 
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（ 2）流通システムによる分類  

 卸売業はその流通システムによって次のように分類されます。  

①特約店  

 特定メーカーと特別な契約を結んだ卸売業のことです。加工食

品、日用雑貨など規格化され、大量生産されるナショナルブランド

品に見られるタイプです。多くの小売店と多くの卸売業があり、有

力メーカーは各地の卸売業を特約店として組織し、彼らに各地域

での販売を任せます。メーカーは特約店に商品を販売し、特約店は

小売店への販売と物流を担当します。特約店には多くのメーカー

と特約を結んでいるケースと、実質的には 1 社の商品のみを扱っ

ているケースがあります。（後者がさらに進むと次の系列販売とな

ります。）特約店ではメーカーの建値制がとられてきました。  

②系列販売  

 特約店型のメーカー主導がさらに強まり、メーカーが卸売業、さ
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らには小売業に対して、自社品の専属化を行うものです。商品を消

費者が慎重に選ぶため、商品の販売にあたって専門的な知識や技

術を要する場合に多く、化粧品、自動車、家電品などに見られます。 

③販売代理店  

 チャネルを作ることのできないメーカーのために、卸売業が小

売業などのチャネルを構築するものです。メーカーが外国企業や

中小企業で、卸売業が総合商社、有力問屋、輸入専門商社という形

が多い。  

④コンバーター  

 製造問屋ともいわれるもので、卸売業が製品を企画・設計し、中

小メーカーに作らせて自社ブランドなどで販売するという形をと

るものです。アパレル、玩具業界などに伝統的に見られ、卸売業と

いうよりもファブレスメーカー（生産しないメーカー）ともいえま

す。販売先は百貨店、総合スーパー、専門店などで、顧客からの受
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注で生産を行い、派遣店員を出すことも多いタイプです。858 ペー

ジの SPA もこの一種と見ることもできます。  

 

（ 3）機能による分類  

 （1）で述べた機能でも分類することができます。  

①総合機能卸売業  

 （1）の機能すべてを持っているものをいい、従来の卸売業は漠

然とこのスタイルをとってきました。しかし先ほど述べたように

その機能は次々と失われ、ある機能に特化したユニークな卸にな

って行くこと（これを何を売るかという業種から、どう売るかとい

う業態を考えるという意味で業態化という）を模索しています。例

えば以下のようなものです。  

②サービスマーチャンダイザー  

 サービスマーチャンダイザーは食品スーパーなどで、非食品を
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納入する卸売業から生まれてきたものです。これは売場を一括し

て引き受け、 ISM を含むすべての店舗オペレーションをリテール

サポートとして提供する卸売業です。棚ごと引き受け、そこでの在

庫リスクを負うと、ラックジョバーともいわれます。このタイプに

おいては、小売店舗に置く在庫量（つまり需要予測）をメーカー、

卸売業、小売業の 3 者が共同で（卸売業が中間で商流でも中核と

し て ） 考 え て い く こ と が 多 い 。 こ れ を CPFR （ Collaborative 

Planning Forecasting and Replenishment）といいます。 794 ペ

ージで述べた CRP の問題点（メーカーが連続補充するので卸売業、

小売業の意向が需要予測に反映されない）の解決策として注目さ

れています。  

③ボランタリーホールセラー  

 833 ページで述べたボランタリーチェーンを主宰し、中小小売

業の本部兼納入業者となるものです。  
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④キャッシュ＆キャリー型卸売業（現金持ち帰り問屋）  

 物流機能、金融機能を放棄し、小売業自らが卸売業の店頭に行

き、自分で持ち帰る方式です。多頻度小口が進む中、そのメリット

を得られる小売業が、物流コストを負担するという意味で注目さ

れている業態です。これがコストコのようなホールセールクラブ

（会員制の大型 DS）という小売業を生みました。  

⑤配送特化型卸売業  

 838 ページで述べたように、コンビニなどへの多頻度小口配送

に特化した卸売業をベンダーといいます。小売業のニーズに応え

るものとしてやはり注目されています。このほか商品をトラック

などに積み、小売店をルートサービスし、店頭の在庫をチェック

し、その場で補充していく車積み巡回問屋というものもあります。 

⑥情報武装型卸売業  

 商品や技術に関する情報の収集・加工・提供に特化するものや、
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独自の情報ネットワークでメーカーと小売の間の情報共有などに

特化していくものです。インターネット、さらには IoT の普及で

業態としての存在価値が失われつつあります。  

⑦卸商業団地  

 卸売業が一箇所に集まり、共同物流を中心として共同商品管理、

共同情報化を推進していくものです。国、自治体主導で進められま

した。  

 

（ 4）その他の分類   

①段階による分類  

 卸売業が垂直的につながっている場合、メーカーに近い方から

一次卸、二次卸、三次卸または元卸、中間卸、最終卸といいます。  

②立地による分類  

 産地卸（商品の産地に立地し、零細な生産者からの集荷を行う）、
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集積地卸（物流の拠点に立地）、消費地卸（小売業などが集積する

所に立地）などに分けることができます。  

 

２．これからの卸売業  

卸売業は小売業とは異なり、チャンピン業態があるわけではな

く、業界内のメーカー、小売業との力関係でその業態が決まってき

ました。言ってみれば、経営環境に合わせていくことがすべてとい

ってもよいくらいでした。そしてここに来て経営環境はメーカー

の流通構造支配からの撤退、大手小売チェーン本部による卸機能

への進出（もっといえば自分たちがやってもメリットのない卸機

能だけを卸売業に求める）というはっきりとした傾向が現れてき

ました。  

現代の卸売業には主体的な戦略立案が求められています。まだ

その答えは出ていませんが、ここではその道を探ってみましょう。
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日本よりもかなり前に、同様の経営環境に直面したアメリカ卸売

業との対比で考えてみましょう。  

（ 1）大型化  

 アメリカの卸売業は経営環境の激変により、過去何回かその変

革を実施してきました。最初の経営環境の変化は 19 世紀末から 20

世紀初めにメーカーが変身した時です。メーカーは家内制手工業

から次々と機械化を進め、｢工場｣として大型化して行きました。当

時中小メーカーから商品を集約することが大きな機能であった卸

売業はピンチを迎えます。  

この時アメリカの卸売業は M&A によって自らも大型化し、業

界を越えて大手メーカーから商品を集約する総合卸売業 (機能が

フルサービスなのではなく、品揃えを広げたもの )へと進んでいき

ました。  

一方日本ではメーカーの大型化は進むのですが、 865 ページで
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述べたようにメーカーが流通の系列化を進め、むしろ卸売業を保

護する戦略をとったため卸売業の大型化は進みませんでした。  

しかしこれまで述べてきたように、バブル崩壊後、この保護が失

われ、アメリカ同様の環境となりました。これを受け日本の卸売業

も一気に M&A がくり返され、遂に売上が 1 兆円を超える卸売業

を生みました。  

 

（ 2）組織化  

 1910 年代に訪れた世界不況を機に、スーパーマーケットがアメ

リカに誕生します。彼らのとる戦略であるチェーンストアにより

本部が生まれ、これが卸売業の機能を浸食します。そして卸売業の

主力顧客であった中小小売業の経営を圧迫します。  

この時、変革を起こしたのがボランタリーチェーンです。卸売業

が中小小売店を組織化して自らが本部となり、レギュラーチェー
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ンに対抗するものです。こうしてボランタリー・ホールセラーが誕

生しました。  

 日本でも総合スーパーが生まれた 1970 年代に同じ状況を迎え

ようとしたのですが、何度も述べたように大店法によりこの動き

は止まってしまいます。そしてやはりバブル崩壊後に大店法廃止、

大型店の出店ラッシュといった形で、アメリカと同様の経営環境

を迎えます。しかしボランタリー・ホールセラーによるジャパニー

ズドリームはまだ生まれませんでした（目指している企業はあり

ますが）。  

 

（ 3）情報化  

 アメリカでは 1950 年代に入ってショッピングセンターブーム

を生みます。ショッピングセンターは小売業を集約するものであ

り、卸売業の流通機能の一部を不要とするものです。見方を変えれ
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ばショッピングセンター自身が一部卸売機能を持つものといえ、

ディベロッパーは卸売業を通さないメーカーとの直取引や、卸の

サービス価格のディスカウントを要求します (この分がショッピ

ングセンターの賃料の一部ともいえます )。  

 この時アメリカの卸売業は当時登場したばかりのコンピュータ

を用いて商流・物流の合理化を図り、これに対応しました。そして

次第にコンピュータシステムの中で生まれた流通情報をメーカー

や小売業に提供していくことを考え始めます。  

 日本では大店法により大型ショッピングセンターが生まれてこ

なかったこと、流通業のリーダーである百貨店の情報化が遅れた

ことから、卸売業の情報化は進みませんでした。これも 30 年前の

バブル崩壊後にやっと情報武装型卸売業というキーワードが見え

てきました。  
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（ 4）業態開発  

 アメリカでは 1990 年代に入ってウォルマートを筆頭とするデ

ィスカウンターが勝ち組となり、彼らは卸機能を本部ですべて代

替できるパワーを持っていました。  

 この時アメリカの卸売業は業態開発という変革を起こします。

すでにあったボランタリー・ホールセラー、情報武装型卸売業のパ

ワーアップに加えて、上流の生産へ進出するコンバーター、物流に

特化するベンダー、リテールサポートに特化してそれを有料とす

るコンサルティングファーム型卸売業などさまざまな業態を開発

していきます。  

 

（ 5）これからの日本の卸売業  

 アメリカで 100 年に渡って起こった 4 回分の卸売業の危機が、

日本ではこれらの波が重なり合うようにして起きています。すな
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わちメーカーと小売業の直取引、流通段階の削減、大手チェーン本

部の卸機能の代行という巨大な波です。  

 現代の日本の卸売業のキーワードは、先ほどのアメリカの 4 つ

のキーワードといえます。  

①大型化  

 巨大メーカーと巨大化した小売業の中間にある卸売業も巨大化

が求められ、M&A をくり返しています。これには 2 つの方向があ

ります。 1 つはいわゆる「縦」方向であり、取引先であった 2 次

卸、地域卸の買収です。もう 1 つは「横」方向であり、大型小売店

の品揃えが幅広くなっていく中で、食品、雑貨、飲料、酒類といっ

た業界を超えた異業種卸売業の買収・合併がくり返されています。

つまり商社化です。  

②業態開発、組織化  

 日本の卸売業は大きく 3 つの業態に分かれようとしています。  
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1 つは従来のようにメーカーの販売部門的な役割を担っていく

ものです。従来の特約店よりももっと強くメーカーとアライアン

スして、生き残っていくというものです。この場合メーカーから見

て「販社」などといわれます。  

2 つ目が顧客である小売業に着目するものです。リテールサポー

トを主力商品として、大型小売店に戦いを挑んでいく中小小売店

を組織化して、ボランタリー・ホールセラーを標榜するものです。  

3 つ目はまさに中間業者としての機能に特化するものです。例え

ば SCM の主力メンバーとしての卸売業であり、物流に特化するも

のです。  

③ IT 化  

 卸売業はメーカー、小売業というノードをつなぐネットワーク

といえます。物流ネットワークをコントロールする機能だけでな

く、商流における情報ネットワークにも責任者が必要です。責任者
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にはネットワークコストの分配、トラブル管理、稼働責任といった

機能が求められ、それを卸売業が担っていこうとしています。また

この情報ネットワークに欠けている定性情報（数字に出来ない情

報）を卸売業のセールスが補完するという形で、商流の中核として

も生き残りをかけています。
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Lesson 6 生産 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流通はマーケティングの一部とも考えられます。マーケ

ットにおいて売り手と買い手の中間にいる存在です。  

流通においてはこの売り手、買い手とのパワーバランス

がその仕事を決めると言っても過言ではありません。  

この中で流通にはさまざまなアイデアが生まれていま

す。このアイデアを自らの仕事に生かすために学習してく

ださい。  
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〔学習する重要キーワード〕  

 

 

 

設計、調達、製造、見込生産、受注生産、ライン生産、セル生産、  

ファブレスメーカー、 FMS、 LIM、 3DCAD、ピッチタイム、 WBS、  

ガントチャート、 PERT、 CPM、 VA、 VE、 B/M、 MRP パッケージ、  

カンバンシステム、多能工、 IE、時間研究、動作研究、習熟、 MTBF、

MTTR、アベイラビリティ、バスタブ曲線、 5S、計測、制御、  

NC 工作機械、産業用ロボット、 ME、不良品、第一種の誤り、  

第二種の誤り、品質保証、 QC サークル、 ISO、標準原価計算、  

原価管理、 ABC 
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テーマ 66：生産とメーカー  

本テーマではまず生産、メーカーについての基本的事項を学び

ます。  

 

 

1．生産の見方  

 生産の見方は変化しています。  

（ 1）伝統的な見方  

生産の伝統的な定義は「対象物（インプット）に何らかの手段を

加えて（プロセス）、製品（アウトプット）に変換すること」です。

したがって生産はインプット、プロセス、アウトプットという 3 つ

の要素から成ります。ここで生産の指標は次のように定義されま

す。  
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生産における付加価値⇒「アウトプット－インプット」。イ

ンプットにどれくらい価値が加わったのかを表わす。単位は

円。  

生産性⇒アウトプット／インプット。または付加価値／イン

プット。生産の効率、能率を表わすものさし。  

①生産のプロセス  

 生産のプロセスは次の 3 つのステップに分かれ、生産フローと

もいわれます。  

・設計  どのような製品を作るかを決める仕事。研究開発、製品設

計（製品の機能や作り方を図面や仕様書に表わすもの。これを単に

設計ともいう）、プロトタイピング（試作品を作ること）などの仕

事がある。  

・調達  設計にもとづいてインプットを集める仕事。  

・製造  調達されたインプットを使い、設計にもとづいて製品を

定義
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作る仕事。「製造＝生産－設計－調達」となる。この製造を行う場

所が工場。  

②生産のインプット  

 生産のインプットは次の 3 つに分かれ、3M と表現します。これ

は生産の構成要素ともいわれます。  

・Man 人つまり労働力のこと。「生産主体」という。これを職種別

に分けると次のような構成になる。  

作業員（工員）  直接工…実際に製造に携わる人。  

        間接工…製造を監督する人、機械などの設

備を管理する人･･･。   

職員       技術員…研究開発、製品設計などに携わる

人。  

        事務員…調達や事務処理に携わる人。  

 

定義
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・Machine 「生産手段」。機械など生産設備（以降は設備という）、

工具の他、建物、土地なども含む。  

・Material 「生産対象」。原材料、エネルギー、部品など。直接

材料（製品の中に残り、製品 1 単位あたりの所要量がわかるもの）

と間接材料（製品に残らないもの。エネルギー、消耗品など）に分

かれる。本書では直接材料のことを部品、間接材料のことを資材と

表現する。  

 

（ 2）近年の見方  

 しかし近年では「生産」を直接的な仕事だけでなく、これを計

画・管理する仕事を含めていうのが一般的です。ここでは生産を次

のように定義します。  

生産⇒「計画された品質、数量、原価の製品を、所定の時

期までに製造すること」  
定義



Lesson6生産 セッション 1：メーカーと生産計画 

887 
© 2020 MC システム研究所 

 

 現代の生産は PLAN（計画）、DO（実行）、SEE（評価）という

PDS で考えます。PLAN は製造の前作業である設計、調達、およ

び製造の計画という 3 つの分野からなります。本書では最後の「製

造の計画」を生産計画と表現します。設計、調達、生産計画につい

ては本セッションで述べます。DO は前に述べたまさに製造にあた

るもので、工場の世界です。これについてはセッション 2 で述べ

ます。SEE は「生産計画との差異をとらえ」（CHECK）、「次の計

画に活かす」（ACTION）という 2 つの仕事に分けられます。その

ため PDCA ともいわれます。SEE の要素は先ほどの「生産の定義」

にある品質、数量（この計画との差異が在庫）、原価となります。

品質についてはセッション 2 で、原価についてはセッション 3 で

学びます（在庫については Lesson5 流通で学びました）。  
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２ .メーカーの見方  

（ 1）業態分類  

 メーカーの分類は業種（何を作るか）、業態（どう作るか）の 2

つの観点から分類されますが、大切なのは業態分類です。  

 業態分類はいくつかの観点からすることができます。  

①見込生産と受注生産  

 生産は作るタイミングによって次の 2 つに分けることが基本で

す。  

ここではメーカーが作るもの（＝製品）について、407 ページの

定義をもう少し厳密にして次のように分類します。  

消費財⇒消費者が使うモノ。  

産業財⇒企業が使うモノ。このうち機械などメーカーが生産

に使うモノを生産財という。  

 

定義



Lesson6生産 セッション 1：メーカーと生産計画 

889 
© 2020 MC システム研究所 

 

（ⅰ）見込生産  

 受注（製品を作って欲しいという注文を受けること）なしに、製

品を需要見込（これくらい売れそう）にもとづいて生産するタイプ

です。製品が出来上がった時は、まだ売れていないので在庫となり

ます。このため在庫生産販売方式ともいいます。この在庫について

は〔流通〕で詳しく学びます。  

食料品、日用雑貨などの日用消費財（毎日消費する消費財）や家

具、家電、自動車などの耐久消費財 (しばらく使う消費財 )の最終組

立メーカー（部品ではなく製品を作る）に見られます。  

 見込生産は 489 ページで述べたストックビジネスです。  

見込生産方式のポイントは何といってもヒット商品を作る「製

品開発」と、的確な「需要予測」といえます。現代のメーカーでは

製品開発から需要予測へとその軸足が移っています。つまり「売れ

るものを売れる量だけ作る」というものであり、言ってみれば限り
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なく次の受注生産に近づけるというものです。  

 

 ここでの生産の流れは次のようになります。  

 

 

（ⅱ）受注生産  

 受注によって生産を開始するタイプで、注文生産方式ともいわ

れます。生産財、船舶など在庫が不可能な産業財、下請メーカー

仕様・・・メーカーが決定
数量・・・需要見込により決定

開発・設計

売れ行き管理

販売

製品在庫管理

在庫

規格化された資材・部品を
くり返し発注

調達

連続生産／断続生産
（後述）

製造

①

①
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（ 898 ページ参照）などに広く見られます。489 ページで述べたフ

ロービジネスです。  

受注生産には、製品在庫というリスク（売れ残り）を持たなくて

済むというメリットがあります。メーカーが目指すべき道ともい

えますが、次のような問題が発生します。  

・受注してから設計するため、顧客が製品の最終形をとらえづら

い。そのため顧客の要求が受注段階では不明確なことが多く、かつ

製造途中で仕様変更がしばしば生じるので、見積（いくらかかる

か。 1013 ページ参照）、製造の管理が難しい。  

・受注の波によって作業量が大きく変動する。そのためテンポラ

リースタッフ（仕事のある時だけ働いてもらう）、下請メーカーに

頼りがちになり、結局その部分にしわ寄せが来る。固定要員（いわ

ゆる従業員）で対応すると見積がさらに難しい（仕事がなくても給

与を払う必要があるので、仕事がない時は安くても注文を取りた
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くなる）。  

・前工程の遅れが直接次工程へ影響し、納期遅延を起こしやすい。  

 

ここでのポイントは見積と納期であり、見込生産と比べるとコ

ントロールが非常に難しい生産方式といえます。  

生産の流れは次のようになります。  

 

 

概略仕様・数量・納期が顧客
より要求

引合

出荷して検収を受ける

納品

資材・部品の必要量を出して
その都度発注しながら個別
生産（後述）

調達・製造

原価・工数を見積り、顧客と
合意が取れると受注

見積・受注

製造の詳細設計をし、生産
計画を立てる

設計
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②作業の流し方による分類  

 生産という「仕事」は、いくつかの「作業」から成り立っていま

す。この作業が順番をはっきり意識してできる時、これを工程 (ワ

ークセンターともいう )といいます。先にやる作業は前工程、次に

やる作業は後工程などといいます。この仕事の中の｢工程の流し

方｣によって生産を分けることができます。    

・個別生産⇒注文の度に仕事の流れを設計し、工程を流していく

もの。  

・連続生産⇒専用設備・工程を持ち、同じまたは同種の製品をくり

返し生産していくもの。  

・断続生産⇒同一の生産設備で、複数の製品を一定量（ロットとい

う）ずつまとめて生産していくもの。  

個別生産は受注生産に多く見られ、くり返し生産ではないため、

生産性の高い専用設備を設置することが難しく、限定された設備・
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労働力のもとで納期・品質を維持するよう工程の流し方を決めて

いきます。  

一方連続生産は工程の流れが一定なので、設備を工程順に並べ

て、一方向に次々と工程を流していく、いわゆる「流れ作業」が取

り入れられることが多いといえます。流れ作業については、915 ペ

ージで述べるように各工程を同じ時間でこなしていく必要があり

ます。これが実現できないと、特定の工程の所で流れが止まってし

まいます。そこでスピードの早い工程は、遅い工程の待ち時間に別

の工程を行う（これを段取り替えという）ようにします。これが断

続生産（ロット生産ともいう）です。  

③製品の種類による分類  

 生産する製品の種類によって、少品種多量生産と多品種少量生

産に分かれます。  

④生産方法による分類  
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・アセンブリ型生産⇒耐久消費財のように、数多くの部品が集め

られ、組み立て（これをアセンブルという）られる生産スタイル。  

・プロセス型生産⇒素材、化学製品、食品、薬品などに見られるも

ので、資材が次第に加工されて製品になる生産スタイル。  

⑤設備の配置の仕方による分類  

・フローショップ方式⇒製品の加工の流れに沿って、必要な設備

を配置していくもの。  

・ジョブショップ方式⇒プレス（資材に圧力を加えて変形するこ

と）、溶接（金属を溶かし継ぎ合わせる）、塗装（資材の表面を加工）

といった機能単位に設備を配置していくもの。同一機能を持った

設備の集まりをジョブショップ（加工センターともいう）という。  

フローショップ方式では設備の効率が悪く、ジョブショップ方

式では仕事の稼働効率が悪いといえます。ジョブショップ方式で

は設備のグルーピングをうまくやれば、全体としてはフローショ
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ップ方式のようにすることができます。このグループ化を合理的

にすることを GT(Group Technology)といい、こうしてフローショ

ップのように見えるものを GT ショップ方式といいます。  

⑥人の配置の仕方による分類  

・ライン生産⇒製品の加工順に沿って、作業員を配置していくも

の。作業員が一列に並ぶのでこの製造チームをラインという。上の

フローショップと組み合わせることが多い。  

・セル生産⇒1 人や少人数でチームを組み、1 ヶ所で製品を製造し

ていくもの。作業員のまわりに設備や作業台があるので、この単位

をセルという。セルが屋台のように見えるので屋台生産方式とも

いう。  
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３．メーカーの構造  

（ 1）業界  

 メーカーはその生産する製品によって素材メーカー（他メーカ

ーの工場で使う資材などを作っている）、生産財メーカー（他メー

カーの工場で使う機械などの設備を作っている）、消費財メーカー

（消費者などが使う製品を作っている。社会全般で見るとこの製

品を作ることが目的なので最終製品メーカーともいう）に分類す

ることができます。これが 888 ページで述べた「業種」としての

見方です。  

 この 3 業種はさらに作っている製品種類ごとに分かれ、業界と

いうものを作ります。例えば鉄鋼業界、プラント業界、食品業界と

いったものです。  
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（ 2）垂直関係  

 各業界内はライバルメーカーで構成され、これを水平関係とい

います。一方メーカーは他のメーカーと協力して生産、販売してい

く必要があります。これは生産の流れ、加工の流れに沿って分業す

るような形となっていることが多いので、垂直関係といいます。垂

直関係はその機能分担、つながりの方法によって次のようなもの

があります。  

・系列  親メーカーが設計したものを子メーカーが製造するもの。

この場合親メーカーが製品を販売する形をとり、子メーカーの顧

客は製品使用者ではなく、親メーカーとなる。日本ではこの親メー

カー、子メーカーが資本関係にないもの（法律的には親会社、子会

社ではない）も多く、子メーカーは下請メーカー（下請ではイメー

ジが悪いので協力メーカーともいう）とよばれていた。この関係が

強くなると、子メーカーの調達機能、場合によっては生産計画をも
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親メーカーが担うようになり、系列（グループ企業）とよばれる。  

・外注  系列のように完全に手を握るのではなく、仕事に応じて

協力関係をとっていく時は、子メーカーにあたる企業に「外注す

る」（外部の企業へ注文を出す）という表現を使う。  

・アウトソーシング  外注よりも取引関係が進み、常時取引関係

にあるが、下請とは異なり、発注側のメーカーがコントロールしな

いタイプをアウトソーシングということが多い。  

・ファブレスメーカー＆ OEM 供給  アウトソーシングが関係の強

さではなく、仕事の範囲を広げていくと、発注側のメーカーが生産

（設計、調達、製造）機能を持たないようになり、製品企画、販売

に特化していくようになる。これをファブレスメーカーという。一

方受注側のメーカーから見て、取引相手のブランドで販売される

製 品 を 生 産 す る こ と を OEM 供 給 （ Original Equipment 

Manufacturing）という。生産とマーケティングの分離といえる。  
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・EMS 電子機器業界は部品点数が多く、垂直関係が強い業界とい

える。そのため比較的系列化が早く進んだ。しかしパソコン、携帯

電話、インターネットなどの登場で、最終製品メーカーの浮き沈み

が激しくなり、固定化された垂直関係を保つことが難しくなって

きた。そこで従来の下請メーカーが系列を離れて、積極的に受注先

を探すようになった。下請を脱し完成メーカーを目指すのではな

く、このように部品供給などの機能に徹していくメーカーを EMS

（Electronic Manufacturing Service）という。電子機器業界以外

にもこの波は広がっていく。  

 この垂直関係はインターネットの普及で流通、消費者へと広が

っていきます。これが何度も出てきたサプライチェーンです。  
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（ 3）組織  

 メーカーの中の組織は、大きく販売（マーケティング）と生産の

2 つに分かれます。販売系の組織は支店、営業所という形で地域展

開をし、拡大とともに商品別や顧客別に分化します。ここでは自社

製品を直接販売、または販売子会社、卸売業、商社、小売業などの

流通を通じて間接販売します。  

生産系の組織は、先ほどの PLAN（生産計画、設計、調達）、DO

（製造）、SEE（管理部門）という機能によって組織化されます。

DO 部隊は工場という形で地域単位、製品群単位に作られます。工

場は 1012 ページで述べるように原価計算が必須であり、組織とし

て独立したものとなることが多く、工場内にスタッフ部門（人事、

経理など）を持つことも少なくありません。こうなると工場は 1 つ

の会社と同じであり、工場長といえば一国一城の主となります。  

PLAN と SEE の部分は各メーカーによってさまざまな組織分化
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がなされます。設計部、資材部（調達）、生産運営室（生産計画・

管理）、技術部（製造の特定の機能ごとにチームを作る）、品質部、

生産性本部…といったものです。  
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４．メーカーの戦略変化  

メーカーは時間とともに進化し、その戦略を変化させています。

その進化は業界単位であり、業界によってスピードは異なります

が、そのプロセスは次のように一定と考えられます。  

（ 1）少品種多量の時代  

 アイデア、技術革新、研究開発によって、世にない新しい製品を

誕生させることで、新しいメーカーが生まれ、そこに業界が生まれ

ます。自動車、テレビ、コンピュータ、ロボット、携帯電話、炭酸

飲料、冷凍食品…すべて特定の企業が製品開発し、他社が追いかけ

るという形をとってきました。  

この誕生時は需要と供給の関係でいえば圧倒的に需要が大きく、

供給が追いつかない状態です。「作れば売れる」時代ですので、い

かに「早く、大量」に作るか、つまりスピードがこの時のテーマで

す。したがって生産を少品種に絞り、大量生産のために機械などの
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設備が工場に導入されます。作業員はライン編成をして、ベルトコ

ンベアで流れ作業を行います。  

 

（ 2）多品種少量時代  

 圧倒的な需要も製品の供給と生産性のアップ、そしてライバル

企業の参入で埋められていき、いつの日か供給パワーが需要を追

い越していきます。ライバルとの競争が激しくなっていく中で、需

要側のニーズとして多様化が注目され、製品を多品種化してライ

バルに勝ち抜こうという動きが顕著になります。  

こ の 時 代 の キ ー ワ ー ド は 生 産 性 か ら 、 FMS （ Flexible 

Manufacturing System）という柔軟性（ニーズの変化に応じて柔

軟にさまざまな製品を作る力）へと移ります。そしてこの多品種化

は 932 ページで述べるカンバンシステムでその頂点を迎えます。  
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（ 3）生産と販売の一体化  

 多品種少量化を進めていくと、どうしても多品種化と生産コス

トの増大というトレードオフの問題を解決していくのが困難とな

り、「どこまで多品種化していいかわからない」という先の見えな

いトンネルに入ってしまいます。そして多品種化によるロスを極

小化するために、需要側のニーズをタイムリーに正確にとらえ、こ

れを生産に生かしていこうという動きが顕著になります。  

具体的には、組織面で生産と販売の一体化がまず現れます。生産

は工場、販売は営業という組織から、事業部制、カンパニー制（ 126

ページ参照）とよばれる製品別や顧客別の組織となり、そのリーダ

ーは生産と販売の両面を見ることになります。そして徐々にメー

カーの目は「作る」ことから「売る」ことへ移っています。さらに

生 産 シ ス テ ム と 販 売 シ ス テ ム が 合 体 し 、 CIM （ Computer 

Integrated Manufacture）とよばれる統合システムが生まれてき
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ます。  

 

（ 4）チャネルとの統合化  

 生産と販売の一体化が進んでいく中で、自社の販売データに物

足りなさを感じるようになってきます。特に卸売業や小売業の流

通業を通して製品を販売している消費財メーカーは、「なぜ売れた

のか、売れなかったのか」「誰が買ったのか」といったことをタイ

ムリーに知りたくなります。こうしてチャネルとの統合化、一体化

の時代を迎えます。  

具体的にはメーカーが自社のアンテナショップ（直営店）を出す

といったもので、ダイレクト・マーケティングとよばれます。これ

には食品メーカーが作る直営レストランや、 858 ページの SPA と

いったものがあり、さらにこれが加速されて 485 ページで述べた

サプライチェーン、バリューチェーンへと向かっていきます。  
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テーマ 67：生産の PLAN 

本テーマでは生産の PDS のうちの PLAN について述べます。

PLAN は 887 ページで述べたとおり、設計、調達、生産計画の 3

分野からなり、この 3 つをあわせて生産計画ということもありま

す。  

これらは並行して進められることも多いのですが、基本的には

設計→生産計画→調達と進められます。  

 

 

１．設計  

（ 1）設計のプロセス  

設計という仕事は標準化が難しく、メーカーによってさまざま

な手法、プロセスがとられます。ここでは一般的な機械製品の設計
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の例で、そのプロセスを考えてみましょう。  

①見積設計  

 顧客や社内の製品企画者（研究所という名がついていることも

多い）から要求された条件を具体化し、性能、形状、原価、納期な

どを仕様書（設計書、基本設計書ともいう）にまとめます。この仕

様書は受注前に顧客との条件折衝にもよく使われます。そのため

見積設計といわれます。顧客折衝に使う時以外は基本設計などと

もいわれます。  

②機能設計  

 受決（注文が決まる）または企画者の承認などが得られると、見

積設計で定義した各機構（機械の構成要素、テレビでいえばディス

プレイ部分など）が必要とする性能や機能を満たす部品の選択、設

計を行います。  

③品質設計  
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 当該製品が必要とする信頼性、耐久性、安全性を持っていること

をどうやって保証するかを考えるものです。プロトタイプ（試作

品）やシミュレーション（コンピュータの中で製品を模擬的に作っ

てみる）による解析、評価が行われます。耐久設計、強度設計など

ともいわれます。  

④生産設計  

 合理的に生産していくための部品組立法や部品の標準化などを

検討して、組立図、部品表などを作成します。これが生産計画、調

達へと引き渡されます。  

 

（ 2）ＣＡＤ  

これら設計作業は熟練者の能力に依存するのですが、この仕事

をコンピュータで支援しようという考えは古くからありました。

これを CAD(Computer Aided Design)といいます。  
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CAD にはさまざまなものがありますが、設計者がディスプレイ

などを通して、コンピュータを会話形式で利用し、図面などを含む

ドキュメントを出力するのがポピュラーです。  

CAD においてはコンピュータ内に実体（先ほどの例でいえば設

計対象の製品）をどのように表現していくか、つまり立体の表現が

ポイントです。2 次元モデル（ 2DCAD という。立体を 2 次元の平

面に表現する）からはじまり、現在は 3 次元モデル（ 3DCAD）が

その主流となっています。  

 

２．生産計画  

（ 1）生産計画のプロセス  

 生産計画は次のような位置づけとなり、受注管理、需要予測と強

い関係を持ちます。  
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見込生産における受注管理は、顧客からの受注情報（売れたとい

うこと）によって製品在庫の引当（売約済として他には売れない状

態にする）を行い、在庫が不足しそうな場合は生産指示（増産とい

う）、増加した時は生産量を減らす（減産）ものです。一方受注生

産における受注管理は、販売サイドからの注文を受け付けて生産

受注管理 需要予測
注文を受
け付ける

注文を予測
する

生産計画

注文に応じて

又は将来の注
文を考えて作る
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計画へ引き渡すとともに、生産状況から工程進捗、納期の回答など

を販売サイドに伝えるものです。  

需要予測とは受注を予測するもので、それにもとづいて生産数

量を決定します。この需要予測による生産数量と、受注管理でわか

る実際の注文量との誤差が在庫となります。  

 生産計画はメーカーによりさまざまですが、一般的には対象期

間によって次のように分けられます。  

①長期生産計画（対象期間 1～10 年）  

 中長期の経営計画（近年はこの期間が短くなっています）にもと

づいて、長期的な作業員、設備、工場用地、エネルギーといった 885

ページで述べた 3M（インプット）の確保を図り、生産力の確保を

行います。  

そのうえで製品カテゴリー（どんな分野の製品を作るのか。製品

の大分類。製品品目ともいう）、製品カテゴリー別の生産数量、目
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標利益および新製品開発のための研究開発分野などが計画されま

す。  

②総合生産計画（対象期間半年～ 2 年）  

 対象期間を半年や 1 年とするものが多く、この場合期間計画と

よばれます。  

総合生産計画は需要予測にもとづいて、製品ライン（製品種をさ

らに分類したもの。製品の中、小分類。製品系列ともいう）ごとに

各月の生産数量、在庫計画を決定するものです。この際不足する設

備や作業員の生産能力の補充方法（外注するなど）、または遊休と

なる生産能力の活用（外注を受けるなど）、転用（他の製品ライン

を担当）などがあわせて計画されます。  

③マスタースケジュール（対象期間 1 ヶ月）  

 毎月の生産スケジュールを立てるもので月次計画ともいわれま

す。マスタースケジュールは総合生産計画をフレームワークとし
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て、製品アイテム（ 1 つ 1 つの製品のこと。単品ともいう）ごとの

月間生産数量、必要材料、目標製造原価、人員配置、外注手配など

が計画されます。  

マスタースケジュールのポイントは計画在庫量と実際在庫量を

比べ、増産および減産による調整をタイムリーに行うことです。  

④日程計画  

 日程計画は実際に日々の製造を行うスケジュールを立てるもの

です。マスタースケジュールをもとに、各工程ごとにどの人員、設

備を使って、いつから始め、いつ終えるかという製造指示が主な目

的です。日程計画では工程ごとの標準時間（ 940 ページ参照）がそ

の計画のベースとなります。  

 見込生産における生産計画のポイントは総合生産計画であり、

これをベースとして製品在庫をチェックし、計画の調整を行って

いきます。  
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受注生産における生産計画のポイントはマスタースケジュール

と日程計画であり、納期管理と仕事の平準化を考えます。  

 

（ 2）スケジューリング  

 マスタースケジュールをベースに日程計画を立てることを、一

般にスケジューリングといいます。連続生産・断続生産と個別生産

ではその手法が異なります。  

①連続生産・断続生産  

 連続生産は流れ作業となっていることが必要です。これには次

の 2 つの条件が求められます。  

・空間的な条件  工程順に設備、作業員がライン配置され、加工品

は一定方向に流れること。  

・時間的な条件  各工程の作業時間がほぼ均等化され、一定の時

間（これをピッチタイムという）ごとに各工程の加工品が流される
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こと。各工程の時間が同じでないと、遅い工程に仕事がどんどんた

まってしまい、ライン全体の効率はもっとも遅い工程に合ってし

まう。  

後者の「すべての工程の作業時間を均等化すること」を同期化とい

います。同期化が実現すると製品を作る最終工程もこの時間とな

るので、ピッチタイムごとに製品が 1 単位製造されることになり

ます。ピッチタイムが 30 秒なら 1 分に 2 単位（ 2 個）製造されま

す。生産量とラインの稼働時間が簡単に計算できるので、生産計画

（特に日程計画）が容易になります。  

また工程がそれぞれピッチタイムごとに同じ仕事をくり返して

いくので、これをサイクルタイムともいいます。  

 上の 2 つの条件を満たして、流れ作業を実現するには次のよう

なことが必要となります。  

・作業が細分化でき、分業化が進めやすいこと。連続的な仕事でも
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どこかで切らないとできない。  

・作業が標準化され、誰がやってもほぼ同じスピードでできるこ

と。つまりピッチタイムが統一できること。こうしないと工程の作

業員が変わるとライン全体の仕事が止まってしまう。（ライン停止

と表現する。一方動いている時をライン稼動と表現する）  

・多量の仕事が長期にわたり、継続して流れること。同一の仕事を

くり返していくもの以外では効果はあまり出ない。  

・加工品は一定の単位で移動でき、加工できること。ベルトコンベ

アに工程ごとのアウトプット（製品になっていないので仕掛品と

いう）が乗らないと難しいといえる。  

・受注量の変動による完成品の在庫の増減を見ることで、生産量

の調整ができること。延々と作り続けてしまって、売れないと大変

なことになる。  

 ここで流れ作業の言葉を整理しましょう。  
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ラインバランシング⇒流れ作業の対象となる各作業を各

工程に割り当てていくこと。  

アイドルタイム⇒「各工程ごとのピッチタイムと実際の作

業時間の差」。ピッチタイムが 5 分で実際の作業時間が 3

分なら 2 分は遊んでいてもラインに迷惑かけない。この 2

分間何もしないと「手待ち」ともいう。  

スラック⇒各工程のアイドルタイムの総和。  

編成効率⇒ラインバランシングの効率を表わす指標。ライ

ン効率ともいう。「ピッチタイム×工程数」と「各工程の実

際の作業時間の和」の比。スラックがゼロなら編成効率は

1 となる。スラックが増えていくと、編成効率は小さくな

っていく。  

 ラインバランシングとは各工程の作業時間をなるべく均等にし、

工程の中の作業時間の最大値をピッチタイムと考えるものです（ 1

定義
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つの作業でもピッチタイム内に終わらないとピッチタイムとはな

らない）。  

そしてアイドルタイムのうちの手待ちが大きい時は、段取り替

えして、その工程は別作業を行うように設計します。これが 893 ペ

ージで述べた断続生産です。  

②個別生産  

 個別生産のスケジューリングは、流れ作業のように作業員が一

直線に並んで、この作業の次はこの作業と順序づけができないも

のが対象です。ここでは固定的なチームではなく、受注する仕事に

応じてプロジェクトチームを組んでいくことになります。このよ

うなケースでの日程計画をプロジェクト・スケジューリングとい

います。ここでは次のような手法を組み合わせて計画していきま

すが、このようにしてプロジェクトを管理していくことを、一般に

プロジェクト・マネジメントといいます。このプロジェクト・マネ
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ジメントには IT が適用されています。プロジェクト・マネジメン

ト用のソフトもありますが、近年ではエクセルがよく用いられて

います。  

・ WBS（ Work Breakdown Structure）   

 

 

 

プロジェクト

A B C D

A-1 A-2 A-3

A-1-1 A-1-2

Aという作業は
A-1、A-2、A-3

から成る

A-1という作業
はA-1-1とA-1-

2から成る
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プロジェクト・スケジューリングでは仕事を作業に細分化する

必要があります。特に複雑なビッグプロジェクトでは、上図のよう

に階層的に表現します。これを WBS といいます。  

ビッグプロジェクトではこの WBS に合わせて階層的に組織が

作られます（A― 1 担当のサブリーダー…）。  

・ガントチャート  

 縦軸を WBS の作業に、横軸を時間とする日程表を作ります。こ

れをガントチャート（後で述べる IE のプロであるガントさんが考

えたもの）といいます。ガントチャートはたて軸に作業者や設備な

どを入れたものもよく作られます。  
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このガントチャートは計画というよりも、作業の進捗管理に便

利です（例えば上の白い棒を終わった分だけ黒く塗っていく。現在

どの時点にあるかを線で引く…）。  

・ PERT、 CPM 

 複雑なプロジェクトでは、ガントチャートを見ただけでは作業

と作業の順序がとらえづらいといえます。どの作業が終わるとど

の作業ができるのかといったことです。この時に用いられるのが

PERT（Program Evaluation and Review Technique）です。  

1週目 2週目 3週目 ・・・

作業A

作業B

作業C

・・・・・・
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作業の「順序」はネットワーク図を使って表わすのが一般的です。

これには次図のように 2 種類ありますが、PERT では右のアロー

ダイヤグラムを使用しています。これは「A は①という結合点を迎

えた後に開始することが可能で、A が終わると②を迎えられる。B

は②を迎えた後に開始することが可能」ということを意味してい

ます。要するに「B は A が終わったら開始できる」ということを

表わしています。  

 

フローダイヤグラム

A B

アローダイヤグラム

1 2
A B

(→は仕事、○は結合点）

Aという仕事の後にBという仕事をする
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簡単なプロジェクトの例で PERT の考え方を説明します。  

 

1

3 5

4

6

2
A（5）

B（6）

C（4）

D（2）

E（7）

G（3）

H（9）

F（8）

5

5

9

9

26

26

0

0

6

7

17

17

もっとも早くて
何日目に迎え
られるか

遅くとも迎えておかないと他
の作業に迷惑をかける
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A～H はこのプロジェクトの作業、（  ）内は作業時間（この場

合は日数）を表わしています。例えば F という作業は C と D が終

わらないとできず、 8 日間で終わるということです。  

PERT ではまず各結合点ごとに「もっとも早くて何日目に迎え

られるか」を計算します。次に「その結合点をどんなに遅くとも迎

えておかないと、他の作業（次の作業のこと、後続作業という）に

迷惑がかかるかを計算します。  

この図から A→C→F→H とつないだルートが作業時間に余裕が

ないことがわかると思います。これをクリティカルパスといいま

す。クリティカルパス上の作業の遅れは、プロジェクト全体の納期

遅延となります。一方 G という作業は余裕（ 14 日）があることが

わかると思います。これらクリティカルパス、余裕などはネットワ

ーク図と所要時間を入れれば、 IT を使って簡単に計算できます。  

PERT はクリティカルパスをとらえ、この作業をしっかりとマ
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ネジメントすることで、プロジェクトの遅延を防止する手法とい

えます。  

PERT に費用の概念をとり入れたものが CPM（Critical Path 

Method）です。これはプロジェクト日数を最少費用で短縮する（例

えば人を増員するなどして）ことを考えるものです。上の例でいえ

ば、総プロジェクト日数 26 日のものを 25 日にするというもので

す。まずクリティカルパス上の作業を短縮しないと、プロジェクト

日数は短縮できないことがわかると思います。そして A、C、F、

H のうち 1 日短縮するのにもっともコストの低い作業を探せばよ

いことになります。さらにもう 1 日短縮するには 25 日で PERT 図

を作り、同じことをくり返せばよいことになります。  

 

 

 



Lesson6生産 セッション 1：メーカーと生産計画 

927 
© 2020 MC システム研究所 

 

３ .調達  

生産における調達の対象はヒト、モノ、カネと幅広い分野ですが、

日常の生産現場ではモノ、特に資材・部品がその中心です。この仕

事を資材管理（正確には資材・部品管理ですが、一般には資材管理

という）、これを行う部門を資材部などといいます。資材管理の中

核をなすものは在庫管理ですが、これは「流通」で学びます。ここ

ではそれ以外の資材管理の概要について学んでいきます。  

 

（ 1）資材管理のポイント  

①規格化  

 資材管理の第一歩は資材・部品の仕様、機能、活用法を明確にし

て、同一機能を持つものを体系化していくことです。これを規格化

といいます。規格化は「設計された基準に合わせる」という意味で、

これによって標準化ができます。  
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これには次のようなメリットがあります。  

・規格資材・部品を適用することで在庫の削減、調達リードタイム

の短縮、購買単価のダウンが図れる。  

・部品表（規格化された部品の関係を体系化したもの。後述）の整

備により設計作業が効率化する。  

・製造が標準化され、生産性向上が図れる。  

② VA、 VE 

 VA（Value Analysis）は製品に必要な機能を、最小コストで実

現するための「努力」のことをいいます。VA はそもそも戦後アメ

リカの GE 社がアスベストという資材の代替品を見つけたことに

端を発しているといわれており、同一機能を満たす最小コストの

資材調達という意味合いが強いものです。ここでの価値（ Value）

は「V（製品価値）＝F（製品機能）／C（コスト）」と表現されま

す。この V はいってみれば調達の生産性（ 329 ページ）であり、
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コストがインプット、製品機能がアウトプットといえます。VA が

調達を核とした生産の合理化なら、これを調達だけではなく、設

計、設備、製造などにまで広げたものを VE（Value Engineering）

といいます。しかし VA と VE は一般的にはあまり区別して使われ

ていません。  

③資材所要量計画  

 資材所要量計画は MRP（Material Requirements Planning）と

して確立され、以前からコンピュータシステムとして実用化され

ています。MRP は特に多くの部品を使うアセンブリ型メーカーで

よく使われています。MRP ではマスタースケジュールをコンピュ

ータに入力すると、部品表（Bill of Material：B/M と略す）と製

品・部品の在庫マスタ（製品・部品の在庫量のコンピュータファイ

ル）を参照して、子、孫にいたる各部品がいつ、いくつ必要なるか

を計算するものです。この展開するルールを MRP パッケージとい



Lesson6生産 セッション 1：メーカーと生産計画 

930 
© 2020 MC システム研究所 

 

います。次の製品 A の例で理解して下さい。  

 

ここで製品 A は次のような生産条件とします。  

・A は 5 月に 40 個、6 月に 70 個必要（これを要求量という）。組

立リードタイム（組立の時間）は 2 ヶ月。  

・a の調達リードタイムは 1 ヶ月、手持ち在庫は 12 個。発注ロッ

A

ａ(１) ｂ(１)

イ(１)ア(２) エ(１)ウ(１)

・（ ）内は必要な部品数
・Ａはａ、ｂ各1個の部品からなり

ａはア2個、イ2個という部品から
なる

・ａ、ｂなどの部品はすべて外部よ
り調達し、組立のみ自社で行う

・・・

・・・

〔製品Aの部品表〕
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ト（何個ずつ発注できるか）は 20 個単位。  

MRP パッケージで部品 a の調達計画を考えてみます。  

・製品 A のスタートの決定  A の組立リードタイムは 2 ヶ月なの

で、3 月に 40 個、4 月に 70 個の組立スタート。  

・a の総所要量計算  A を組み立てるのに、a を 3 月に 40 個、4 月

に 70 個必要（総所要量という）。  

・ a の正味所要量計算  a は手持ち 12 個あるので、 3 月に 28 個、

4 月に 70 個必要（正味所要量という）。  

・発注  a は 20 個単位（ロット）で発注なので 3 月に 40 個、4 月

に 60 個納入される必要がある。調達リードタイムは 1 ヶ月なの

で、2 月に 40 個、3 月に 60 個発注。  

 同様に他の部品についても進めていきます。そのうえでコンピ

ュータが自動的に部品メーカーに発注します。  

MRP とはこのように必要なものを必要な時、必要な数量だけ作
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る、調達するということを実現していくものです。  

 

（ 2）カンバンシステム  

MRP がアメリカ生まれなら、日本での調達システムとして有名

なのが、トヨタの編み出したカンバンシステムとよばれるもので

す。考え方は MRP にきわめて近いのですが、調達というよりも生

産全体の計画システムとして完成されたものです。  

カンバンシステムとは部品を規格化し、かつ調達、製造、組立の

リードタイムを短くしていき、需要の波に柔軟に対応していくも

のです。「カンバン」とよばれる作業指図書（何をいつまでに作り

なさいという指示書）を用いるところから、こうよばれました。そ

の特徴は次のとおりです。  

① JIT 生産（ Just In Time）  

 418 ページで述べたロジスティクスが生んだ考え方である JIT
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を、生産に適用したものです。売れるものを売れる量だけしか「作

らない」ことを目指すもので、製品・部品の在庫レス（在庫をなく

す）がカンバンシステムの基本的発想です。  

② PULL 方式  

 一般の流れ作業では前工程で作ったものを、次々と後工程へ渡

していき（これを PUSH 方式という）ます。しかしこれではどう

しても前工程は自分の生産性を考えてまとめて作るようになり、

後工程が使う以上に作ってしまいます。  

 カンバンシステムでは、後工程が前工程へ必要なものを、必要な

時に取りに行く PULL 方式をとります。つまり後工程の使う分だ

けを、使うタイミングで前工程が製造するようにします。この時、

後工程への指示がカンバンを使って行われます。前工程は後工程

の発行したカンバンに書いてあるものを、書いてある時期に作り

ます。MRP がコンピュータという第三者が作業指図書を発行した
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のに対して、カンバン方式では後工程が前工程をマネジメントす

る立場（前工程を管理し、その責任をとるということ）で実施され

ます。したがって最終工程である製品組立が全工程の最終責任者

となります。  

③外注工場とのネットワーク化  

 生産は部品製造と組立という 2 つに分けて考えます。前者は下

請工場（協力工場）が、後者は親工場が担当します。上で述べたよ

うに製品組立が最終責任者ですので、アセンブル（組立）工場が当

然のことながら親工場となります。  

①、②を実現するには親工場、下請工場が完全に一体化し、同一

のシステムで生産を進めていくことが必要となります。親工場と

下請工場はコンピュータでネットワーク化され、その中をカンバ

ンが行き来します。さらにこのネットワークが販売部署（自動車で

いえば販売店）ともネットワーク化されるようになります。  
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④多能工  

 カンバン方式ではロット（一度に作る量）を小さくする必要があ

り、このためどうしても段取り替えが多発します。この段取り替え

時間を短縮するために多能工（多工程を行うことができる直接工）

を育て、技能向上とチームワークによって、限りなく流れ作業に近

づけていきます。工場のレイアウトもフローショップ、ジョブショ

ップというより、人間中心の流れとなります。この多能工が 896 ペ

ージで述べたセル生産方式を生んでいます。  

⑤工程内品質管理  

 一般には検査は最終工程終了後の製品に対して行います。しか

しカンバン方式では品質を各工程が検査することによって作り上

げていくようにします。不良品はその工程で発見し、次工程へは流

さないようにします。そのために工程内に不良品検出装置を付け、

不良品が発見されると作業を止め、発生原因を追究し、再発防止に
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努めます。カンバン方式は「ギリギリまで作らない」ということで

あり、もし最後に不良が発見されると、時間的に「どうしようもな

い」というリスクを抱えることになります。これを何とか各工程内

で回避しようとするものです。  
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テーマ 68：IE 

本セッションでは製造の拠点である工場について考えてみます。

工場は「ヒト」と機械などの「設備」から成り立ちます。もともと

はすべてヒトが製造していた仕事を、徐々に設備の仕事へ移して

きました。ここでは工場のヒト（本テーマ）、設備（テーマ 69）、

そしてヒトから設備への移行（自動化技術という表現を使う。テー

マ 70）に分けて述べていきます。  

ヒトに着目して工場の生産性向上を図る技術を、総称して IE

（ Industrial Engineering）といいます。  

 

 

１．ＩＥの基本  

IE にはテイラーの時間研究から始まる「仕事の測定、数値化」
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に関する技術と、ギルブレスの動作研究から始まる「仕事のやり

方」に関する技術という 2 つの流れがあります。  

（ 1）時間研究  

 産業革命によって工場は機械化が進み、大量生産による工業製

品が次々と誕生し、逆に労働力不足となっていきました。これを受

け、19 世紀末のアメリカでテイラーという技術者を中心に、能率

運動が生まれます。テイラーは工場の能率（ efficiency）を上げる

ために、工場内の組織のあり方を中心としてさまざまな分野にユ

ニークな提案をしていきます。これらは有名な「科学的管理法の原

理」という本にまとめられています。  

彼の提案の骨子は次のようなものです。  

・「個々の労働者の能率」を正しく評価した公平な賃金制度を作れ

ば、工場全体の能率が必ず高まる。  

・公平な賃金制度とは働いた時間をベースとする単純な日給、月
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給ではなく、行う仕事を考慮した賃率（時給のこと）をベースとす

るべきである。  

・賃率は働いた仕事量によって決めるべきである。そのためには

仕事（ジョブ）を課業（タスクの訳。しかしタスクを課業と訳すの

はあまりなじまないので、ここでは今まで述べてきたように作業

と表現する）に分ける。これが課業管理（作業管理）という考え方。  

・各作業ごとにストップウォッチで時間を測定し、標準時間を設

定する。  

・この標準時間をベースとして、各労働者の一回の作業量を決め

る。  

・この作業量を標準時間に完了したかどうかで賃金を考える。こ

れを差別的出来高給という。  

 テイラーは能率に着目し、これを標準時間と作業量で表わし、能

率を上げた人により高い給与を与えるものとしました。このテイ



Lesson6生産 セッション 2：工場 

941 
© 2020 MC システム研究所 

 

ラーの考え方は時間研究を中心に IE の礎となっています。  

 日本にこのテイラーの考え方を紹介し、「能率の父」とよばれる

ようになるのが、産業能率大学の創始者上野陽一です。  

IE はアメリカよりもむしろ日本で、「作業改善」という現場での

地道な努力として花開くことになります。そして「KAIZEN」は今

や世界に通用するワードとなっています。  

 

（ 2）動作研究  

 ギルブレス（正確にいうと夫婦で研究したのでギルブレス夫妻）

は人間の動作を分析し、もっとも早くそして楽に行う方法を研究

しました。そのアウトプットとして次の 2 つがあります。  

①サーブリッグ分析  

 人間が作業を行う上での動作を 17 の基本的要素に分け、これを

第 1 種（作業を行う動作。運ぶ、位置ぎめ、組立…）、第 2 種（作
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業を行う上での補助的動作。さがす、考える…）、第 3 種（作業を

行わない動作。保持、休む･･･）に分類しました。そのうえで作業

の各要素をサーブリッグ（ギルブレスの逆つづり）とよび、それを

サーブリッグ記号という絵文字で表現しました。このサーブリッ

グ記号による動作イメージの図をベースとして、第 1 種の作業は

「順序・組合せの変更」、第 2 種は「モノの置き方などで、できる

だけカット」、第 3 種は「器具の活用、配置、組合せでカット」と

いう改善の基本的方向で考えることを提案しました。この考え方

は後の産業用ロボットを始めとする自動化技術に大きく貢献しま

す。  

②動作経済原則  

 ギルブレスはこれらの研究を通して、もっとも早く、楽に仕事を

行うための「動作経済原則」を発案しました。中身はごくあたり前

のことなのですが、結構ユニークでおもしろいものもあります。例
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えば「動作に連続性かつリズム感（！）を持たせる」、「両手の動作

は同時に始まり、同時に終わり、対称的な動作にする」（納得でき

ます）といったものです。「上から下への移動は重力を使え」とい

ったこともあり、これをベースに工場のベルトコンベアは立体的

（下から上へは動力を使い、上から下へは重力を使う）になりま

す。工場でのヒトの動きを考えるベースとなっています。  

 

２．ＩＥの手法  

IE の特徴は各メーカーがさまざまな方法を組み合わせ、改良し、

また新しい方法を生んでいることです。私も IE に関する本を何十

冊と読みましたが、その整理の仕方、そして用語が異なっていま

す。ここではその最大公約数を考えてみましょう。  

実際に使われている IE 手法は、次の 3 つくらいに分類すること

ができます。  
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（ 1） PTS 法  

 テイラーが考えた標準時間をもう少し厳密に定義します。  

標準時間⇒その仕事に適性を持ち、ある程度熟練している作

業員が一定環境（作業条件、作業方法、設備）のもとで、作

業を完了するのにかかる時間。標準時間は正味時間（実際に

仕事をしている時間）と余裕時間（仕事をしていない時間）

の和となる。  

余裕率＝余裕時間／正味時間  

標準時間を設定する手法を総称して PTS 法（ Predetermined 

Time Standard の略）といい、次の 2 つが有名です。  

・ MTM 法⇒Methods Time Measurement の略。人間の動作をいく

つかの基本動作に分け、基本動作の関係、大きさを識別して標準時

間を求めるもの。  

・ WF 法⇒Work Factor の略。作業時間に与える要因を 4 つ（身体

定義
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部位、移動距離、重量・抵抗、調節）に分け、これらによって標準

時間を決めるもの。  

 標準時間などの作業時間を調べていくと、習熟という現象があ

ることがわかります。  

習熟⇒同一の作業をくり返していくことによって、作業時間

が減少していくこと。  

「製品の累積生産量（トータル何個作ったか）」と「単位あたり

の製造原価（ 1 個作るのにかかるコスト）」に着目したグラフを習

熟曲線（Learning Curve）といいます。多くの場合下図のように

双曲線に近いものになるといわれています（もちろんならない場

合もあります）。作れば作るほど、どんどんコストが下がっていく

というもので、まさに規模の利益です。  

定義
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（ 2）工程分析  

 工程とは process の訳で、893 ページで述べたとおり、作業がそ

れを実行する順序がはっきりした状態をいいます。この順序に着

目して、作業を合理化していくものが工程分析です。工程分析にも

単
位
あ
た
り
製
造
原
価

累積生産量
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さまざまなパターンがありますが、サーブリッグ記号のように記

号を用いて工程の順を図示していくものが中心といえます。工程

分析は 3M（Man、Machine、Material）のどれに着目するかで次

のように分かれます。  

・製品工程分析  どの工程に、どんな部品や資材が使われて、製品

となっていくかを分析していくもの。これを各部品・資材の機能で

とらえていったものが VA。  

・作業者工程分析  作業する人に着目して、その人が各工程にど

ういう関わりを持っているかを分析するもの。流れ作業の設計な

どによく使われる。さらに 1 つの作業を複数の人が担当している

場合（組んでやるので組作業という）や、作業員が設備を使用する

場合（先ほどの組む相手が設備になったと考える）に、互いの関係

を工程をベースにして考えるものを連合作業者工程分析または組

作業者工程分析という。ネックとなっている工程の改善によく用
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いられる。  

・流れ工程分析  上の 2 つを組み合わせて 3M 全体がどのように

流れているかを図示して分析するもの。総合工程分析、または総括

工程分析ともいう。  

また工程分析の応用範囲としては次のようなものがあります。  

・事務工程分析  事務という仕事も作業に分け、工程をとらえ、工

程分析の手法を用いるもの。  

・運搬分析  761 ページのマテリアル・ハンドリングの訳。製造で

はなく工場内のモノの移動や搬送の合理化に、上の工程分析の方

法を用いたもの。  

・プラントレイアウト  流れ工程分析で作られる図をベースとし

て、設備の配置分析や改善を行うもの。  
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（ 3）稼働分析  

 作業員や設備の稼働状況を分析していくものです。代表的な手

法はワークサンプリング法です。これは適当な時間間隔ごとに「ど

ういう状況か」（動いている、止まっている…）を調べ、統計的手

法を用いるものです。稼働状況を母集団、調査時点を標本として、

標本から母集団を推定するというものです。統計的に処理できる

点が使い勝手が良いといえます。ワークサンプリングは現在では

人間の目による観察ではなく、ビデオを使って分析するのが一般

的です。  
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テーマ 69：設備  

 工場における設備の多くは外部メーカーから購入したものです。

設備の基本は性能（その設備が行う時間あたりの仕事量。パフォー

マンスという表現をとることが多い）ですが、これは購入元の外部

メーカーに依存しています。  

工場の設備管理は信頼性管理（設備が故障しないように管理す

るもの）、保全管理（故障してもできる限り早く修理すること）、設

備柔軟性（設備に柔軟性を持たせること。次の自動化技術で述べ

る）の 3 つに分けられます。  

 

 

１．信頼性管理  

（ 1）対象  
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 信頼性管理の対象は故障（設備が本来の機能を失うこと）だけで

はなく、ちょっとした「不具合」も含めて「ロス」として広くとら

えます。例えば停止ロス（工程自体が停止するもの。故障、段取り

替えなどがある）、チョコ停ロス（故障していないのに設備がチョ

ット停止したり、空転したりするもの。完全無人化のネックとなっ

ていることも多い。なかなかのネーミングです）、速度低下ロス（本

来の速度で動かすと不具合が生じるので、速度を落として使って

いる）、不良ロス（故障していないのに、何らかの理由で不良品が

アウトプットされるもの）などがあります。  

（ 2）指標  

 信頼性を表わす指標には次のようなものがあります。  
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MTBF⇒Mean Time Between Failures の略。平均故障間隔。

故障から次の故障までの平均時間。  

MTTR⇒Mean Time To Repair。平均修理時間。故障を修理す

る平均時間。  

故障率⇒λで表わされる。MTBF の逆数。  

稼 働 率 ⇒ ア ベ イ ラ ビ リ テ ィ （ A） と い わ れ 、 A=MTBF／

(MTBF＋MTTR)で表わされる。  

 設備管理の第１の指標は稼働率であり、MTBF および MTTR の

短縮で向上します。  

 

（ 3）故障のパターン  

 一般に設備の故障は時間の経過によって次の３つに分類されま

す。  

・初期故障  設備の製造ミス、設計ミスなどが原因で、使用当初に

定義
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発生する故障。故障率は次第に減少していく。  

・偶発故障  たまたま起こる故障。故障率はほぼ一定。  

・摩耗故障  設備の寿命が来たために起こる故障。故障率は時間

とともに高くなっていく。  

こう考えれば、一般に設備の故障率は下図のようなバスタブ曲

線（洋式の風呂のこと）をとることになります。  
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設備は一般に一定の故障率まで下がると使用が開始され、一定

の故障率を超えると処分します。  

一定の故障率

故
障
率

時間

初期故障期間 偶発故障期間 摩耗故障期間

使用開始 廃棄
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（ 4）修理  

 偶発故障時の対応、つまり修理は設備の故障した原因を特定し、

その対象部品を取り替えるのが一般的です。これにはボトムアッ

プ（FMEA）とトップダウン（FTA）の 2 つのアプローチがありま

す。  

・ FMEA⇒Failure Mode and Effects Analysis。設備を構成する各

部品の故障モードを明らかにしておいて、設備の故障時にこの原

因を考えていくこと。  

・ FTA⇒Fault Tree Analysis  。設備の故障状況から故障原因を考

え、故障部品の特定を目指すもの。  
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２．保全管理  

設備の保全管理は時代とともに進化してきました。その歴史を

追ってみましょう。  

（ 1）事後保全の時代  

 これが保全管理のスタートでした。「故障⇒修理」というもので

す。  

事後保全⇒設備が故障してから修理を行うこと。  

 

（ 2）予防保全の時代  

予防保全⇒設備が故障する前に保全すること。  

事後保全よりも予防保全の方が、低コストかつ高信頼性が得ら

れると考えられるようになりました。  

予防保全の具体策としては、状態監視保全（故障や欠点の兆候を

発見するために検査すること）、清掃、注油、調整、部品の定期点

定義

定義
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検、欠点を持つ部品の取換えといったことがあります。  

 

（ 3）生産保全の時代   

 予防保全を続けていくと、どうしても保全コストが増大してし

まいます。そこで予防保全と事後保全のバランスをとって、最小コ

ストで保全を実施しようと考えました。これを生産保全といいま

す。具体的には予防保全の間隔を最小コストになるようにしてい

きます。  

772 ページの EOQ のような発想です。  
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コ
ス
ト

最適保全間隔

予防保全の間隔

総コスト

事後保全コスト

予防保全コスト

予防保全の間隔を
大きくすることでコ

ストが下がる

予防保全の間隔を
大きくすると故障が
多くなり、コストが上

がる
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（ 4） TPM の時代  

 保全管理は TPM（ Total Production Maintenance）として完成

します。この特徴は次のような点です。  

①保全ミックス  

 各設備ごとに保全予防（信頼性の優れた設備を選定し、保全をし

ないで済むようになる）、予防保全、改良保全（設備が故障しにく

くなるように改良する）、事後保全などの保全手段を組み合わせて

最適なものとすることです。  

②自主保全  

 プロの保全技術者だけに任せるのではなく、設備を実際に運転

する作業員（オペレーターという）自身が、自主的な小集団活動

（995 ページで述べる QC サークルのようなもの）などを通して

行うというものです。  
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③ 5S 

 整理、整頓、清掃、清潔、しつけ（！）を徹底するというもので

す。近年では工場だけでなく、多くの仕事において 5S がキャッチ

フレーズとして使われています。  
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テーマ 70：自動化技術  

 工場内の自動化（人の仕事を減らすこと）のことを、OA（Office 

Automation）に対して FA（Factory Automation）といいます。

また製造へのコンピュータ適用を、設計の CAD に対して CAM

（Computer Aided Manufacturing）といいます。FA と CAM は

ほとんど同じ意味で使われています。ただしどちらの用語も近年

ではあまり使われず、「自動化」「自動化技術」と表現するのが一般

的です。  

 この自動化技術は 625 ページの IoT として進化していきます。

IoT で述べた内容を生産に着目してより詳しく述べていきたいと

思います。  
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１．計測と制御  

 IoT では計測を「センシング」と表現しました。生産の世界では

計測という言葉を使うのが一般的です。  

工場内の自動化は単純作業（同じ動作をくり返していくこと）を

機械が行うという形でまず実現します。 962 ページで述べたよう

に工場はいつか多品種少量生産の時代を迎え、FMS がテーマとな

ります。FMS とは、くり返し作業における「スピードを上げてい

く技術」ではなく、状況に応じてその動作を変えていく柔軟性を求

めるものです。ここで活躍するのが計測と制御という考え方です。 

（ 1）計測  

計測⇒制御する対象の温度、圧力、回転数などの特性を測定

し、数値（これを特性値という）や符号に変換すること。  

 計測器は次のような構成となっています。  

定義
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計測には誤差（測定値－真の値）がつきものです。誤差はエラー

（測定ミス、機器の不良）、偶発誤差（測定環境によってたまたま

生まれるもの。何回か測って統計的に処理する）から成ります。  

 

対
象

検
出
部

変
換
部

表
示
部

測
定
結
果

計測器

ばねばかり
でいえば

ばね
重さが縮み
具合に変換

針に伝わり
表示部の目盛によって

表示される



Lesson6生産 セッション 2：工場 

964 
© 2020 MC システム研究所 

 

（ 2）制御  

制御⇒  対象となるものを、目的に合うようにコントロールす

ること。  

シーケンス制御⇒  あらかじめ定められた順序に従って制御し

ていくもの。エアコンでいえば、 1 時間ごとにクーラーと送風

をくり返していくようなもの。  

フィードバック制御⇒  目標値を定めておいて、制御対象を計

測し、目標値と比較し、その差をなくすよう制御していくもの。

これを自動制御とよぶことが多い。エアコンでいえば室温を設

定して調整していくもの。  

フィードバック制御の典型は次のような構成です。  

定義
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 フィードバック制御は次の 3 つに分けることができます。  

 

比
較
部

調
整
部

操
作
部

制
御
対
象

検
出
部

冷たい風を出
す

計測。室温を
測る

設定温度と比
べる

設定温度より高
いので冷やす

エアコンの例
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プロセス制御⇒圧力、温度、水位などを目標値として、その変

化の原因に対して制御するもの。  

サーボ機構⇒位置や角度を目標値として、その変化を追いかけ

て制御（操作する位置を変えていく）していくもの。  

自動調整⇒速度、電圧、電流など目標値を常に一定に保つよう

に制御していくもの。  

 

２．ＮＣ工作機械  

計測、制御の技術を用いて作られたのが NC（Numeric Control：

数値制御）工作機械（加工する機械のこと）です。  

NC 工作機械⇒数値情報によって、その操作を制御する工作

機械。  

 NC 工作機械の一般的な構成は次のようになっています。  

定義

定義



Lesson6生産 セッション 2：工場 

967 
© 2020 MC システム研究所 

 

 

 
①加工図より工作機械に指令すべき情報（方向、寸法、送り速度、工具 NO な

ど）を読み取る。  

②それを決められたルールで数値に変えて（例えば「右は 1」「左は 2」など）

NC 装置本体に渡す。  

③NC 装置本体がこの数値をサーボ機構に理解できる信号に変える。  

④サーボ機構がその信号を受けて工作機械を操作し、工作物（加工対象とな

加工図 指令情報
NC装置本体

サーボ機構 工作機械
① ② ③ ④

CAD

コンピュータ

工作物
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るもの）を加工する。  

NC 工作機械は CAM の走りです。上の加工図を CAD で作るこ

とで、指令情報をコンピュータで作ることができます。こうして

CAD と CAM はコンピュータによって合体し、CAD/CAM とよば

れます。また数値情報では人間が覚えるのが大変なので（「右は 1」）、

これをコンピュータ（過去は制御コンピュータ、ミニコンなど専用

のものを使った。今ではパソコン）に覚えさせるようになりまし

た。  

このように NC 工作機械をコンピュータによって高度化させた

ものを CNC（Computerized NC）といいます。NC の対象となる

工作機械は旋盤（工作物を回転させて加工）、フライス盤（刃物が

回転して加工）、ホール盤（ドリルなどの工具で穴あけ）、中ぐり盤

（工作物と工具を回転させ中ぐり加工）、平削り盤（工作物を水平

に往復させて切削）、形削り盤（平削り盤より小さいものを対象）、
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ブローチ盤（工作物の表面にいろいろな形状を加工）、歯切り盤（歯

車の歯切り）、研削盤（硬い材料の加工や仕上げに使う）などさま

ざまなものがあります。  

 NC 工作機械の制御には、位置ぎめ（穴あけのように工具の位置

のみを制御）、直線切削（直線加工などを制御）、連続通路（平面ま

たは立体面の加工を制御）という 3 つのパターンがあります。  
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３．産業用ロボット  

CAM の世界で、NC 工作機械の次に誕生したのが産業用ロボッ

トです。ロボットとは一般には自動化した機械などを総称して指

すことが多いのですが、生産の世界では次のように定義されます。 

産業用ロボット⇒自動制御によるマニュピュレーター（人間

の腕や手の機能を持っているもの）、移動機能（足）などを

持ち、各種の作業をプログラム（やり方を指示したもの）に

よって実行する産業機械。  

普通のイメージとは異なり、自由に動く「仕事をする手足」の機

能を持ったものを主に指しており、それが NC 工作機械と違う点

です。  

そのため工作物の着脱、材料・素材の供給、溶接、塗装などの作

業に威力を発揮します。産業用ロボットはその機能によって次の

ように分類されます。  

定義
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①マニュアル・マニュピュレーター  

 厳密にはロボットとはいえませんが、その原点ともいえるもの

です。マニュピュレーターを人間が離れた所から使い、対象物を空

間的に移動するものです。ゲームセンターにある UFO キャッチャ

ーのようなイメージです。マテハン（重いものを動かす）、原子力

（人間がやると危険）、海洋関係の作業（息が続かない）などに用

いられています。  

②シーケンスロボット  

 マニュピュレーターをシーケンス制御するものです。各種スイ

ッチを使って、定められた順序に動作をします。  

この順序を変えられるようにしたものを可変シーケンスロボッ

トといいます。機械加工、プレス、プラスチック成形、ダイカスト

（溶かした合金を流し込み鋳造するもの）、組立などに用いられま

す。  
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③ティーチング・プレイバックロボット  

 人間がマニュピュレーターを動かして教えた動作を、各関節の

データを読み取って認識し、それを指示によって再生していくも

のをいいます。溶接、塗装、機械加工などに利用されます。627 ペ

ージで述べたようにこれが日本で考えられ、産業用のロボットマ

ーケットを席巻しました。  

④ NC ロボット  

 マニュピュレーターを NC によって制御するものです。やはり

溶接、塗装、機械加工に使われます。  

⑤知能ロボット  

 人間の感覚を各種センサーに置き換え、それによって計測し、認

識し、判断して自己を制御するものをいいます。溶接の他、半導体

製造、検査測定、組立などに用いられます。649 ページで述べたよ

うにここに進化した AI が適用されつつあります。  
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 CNC、産業用ロボットなどは 1 台のコンピュータにすべて接続

され、その制御のもとに動くようになります。これを群管理システ

ムといいます。  

これらの自動化はコンピュータとの接続でメカトロニクスとよ

ばれ、 1 つの技術分野として確立されています。  

メカトロニクス⇒Mechatronics。ME と略す。メカニズムと

エレクトロニクスを結合した造語。機械技術、計測、制御、

エレクトロニクス、コンピュータなどを結びつけて１つのシ

ステムとして統合化する技術。  

メカトロニクスは次のような要素から成り立つと考えられます。 

・センサー  計測を行うもの。人間の感覚器にあたる。  

・メカニズム  機械本体。人間の骨格、手足にあたる。  

・コンピュータ  人間の頭脳にあたる。  

・アクチュエーター  操作を行うもの。人間の筋肉にあたる。  

定義
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・パワー源  エネルギーを蓄積するもの。人間の内臓にあたる。  
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テーマ 71：品質とは  

品質（ quality）とはファジーな言葉であり、よく定義されずに

使っています。本テーマでは品質、品質管理といったものを整理し

ていきます。品質には 591 ページで述べた統計の考え方がよく用

いられます。  

 

 

１．品質  

（ 1）品質の定義  

まず品質という言葉の範囲です。最近では経営品質、サービス品

質といった使い方もしますが、ここではメーカーの生産する品、つ

まり製品の質をその対象とします。  

887 ページで述べたように生産は PLAN→DO→SEE の 3 ステッ



Lesson6生産 セッション 3：品質管理 

977 
© 2020 MC システム研究所 

 

プであり、品質は最後の SEE 段階と考えられます。PLAN は設計・

調達・生産計画からなりますが、ここで設計のみを PLAN とし、

調達・生産計画は DO、つまり製造の範囲として考えてみます。品

質は SEE ですので｢設計段階の品質｣の SEE(略して設計品質とい

う )と「製造段階での品質｣(略して製造品質という )の SEE に分か

れます。設計品質とはその製品が高い質を持って設計されている

かということを指します。例えば｢スピードが早い｣「おいしい」「き

れい」｢強度が高い｣…といったものです。これは｢どのような製品

を作るか｣という設計仕様（スペックともいう）と同じものと考え

られます。例えば｢毎分 40 枚プリントできるプリンタを作る｣とい

うものです。本書では設計品質を「設計仕様」という言葉で統一し

ます。そうすると品質＝製造品質です。  
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（ 2）製品機能  

製造という仕事は設計仕様どおりに作ることが使命です。しか

し必ずしも設計仕様どおりに製品を作ることはできないといえま

す。この設計仕様に対して、実際に製造された製品の仕様を「製品

機能」と表現します。これでやっと品質が定義されます。  

品質⇒製品が設計仕様どおりに作られているかを表わす指

標。  

品質＝  
製品機能

設計仕様
≦  1 

 

（ 3）製品価値  

「製品機能＝設計仕様」となった時を絶対品質といい、品質は

｢1｣と表現されます。一方作る前は製品機能はないのですから「 0」

となります。品質は 0 から 1 の値を取るものとなります。上の式

定義



Lesson6生産 セッション 3：品質管理 

979 
© 2020 MC システム研究所 

 

を変形すると「製品機能＝設計仕様×品質」となりますので、928

ページで述べた VA の「製品価値」（V）の考え方を取り入れると、

次のようになります。  

製品価値（ V）＝
製品機能

コスト
＝

設計仕様 ×品質

コスト
 

 

（ 4）顧客満足度  

403 ページで述べた顧客満足度（CS）です。｢満足度｣というく

らいなので、顧客それぞれに絶対満足 (製品に満点をつける状態、

もちろん人によって違う )という状態があるはずです。絶対満足は

速さ、おいしさ、強さ…など設計仕様の項目と同じものとなるはず

です。  
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   各顧客ごとの満足度＝
製品価値

絶対満足
＝

設計仕様

絶対満足
×

品質

コスト
 

製品の顧客満足度＝∑各顧客の満足度／顧客の数  

＝各顧客ごとの満足度の平均 (∑は和という意味 ) 

こう定義すれば｢顧客満足度を高める｣という行動をとるという

ことは、次のようなことを行うことをいいます。  

・各顧客の絶対満足の項目を定義するために、顧客にヒアリング

したりアンケートをとるなどして調べる（母集団を全部調べるの

は無理なので、サンプリングして統計処理する）。各項目はもちろ

ん数値化しないとならない。  

・絶対満足の各項目ごとに、設計仕様をこれに近づける努力をす

る。  

・品質を高める（設計仕様どおり作る。つまり製品機能を設計仕様

に近づける）。  

定義
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・コストをダウンする (もちろん顧客への提供価格に反映させる )。 

 

（ 5）品質は数字  

品質のプロは「測れないものを品質とはいわない」と言います。

品質は「設計仕様どおりに製造できたか」を表す「数字」です。数

字に表わせないものはありません。一般に数字に表わす前の状態

を実体といいます。ここで実体とその数字が合っているかは別で

す。合っていなかったら合うように数字を変えていくしかありま

せん。「速さ」はスピードですので数字化は簡単です。「おいしさ」

は数字に表すのが難しそうですが、「すごくおいしい」「おいしい」

「ふつう」「まずい」「すごくまずい」にそれぞれ 5,4,3,2,1 をあて

はめれば数字になります。これを数量化といいます。  

品質は数字です。「良い」ではなく「高い」と表現すべきです。 
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２．品質管理  

（ 1）品質管理の定義  

品質に関する仕事は PDS の SEE にあたる部分であり、品質管

理と表現されます。SEE は 118 ページで述べたように CHECK と

ACTION という 2 つの仕事に分けられます。CHECK は「設計仕

様どおり作られているか」つまり品質を測ることであり、ACTION

は「設計仕様どおりに作られていない部分をどうやって近づける

か」という仕事です。したがって品質管理という仕事は次のように

定義できます。  

品質管理⇒品質に関する仕事。  

＝品質測定（CHECK）＋品質向上（ACTION）。  

品質測定⇒品質を測る仕事。  

品質向上⇒品質を高める仕事。  

 

定義
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（ 2）品質測定  

品質測定の世界では不良品という不思議な言葉を使います。不

良品とは直感的には「設計仕様どおりに作られていないもの」と考

えられます。例えば「長さ 10 ㎝」と設計したら、10 ㎝以外の製品

はすべて不良品です。つまり絶対品質を持つ製品以外はすべて不

良品です。しかしこれには次の 2 つの問題があります。  

・正確に長さを測ることはできない。測定ミスは必ずある。  

・「ちょうど 10 ㎝」に作ることなどできない。そもそも長さは連

続数であり、数学的には「ちょうど 10 ㎝」をとる確率はゼロ、つ

まりありえない。  

そう考えれば絶対品質（設計仕様＝製品機能）の製品はなく、す

べて不良品となってしまいます。そこで長さを「測定してみて 9.99

㎝～10.01 ㎝なら良品とする」といった考え方が必要となります。

これを許容、その範囲を許容範囲といいます。この許容範囲を超え
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てしまうことを異常といいます。これでやっと不良品が定義でき

ました。  

異常⇒設計仕様の許容範囲を超えてしまうこと。  

不良品⇒いくつかの設計仕様のうち 1 つでも異常のある製

品。  

良品⇒ 1 つも異常のない製品。  

許容には測定ミスなどによる 2 つの誤りがあります。  

第一種の誤り⇒良品を不良品と判断すること。  

第二種の誤り⇒不良品を良品と判断すること。  

 

（ 3）品質向上  

品質向上とは「品質測定によって異常となった不良品の異常を

とり除くこと」となります、この作業によって品質（製品機能／設

計仕様）が上がっていきます。  

定義

定義
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品質向上にはコスト（時間）がかかります。品質向上という仕事

は品質が上がっていって、許容範囲に入ったらそこで仕事をやめ

ます。グラフで考えると次のようになります（このような曲線を数

学では指数曲線といいます）。  
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品
質

絶対品質

許容範囲

1

コスト（時間）

ここでやめる
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この曲線は絶対品質（製品機能＝設計仕様）に品質向上という努

力で近づいていますが、先ほど述べたように絶対品質にたどりつ

くことはありません（正確に言うと、たどりついたことが証明でき

ません）。そこで許容範囲を決め、その努力を終え、製品を世に出

します。  

 このように品質向上の度合をチェックするために、異常を発見

し、良品、不良品の判定を行う品質測定を特に検査（テスト）とい

います。検査を終えて許容範囲に入った製品はその品質を保証す

ることになる（許容範囲までの品質に達している）ので、品質保証

といいます。品質管理の仕事のイメージは次のようになります。  
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工程内品質管理（ 935 ページ参照）  

設計

調達

検査

品質向上

品質保証 出荷

品質管理

製造



Lesson6生産 セッション 3：品質管理 

989 
© 2020 MC システム研究所 

 

テーマ 72：品質管理の実際  

ここでは品質管理の詳細を学びます。テーマは検査、QC7 つ道

具、「品質保証と ISO」の 3 つです。  

 

 

１．検査  

（ 1）検査の種類  

 テーマ 71 で述べた検査は次の 2 つに分けることができます。  

全数検査⇒製品全部について検査する。  

抜取検査⇒製品の一部を検査する。  

抜取検査は全数検査がコスト的 (検査でコストに見合う品質向

上が得られない )、物理的 (検査をすると製品出荷できなくなってし

まう。ペットボトルの飲料を開けて検査すると出荷できない )にで

定義
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きないときに行われます。消費財ではむしろ抜取検査が普通とい

えます。  

抜取検査は製品をロット (一定数量 )に分け、ロットから無作為に

(「何の意図も持たず」ということ。良さそうなものを選んだり、

悪そうなものを選んだりしない )標本を抽出し、ロット全体（母集

団 )を統計的に推定していきます。抜取検査にも第一種の誤り（合

格ロットを不合格とする。｢生産者リスク｣ともいう）と第二種の誤

り (不合格ロットを合格とする。｢消費者リスク｣ともいう )がありま

す。  

 

（ 2）品質保証  

 生産者リスクはメーカーにロスを発生させますが、消費者リス

クは顧客に不良品が渡ることになります。ただ全数検査をしたと

しても 978 ページで述べたとおり絶対品質となることはなく、第
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二種の誤りはあります。不良品が渡る可能性はあるのですから｢不

良品を出したらどうするか｣を考えることは必須です。これがサー

ビスセンター、消費者センター、お客様窓口といわれる「不良品の

受付窓口」を作る理由です。  

品質保証とは一定の確率に不良品を抑えることだけではなく、

一定の確率で不良品が出ることを知り、どう対応するかを決める

ことです。例えば｢１年間は不良品は無償で修理する。それ以降は

修理費を負担してもらう｣といったことです。  

 

（ 3） OC 曲線  

 次のような抜取検査を考えて見ましょう。  

・検査ロット（検査の対象となる製品のグループ）の大きさ… N 個  

・標本の大きさ（何個サンプリングするか）… n 個  

・許容範囲…不良品が c 個までならそのロットを合格とする  
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・検査ロットの真の不良率… p（「神のみぞ知る」です）  

 このロットの合格率と不良率の関係は、下図のようななだらか

な曲線になることが知られています。この曲線のことを OC 曲線

(Operating Characteristic の略。検査特性曲線）といい、ロット

の大きさ (N)、標本の大きさ（n）、許容範囲（ c）が決まると、一本

の OC 曲線が引けます。   
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ロットの不良率

ロットが合格する確率

10

1



Lesson6生産 セッション 3：品質管理 

994 
© 2020 MC システム研究所 

 

①不良率の推定  

 ある工場で同じ製品を作っており、一定の抜取検査をやってい

けば、全体としてのロットの合格率（ロットの合格率の母集団）が

推定できます（合格ロット数／全ロット数）。ロットの合格率が推

定されれば、上の曲線から工場全体の不良率も推定されることに

なります。  

②抜取検査の設計  

 OC 曲線が決まると、生産者リスク、消費者リスクの確率が数学

的に計算できます。  

逆に一定のロットサイズ (N)において生産者リスクの確率と消

費者リスクの確率を決めれば曲線が１つに決まります。そうなる

と標本の大きさ（n）、許容範囲（ c）が決められることになります。

つまり両リスクを決定すれば抜取検査が設計されることになりま

す。  
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２．ＱＣ 7 つ道具  

設備保全が TPM に向かっていったように（ 959 ページ参照）、

品質管理も TQC（Total Quality Control：総合品質管理）へと向

かっていきました。TQC も TPM 同様に、プロの品質管理者だけ

に任せるのではなく、作業員自身が小集団活動などを通して行う

ものへと変化していきます。このように工程内の作業員が自らの

工程における品質を皆で考えていくことを QC サークルといい、

いつの日か品質だけではなく作業改善までを行うようになります。 

この QC において用いられる次の 7 つの方法を、QC7 つ道具と

呼びます。  

（ 1）管理図  

 QC におけるもっともポピュラーな手法が管理図とよばれるも

のです。これは対象となるモノの状態を表す特性値をグラフ化し

たものです。  
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このグラフの目的は特性値が設計仕様の許容範囲かをチェック

し、範囲外のものを異常と判断し、その原因を追究し、是正措置を

とるというものです。  

 許容範囲の上限値を上方管理限界（Upper Control Limit：UCL）、

下限値を下方管理限界（Lower Control Limit：LCL）といいます。  

 

この許容範囲にはその特性値を 596 ページで述べた正規分布と

平均

異常異常

3σ3σ
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考えて、標準偏差（σ：シグマという符号を使う。正確にいえば標

本の標準偏差で母集団の標準偏差を推定したもの）の 3 倍を取る

ことが多いので、3 シグマ法といわれます。こうすると異常をとる

確率は 0.3％となります。これを標準偏差の 6 倍まで持っていくと

シックスシグマとよばれます。（一般的にはシックスシグマは「極

めて厳しい品質管理体制」という意味で使われています）  

管理図は次図のようにプロット（点を打つ）して、これを線でつ

ないでいきます。  
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管理図はその特性値によって次のようなものがあります（以下

は一定のロット単位に製品を生産していることを例としていま

す）。  

異常

ロット

UCL

LCL

×

×

×

×

×

×

×

×

3σ

3σ

特
性
値
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・ R-x 管理図  特性値が重さ、長さのような計量値（連続量として

測定）のものの時に使う。ロット内の製品の平均値 ( x）と、偏差

（R：ロット内の最大値－最小値）をプロットするもの。  

・ P 管理図、 Pn 管理図  特性値が不良品の個数の時に使う。不良

率としてプロットするものが P 管理図、個数としてプロットす

るのが Pn 管理図。  

・C 管理図、u 管理図  特性値が製品中の欠点の数や事故の頻度の

ものが C 管理図。単位あたりの数に換算したものが u 管理図。  

 

（ 2）ヒストグラム  

 特性値の出現頻度を棒グラフにしたものです。分布の状態がと

らえやすいといえます（ 597 ページ参照）。  
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（ 3）プロット図  

 581 ページで述べたプロット図です。これは 2 つの対応する特

性値の相関関係を見ようとするものです。相関とは「片方が増える

と、もう片方も増える」（これを正の相関という）、「片方が増える

と、もう片方は減る」（負の相関）という 2 つの変数の関係をいい

ます。  
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工程の1人あたり残業時間
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・
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正の相関あり
異
常
個
数 ・

・

・

・

・
・

・

異
常
個
数

室温

・
・

相関なし

・

・
・

・

・

・

異
常
個
数

作業員への教育時間

・

負の相関あり

残業時間が増えると
異常個数が増えている

室温の変化に異常個数
は関係なさそう

作業員へ教育すると
異常個数が減っている

・

・

・

・
・

・

・

・

・

・

・

・ ・
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・
・

・

・
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 これを－ 1～1 の数字で表したものを相関係数といいます。これ

はプロット図同様にエクセルで計算できます。具体的なやり方は e

－ラーニングの「数字活用力向上講座」で学んでください。  
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（ 4）パレート図   

 

原因項目

損
失
金
額

包装
異常

重量
異常

形状
異常

強度
異常

その他

×

×

×
× ×
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上のプロット図に棒グラフを組み合わせたものです。  

特性値を原因などの項目別にとらえようとするものです。たて

軸には個数、頻度のほか損失金額なども使われ、その大きい順に並

べます。さらにこれを累積していってプロット図で表します。これ

を曲線（ 586 ページ）で表すと 986 ページで述べた品質向上の曲

線のイメージとなります。重要な原因から手を打つことで、その分

だけ品質を向上していく感じがとらえやすいといえます。  

 

（ 5）特性要因図  

 異常の発生に際し、その発生に影響のある要因を図解したもの

です（魚の骨図ともいいます）。  
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（ 6）チェックシート  

 測定・点検すべきすべての項目を表にしておき、測定・点検が終

わったらチェックを入れていくものです。単純ですが、きわめてポ

ピュラーです。  

 

要因②

要因①

要因③

××異常発生

要因②-1
要因①-1

要因①-2

××異常発生の原因は
①②③にあり
①は①-1と①-2からなる
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（ 7）層別  

 これも単純な発想ですが、特性値をいくつかのグループに分け

るというものです。例えば異常発生の原因を 4M（ 885 ページの

Man、Machine、Material に Method：方法を加えたもの）に分け

るといったことです。  

（最後の 2 つは 7 つ道具という程のこともないようにも思います

が…）。  

 

３．品質保証とＩＳＯ  

品質保証とは「絶対品質ではない製品を出荷する」ということを

前提に考えられたものです。つまり製品出荷後「何かあったらどう

するか」（＝リスク）をあらかじめ考えておくことです。これには

650 ページで述べたセキュリティリスクと全く同じ考え方がとら

れます。  
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しかしリスクへの対応はどこまでやってよいかわからず、また

発生時対策が打てないことも多いといえます。ここで企業として

考えるのは「普通」の対応をとるということです。リスクは消えず、

その対応はきりがないので、どこかでやめます。このやめるライン

が欲しいところです。万全の対応ができないなら「普通の対応」を

そのラインとしたい所です。普通の対応をとっていて、仮に何らか

のトラブルが起こっても「こんなことを考えていなかったのか。こ

んなことを対応してなかったのか。」という批判は避けられます。

逆に普通の対応をとっていないとその批判をあびて、法的という

よりも社会的に企業は最悪の事態を迎えます。  

 品質に関し、「普通の対応」をしていることを保証してくれるの

が ISO9000 といえます。 ISO(International Organization for 

Standardization：国際標準化機構 )とは国際間のルール、手続き、

プロトコルなどさまざまな規格の標準化を行う国際機関であり、
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日本でもこれに参加しています。日本では工業標準化法にもとづ

い て 規 格 の 標 準 化 を 行 い 、 そ の 規 格 は JIS(Japan Industrial 

Standard)とよばれています。WTO(World Trade Organization：

世界貿易機関）への加盟国（日本も参加している）は ISO と自国

標準をあわせることが義務づけられており、 ISO と JIS は基本的

には整合性がとれています。  

企業が生み出す製品・サービスが ISO の標準規格に基づいてい

るかを認証する（いわゆるお墨付きを与えること）ことを適合性評

価といいます。適合性評価には製品認証（モノ）、要員認証（ヒト）

の他マネジメントシステムについても行っています（マネジメン

トシステムでは認証とはいわず審査登録という表現を使っていま

す）。日本では（財）日本適合性認定協会が認定する審査登録機関

が、各企業の審査登録を行っています。  



Lesson6生産 セッション 3：品質管理 

1009 
© 2020 MC システム研究所 

 

 

マネジメント審査登録としては次の 2 つが有名です。  

・ISO9000 シリーズ  品質管理、品質保証に関する規格で、ISO の

9000 番台（規格番号）にあるので、 ISO9000 シリーズ (普通は

ISO9000 といっている )という。このうち品質マネジメントシステ

ムへの要求事項 (審査登録に必要な事項 )は ISO9001 に規定されて

いる。これはあらゆる規模、業態の組織にも適用できるとしてい

る。  

・ ISO14000 シリーズ  組織の環境に果たすべき役割について規定

したもの。これも普通は ISO14000 といっている。このうち環境

マネジメントシステムへの要求事項は ISO14001 に規定されてい

る。  

（財）日本適合性認定協会 審査登録機関 企業

審査・認定 審査・登録 認証企業
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この他セキュリティマネジメントシステムとしての ISO27000

シリーズ（ ISO27000）なども有名です。  
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テーマ 73：原価計算  

 原価とは「何かあることを行うのにかかった費用」のことをいい

ます。製造原価とは「製造」という仕事にかかった費用であり、製

造原価計算（本書ではこれを原価計算と表現します）とは、これを

計算することです。原価計算は生産における最後の評価といえま

す。  

 

１．原価計算の目的と分類  

（ 1）目的  

原価計算は次のような目的で行われます。  

①会計のため  

 「Lesson2」で学んだように、企業は会計という仕事をして、決

算書を作る義務があります。メーカーはその会計という仕事の一
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環として、原価計算を行わなくてはなりません。  

②原価管理のため  

 生産という仕事から考えると、原価計算を行うもっとも大切な

目的です。予測原価と実績原価を比較して（CHECK）、次の生産に

役立てる（ACTION）という「SEE」そのものです。  

③価格設定のため  

 過去の原価計算の結果から、次の製品原価を予測して、製品の販

売価格設定に用います。この仕事は見積とよばれます。  

 

（ 2）分類  

 目的から考えて、原価計算は実施段階によって次の 2 つに分け

られます。  

・実際原価計算⇒製造が終わってから、実際にかかった原価を計

算すること。  
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・標準原価計算⇒製造する前に、あらかじめ予定または目標とす

る原価を計算すること。  

 原価計算はどの単位で行うかによって、次のように分類されま

す。これは生産方式に依存しています。  

・個別原価計算⇒個別注文ごと、あるいは一定のロット単位に原

価を計算していくこと。受注生産のメーカーによく見られる。  

・総合原価計算⇒ある製品について、期間を決めて原価を計算し、

その期間内の製造数量で割って、単位あたり原価を求めること。見

込み生産のメーカーによく見られる。  

さらに原価計算をどの範囲まで行うかによっても、次のように

分けられます。  

・全部原価計算⇒製造で発生するすべての原価要素について計算

すること。  

・部分原価計算⇒一部の製造原価について計算すること。この代
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表的なものが直接原価計算。  

直接原価計算は生産現場でコントロール可能なもの（変動費）と、

不可能なもの（固定費。経営サイドの意思決定で決まる費用）に分

け、その責任を明確にするものです。生産現場での利益計算、予算

管理などに用いられます。  

直接原価計算⇒原価を変動費（売上に比例する費用。後で述

べる直接費と考えてもよい）と固定費に分け、変動費のみを

集計していくもの。  

 

（ 3）項目  

 原価計算は「費用の集計」なのですが、その集計単位となる費用

項目は、次の 2 つの観点から分類されます。  

・形態による分類  費用の発生形態によって分けるもの。材料費

（原材料、部品費、燃料費…）、労務費（人件費）、経費（それ以外）

定義
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に分ける。  

・製品との関係による分類  2 種類以上の製品を製造している場

合、どの製品を作るためにかかった費用であるかを認識できるも

のを直接費、できないものを間接費（共通費ともいう）という。  

 この組み合わせによって本来は 6 つに分かれるのですが、一般

に直接材料費、直接労務費、直接経費および間接費の 4 つを、原

価を集計する時の大分類とするのが普通です。  

 

２．実際原価計算の進め方  

一般的な実際原価計算は次のように進めていきます。これらは

もちろんコンピュータ化されています。  

①費用の把握  

 まず個別費用の実際発生額をとらえます。  

・材料費  「材料消費量×材料単価」で求めます。材料消費量は一
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定期間ごとの棚卸（「Lesson2」参照）で確定します。材料単価は

購入原価を使うのですが、定期的に買っているものは、単価が動く

ことも少なくありません。その場合は先入先出法（先に入ってきた

ものから先に出ていくと考えて原価を計算する）、後入先出法（後

から入ったものが先に出ていくと考える）、移動平均法（購入ごと

に平均を出す）、総平均法（一定期間ごとに平均する）、個別法（単

価のちがうものは分ける）などが用いられます。  

・労務費  「作業時間×賃率」で求めます。作業時間は集計区分ご

とにコンピュータへ入力します。賃率（時間あたり給与）は、一般

的には平均賃率（部門、工程、職種ごとの時間あたりの平均給与）

が用いられます。  

・経費  財務会計のデータが用いられます。  

②直接費集計  

 ①の費用を直接費と間接費に分け、直接材料費、直接労務費、直
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接経費を集計します。  

③間接費集計  

 間接費を次の 2 つに分けます。  

・部門個別費  費用発生部門が明らかな費用（監督員人件費など）   

・部門共通費  費用発生部門が明らかでない費用（工場の水道光

熱費など）  

 部門共通費を何らかの基準（作業時間、前期売上構成比など）で

部門へ配賦します。直接作業時間で配賦すると次のようになりま

す。  

工場の総直接作業時間

その部門の直接作時間
部門共通費部門配賦額＝         

部門個別費に部門配賦額を加えて部門費を出します。  

 

 

←配賦率という  

 



Lesson6生産 セッション 4：原価 

1019 
© 2020 MC システム研究所 

 

④原価集計単位別の計算  

 ③の部門費を製品や工程など、原価集計単位（アカウントとい

う）に配賦します。この配賦率も直接作業時間や前期売上構成比が

使われます。  

 

３．原価管理  

まず原価管理という言葉について定義しましょう。  

原価管理⇒原価計算によって得られた製造原価を、生産に活

用していくこと。コストコントロール、コストマネジメント

ともいう。  

原価管理の適用分野は主にコストダウンです。つまり原価計算

をすることで原価を下げるというものです。したがって原価管理

の中心は標準原価計算となります。標準原価計算は実際原価計算

と同様のやり方で行われます。すなわち製造をする前に材料消費

定義
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量、作業時間を予測して、これに標準単価、標準賃率をかけて、各

製品や注文別に標準原価を計算します。  

そのうえでその製品責任者（プロダクト・マネジャーという）、

注文責任者（プロジェクト・マネジャーという）はこれを目標（そ

のためこれを目標原価という）として製造を行います。製造終了

後 、 目 標 原 価 と 実 際 原 価 の 差 異 を 分 析 し 、 そ の 理 由 を 考 え

（CHECK）、次の製造に役立てるというものです。  

こうすることで目標原価におさえようとする努力、そして思い

どおりの原価にならなくても、次の製造の適正な目標原価を計算

するという PDCA の王道をいくものです。  

ここでの中心は CHECK、すなわち差異分析であり、次のように

費目別に行います。  
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（ 1）直接材料費の差異分析  

 

 

この差異を図で表わすと次のようになります。  

直接材料費差異＝実際直接材料費－標準直接材料費

＝（実際消費量×実際価格）－（標準消費量×標準価格）

＝（実際消費量－標準消費量）×標準価格

数量差異

＋
（実際価格－標準価格）×実際消費量

価格差異

定義
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直接材料費の差異を数量差異と価格差異に分け、その原因を分

けて考えようとするものです。数量差異については、現場のプロダ

クトマネジャーやプロジェクトマネジャーの責任とします。その

標
準
価
格

実
際
価
格

標準消費量

実際消費量

価格差異

数量差異
標準直接材料費
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うえで原因が｢予測ミス｣か「工程での材料の使用方法に問題があ

った」かを考えます。前者の場合は当然のことですが次の予測を変

え（材料消費量を変更する）、後者の場合は次の工程での管理（材

料の使用方法を変える）を考え直します。  

価格差異については、調達部門が同様に予測ミスか発注の問題

かを考え、同じように手を打っていきます。  

 

（ 2）直接労務費の差異分析  

直接労務費も同様に以下の 2 つに分けて考えます。  
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これも同様に、時間差異を現場のマネジャーが、賃率差異を人事

スタッフがそれぞれ考えます。  

直接労務費差異＝実際直接標準労務費－標準直接労務費

＝（実際時間×実際賃率）－（標準時間×標準賃率）

＝（実際時間－標準時間）×標準賃率

時間差異

＋
（実際賃率－標準賃率）×実際時間

賃率差異

定義
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テーマ 74：ＡＢＣ  

従来の原価計算では製品別、注文別に原価はわかりますが、それ

以上の応用は難しいといえます。近年では、製品ではなく作業に着

目した ABC を導入する企業が増えています。  

 

 

ABC⇒Activity Based Costing の略。作業別原価計算。作業

別に原価をとらえ、原価管理、見積に応用していくもの。  

注文を受けて印刷、製本し、それを梱包する印刷工場の例で、こ

の ABC を考えてみましょう。  

（ 1）コストセンターごとの原価計算  

 仕事を作業に分けます。ここでは「印刷」「製本」「梱包」「その

他」に分けます。この作業単位に原価を集計していくので、これを

定義
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コストセンター（コストプールともいう）といいます。  

コストセンターごとの原価は多くの場合、人件費とそれ以外（経

費）に分かれます。人件費は実際原価計算の労務費同様に「作業時

間×賃率」となります。  

前期の結果は以下のとおりでした。  

 

 

項目

ｺｽ ｾ   
印刷 製本 梱包 その他の作業

5,000 2,000 1,000 500

3,000 2,500 2,000 2,000

15,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000

7,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

22,000,000 8,000,000 4,000,000 2,000,000原価（円）

時間（H)

賃率(円/時間)

人件費(円）

経費(円）
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（ 2）コストドライバーレート  

 各作業の大きさを表す「ものさし」を各々 1 つ決めます。これを

コストドライバーといいます。印刷は、製本は冊数、梱包は箱数と

します。  

項目

ｺｽ ｾ   
印刷 製本 梱包 その他の作業

　22,000,000円　8,000,000円　4,000,000円　　2,000,000円

200,000ﾍﾟ   5,000円 80箱
（総原価）

34,000,000

1ﾍﾟ   あたり
11円

1冊あたり
1,600円

1箱あたり
50,000円

1円あたり
0.06円

コストドライバーレート

原価

作業量

 
そのうえでこのコストドライバーの数量で、コストセンターの

原価を割って、コストドライバーあたりの単価を出します。これを

コストドライバーレートといいます。どのコストセンターにも属

さない「その他の作業」については総原価（各コストセンターの原
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価合計）で割っておきます。  

 

（ 3）ＡＢＭ  

 このようにして計算されたコストドライバーレートを、さまざ

まな仕事に使っていくことを ABM（Activity Based Management）

といいます。ABM も他の原価計算同様に次のような目的で行われ

ます。  

①原価目標  

 例えば「 1 ページあたりの印刷コストを 10 円まで下げよう」と

いった原価目標、原価予算を作ることができます。またどうすれば

下げられるか（どの作業の時間を落とせば原価がどれ位下がるか

…）も考えることができます。  

②原価差異分析  

 原価アップした場合には、どの作業の原価がその原因かがわか
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ります。  

③見積  

 例えば 1 冊 200 ページ、50 冊で 1 箱梱包の注文があれば次のよ

うに計算できます。  

 

 

ABC/ABM は生産だけでなく、各種サービス、物流、店舗オペレ

ーション、事務作業などさまざまな仕事で広く使われています。  

見積原価＝（200×50×11＋50×1,600＋1×50,000）×1.06

総ページ数 冊数 箱数 1円当たり0.06円

＝（110,000 ＋ 80,000 ＋ 50,000） × 1.06

＝254,400円
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Lesson 7 ビジネス法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

現代企業のキーワードの 1 つにコンプライアンスがあります。つ

まり法を守ることです。しかしビジネスに関する法だけでも果て

しなくあり、毎日のように変わっています。ビジネスマンとして

このすべてを覚えることは無理です。ビジネスナレッジとして求

められるのは「法のコンセプト」と「どんな法があるか」の 2 つ

となります。  
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【学習するキーワード】  

法、法律、コンプライアンス、契約自由の原則、請負契約、委任契約、 

雇用契約、契約不適合責任、リース契約、働き方改革関連法、  

労働基準法、  

労働契約、使用者、非正規雇用、同一労働・同一賃金、三六協定、  

フレックスタイム制、みなし労働制、高プロ、臨検、均等法、  

間接差別、  

ポジティブアクション、セクハラ、労派法、知的財産権、職務発明、

予約承継、著作権、 WIPO、 PL 法、環境アセスメント、 PPP、  

不正アクセス禁止法、個人情報保護法、法人税、源泉徴収、年末調整、

連結納税  



Lesson7ビジネス法 セッション 1：法の基本 

1032 
© 2020 MC システム研究所 
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テーマ 75：法とは  

 ここではビジネスの環境情報としての“法”について学習しま

す。これまでのナレッジでも会社法、独禁法など多くの法について

触れてきましたが、ここで整理してみましょう。  

本テーマでまずは法の世界を学び、次テーマ以降はこれまで本

テキストで述べてこなかったビジネスに関する法を整理していき

ます。  

 

１ .法の整理  

（ 1）法の定義  

法⇒公によって認められ、それを行うことを強制されるルール  

法律⇒国会で決めた法  

また次の 2 つの法と法律をあわせて法令といいます。  

定義
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・命令  政府が決める法。このうち内閣として制定するものを政

令、各省で制定するものを省令という。  

・条例  都道府県、市町村など地方公共団体（地方自治体ともいう）

が決める法。その中だけで適用される。  

 

（ 2）規制  

 規制とは法令などによって、何かを制限することです。規制は大

きく 2 つに分かれます。１つは事業の実施に関する規制で、これ

を経済的規制といいます。この世界では次のような言葉を使いま

す。  

・認可  

 その行為が公の機関の同意を得なければ成立しない時に使う。

例えば学校の設立は国の認可がなければ学校とはいわず、学校で

なければ、そこを卒業しても高校卒業などが社会的に認められな
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い。  

・許可  

 一般的には禁止していることを免除すること。ただし、許可を受

けないでその行為を行っても行為自体には法律上の効力はある。

ガソリンスタンドなど。  

・免許  

 許可と同じ意味。酒類販売など。  

・登録  

 一定の事実などを、政府などに備える特定の帳簿に記載する必

要がある時に使う。証券会社など。  

・届出  

 一定の事柄を公の機関に知らせる義務がある時に使う。美容院

開業など。  

 ざっくり言えば認可、許可、免許は「おかみ」の OK なしにはで
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きず、登録、届出は「基本的にはやってもよいが、やる時は教えな

さい」ということです。  

 もう 1 つの規制は 1109 ページで述べる消費者や環境を守るため

のもので、これを社会的規制といいます。  

 

（ 3）法のプロ   

これには次のような人たちがいます。  

・法曹  

 司法試験に合格して資格を得た人たち。職種は裁判官、検察官、

弁護士の 3 つ。  

・準法曹  

 法曹以外で法の仕事を全般的に行う人。司法書士（裁判所、検察

庁、法務局など司法への提出資料の作成を支援、代行）、行政書士

（国、地方公共団体への資料の作成を支援、代行）、公証人（法務
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局にいて公正証書の作成を支援、代行したり、その他の証書、定款

などの認証をする人）など。  

・特定の法律のプロ  

 弁理士（特許などの知的財産のプロ。その登録、出願の代行など

を行う）、税理士（税務書類作成の支援、代行）、公認会計士（会計

監査のプロ）、社会保険労務士（社会保険に関するプロ）など。  

・司法警察職員  

 検察官とともに犯罪捜査を行う人。いわゆる警察官（正式には一

般司法警察職員という）の他、労働基準監督官、海上保安官などの

特別司法警察職員など。  

 

（ 4）裁判  

 裁判所が法によって“争いごと”の決着をつけることです。争い

の種類によって民事裁判（個人や企業の二者間の争い）、刑事裁判
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（犯罪に関するもの）、行政裁判（国や地方公共団体の権利・義務

についての争い）の 3 つに分かれます。学校で勉強したように原

則 3 回まで（三審制という）裁判を受けることができます。  

民事裁判の流れは次のようなものです。  

 

 刑事裁判は捜査⇒審理⇒判決と進みます。テレビで見たことが

あると思います。  

 

 

 

示談 裁判開始 審理 判決

裁判にせず
和解すること。

示談ができないと
一方が裁判所に
訴状を出す。

不服 確定

口頭弁論、
証拠調べ。

第一審が不服なら
第二審。第二審が
不服なら第三審。

両者ともに従う義務。
一方が従わない時は
裁判所が強制執行を
行うこともある。
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２．ビジネスマンと法  

 ビジネスを行う上でそれを制約する法の数は膨大であり、次か

ら次へと新しい法が誕生しています。しかもこの法ルールがファ

ジーで、いかようにも取れるものが多く、「法を解釈する」という

仕事もあります。  

 ビジネスマンがすべての法のルールをリアルタイムに知って、

これに則って仕事をしていくということは現実的には不可能です。

だから何かあったら法務部などの組織内の専門家に相談し、いざ

という時の解釈はその道のプロの弁護士に任せる必要があります。 

ではビジネスマンは自らの仕事に関する法について、何をどこ

までを知ればよいのでしょうか。  

これは 2 つあります。 1 つはその法の基本的な考え方を理解し、

｢どうしてそういうルールになっているのか｣を理解、と言うより

も納得することです。「法はこんな風に考えているんだ」と合意す
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ることです。法の細部は変わっても、その基本的な考え方はほとん

ど変わりません。この基本的考え方がわかれば、法が変わっても説

明を受ければすぐに理解できます。  

2 つ目は法の細かいルールがどうなっているかよりも、そもそも

どういう項目が法でルール化されているかを知ることです。これ

を知らないと、法のプロへ相談することさえできません。  

 法には「これをやってはいけない。やったらこんな罪になる」と

いうことが書かれています。法に書いてある｢やってはいけないこ

と｣は、実は多くの場合誰かがやっていること、やっていたこと、

やりそうなことであり、やればまわりの誰かが不幸になるもので

す。企業として考えた時、「放っておけば誰かがきっとやってしま

うこと｣であり、違法行為として｢企業がダメージを受けること｣で

す。これを止めるのが現代企業のキーワード「コンプライアンス」、

つまり「法を守る」というあたりまえのことです。  
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テーマ 76：契約に関する法 

 契約については民法という法律に書かれています。民法は総則、物権、債権(こ

の 3 つを財産法という)、親族、相続(この 2 つを家族法という)の 5 編からなり

ます。契約については｢債権｣の中で細かく定められています。 

 

 

１．契約の基本 

（1）契約の定義 

 164 ページで学びましたが、債権、債務についてもう一度整理してみましょ

う。 

 

 

 



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1043 
© 2020 MC システム研究所 

 

債権⇒人が人に対して、何らかの行為を請求することができる権利。持っ

ている人は債権者。 

債務⇒債権の逆で、人が人に対して、何らかの行為をしなくてはならない

義務。負っている人は債務者。 

履行⇒債務者がその義務を果たすことで債権・債務を消滅させること。弁

済ともいう。 

 民法では契約を次のように定義しています。 

契約⇒申込と承諾という意思表示が合致した結果、債権、債務が発生する

もの。契約のように意思表示によって法律上の効果が生まれるものを法律

行為という。 

例えば、「この土地を 3000 万円で買わないか」は申込であり、「OK」は承諾

です。申込とはこれをそのまま受け入れてくれれば、契約を成立できるというも

のであり、双方から出される事もあります。「3000 万円で買わないか」という申

込に対し「2500 万円なら買う」も申込です。契約は当事者間の合意ですから、

定義

定義
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口頭でも成立しますし、無論「契約書」として双方が捺印しても OK です。申込

や承諾は必ずしも口に出さず黙示(!)でも OK です。タイミングとしては、申込

は到達主義（相手にこれが到達した時点）、承諾は発信主義（発信した時点）で

それがなされたことになります。 

契約は民法などによる法規制はありますが、原則的には当事者の意思であり、

これを契約自由の原則といいます。 

 

（2）契約の解除 

 契約の解除とは、契約の締結後に契約が存在しなかったと同じ状態にするこ

とをいいます。これには次の 2 つがあります。 

・約定解除 

 契約する時に、解除する項目を入れておくこと。例えば「甲乙ともに、3 ヶ月

前に申し出ればこの契約を解除することができる」という条文を契約書に入れ

ておくことです。 
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・法定解除 

 法の規定で解除できるもの。クーリングオフ(1112 ページ)など。 

 この他に双方の合意で解除するという契約を結ぶこともあります（これは解

除というよりも新しい契約ですが）。 

 

（3）特例 

 契約に次のような特例を設けています。 

・事情変更の原則  

契約成立後、双方が予想もしないことが起こった場合は、契約内容を変更した

り、修正したり、それが難しい時は解除することを認める。 

・同時履行の抗弁権  

多くの契約では双方に債権･債務が同時に発生する。例えば A 社と B 社がシ

ステム開発の契約を結んだ場合、発注側は「システムを開発させる」という債権

を持ち、「カネを払う」という債務を持つ。受注する側は逆。相手がその債務を
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履行するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。システム開発が終わら

ないうちは、契約の支払日が過ぎても払わなくてよいということ。 

 

（4）商法の特別ルール 

 契約に関しては、民法の他に商法でも規定しています。民法は広く一般を、商

法は商人（企業のこと）と商行為（企業が行うビジネス）だけを対象とする特別

法です。このように一般法と特別法がある時は特別法が優先されます。 

商法では（つまりビジネスでは）対話者間（フェース・トゥ・フェース）の

申込においては、直ちに承諾しないと申込の効力を失う、つまり申込をしていな

いことになります。遠隔地間の申込では相当（法律でよく使う言葉ですが、「適

当、ふさわしい」と「普通よりはなはだしい」という意味がある。ここでは前者）

の期間に承諾がなければ申込の効力を失います。要するにビジネスでは申込ん

でも返事がなければ申込んでいないのと同じということです。 

これとは逆に諾否通知義務というユニークなルールも決めています。次の条



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1047 
© 2020 MC システム研究所 

 

件を満たすケースで申込を受けた時は、すぐに諾否（OK、NG）を通知しないと

申込を承諾したものとみなすというものです。 

・申込を受けた方が企業（申込者は企業でなくてよい） 

・継続的取引であること（１回きりでない） 

・申込が商行為（ビジネス）であること 

 また企業は商行為の申込で、その申込とともに物品を受けた場合は、その申込

を拒絶する場合でも、その物品を保管しなくてはなりません（費用は申込者持

ち）。 
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２．契約のパターン 

民法では次のような 13 種類の契約（典型契約または有名契約という。これ以

外を非典型契約または無名契約という）について、そのルールを決めています。 

（1）売買契約 

 動産、不動産、サービスなどを販売する時の契約です。一般にはこの売買契約

を取引といいます。無償で渡すときは「贈与契約」といいます。売買と贈与をあ

わせて譲渡といいます。 

 

（2）仕事を頼む  

 「他人に仕事を頼む」（委託）という契約を、次の 3 つに分けています。 
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請負契約⇒一方が仕事の完成を約束して、一方がこれに報酬を支払うこと

を約束するもの。有料であり、仕事が完成されるまで支払は不要。仕事の

完成までは請負者（仕事をする方）に責任がある。 

委任契約⇒法律行為の処理（事務処理など）を委ね、任せられることを内

容とする契約。無料または有料。仕事の途中でも委任者（頼んだ方）に責

任がある。 

雇用契約⇒労働者が労働を提供することを約束し、使用者が賃金を支払う

ことを約束する契約。労働者が使用者の指揮命令下で仕事を行うものであ

り（指示されて働く）、ここが上の 2 つの契約と異なる。 

 

委任契約では解除ルールが契約にない時は解任、辞任などいつでも理由なく

できます（ただしどちらかに不利益が生じた時は損害賠償責任が発生する）。雇

用契約（≒労働契約）については 1060 ページで述べます。また民法では仕事を

頼むものとして「寄託契約」（何かの保管を頼む）も定義しています。 

定義
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（3）契約の不具合 

売買契約および請負契約については、販売した商品などや仕事に欠陥があっ

た場合の対応が問題となります。従来は民法で瑕疵担保責任という表現で定め

ていたものが、2020 年からはこれが改正されました。 

これまでの瑕疵という表現をやめ、「目的物が種類、品質又は数量に関して契

約の内容に適合しないものであるとき」としました。そのため「契約不適合責任」

とよばれています。 

ここでのルールは次のようなものです。 

（ⅰ）買主（売買契約）、発注者（請負契約）は契約した目的物（商品、成果物

…）に契約上の不具合があった時は売主、受注者に対して次の 4 つの請求が可

能です。 

・追完請求⇒修理、代替品の請求 

・損害賠償請求⇒損害が発生した場合 

・代金減額請求⇒追完請求に応じない場合のみ 
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・契約解除⇒契約を解除し、代金の返還を求める（原則として追完請求に応じな

い場合） 

（ⅱ）買主、発注者は「不具合を知ったときから 1 年以内」に不具合の内容を売

主に通知することが必要です。ただし企業間の売買では商法により商品の引き

取り後 6 か月以内に不具合を通知することが必要です。 

（ⅲ）これらは契約書に記載がない場合で、契約書にある場合は民法よりも優先

されます（他の法律規定があるケースは別）。 

 

（4）貸す、借りる 

 この契約を次のように分けています。 

①消費貸借契約 

 借りる側が同等のモノを返すこと（カネを借りたら同額のカネを返す）を約束

する契約です。ほとんどがこのうちの金銭消費貸借契約であり、企業が資金を金

融機関から借りるものや消費者金融もこれにあたります。（この利子については
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利息制限法による規制を受ける。） 

②賃貸借契約 

 不動産（土地およびそれに付いている建物など）、動産（それ以外）などを有

料で貸借する契約です（無償で契約するものを使用貸借契約という）。不動産の

場合は借地・借家法の適用も受けます。この契約の中で企業がよく利用するのが

いわゆるリース契約です。 

 リース契約には法律上の定義がなく（税法に一部ある）、さまざまな意味で使

われています。最も広い意味では賃貸借契約そのものを指すこともありますが、

一般には次の条件を満たすものをリース契約とよんでいます。 

・利用者の購入意思で、リース会社が物品を購入する。 

・リース会社は利用者に対し、一定期間内（リース期間）に一定の方法（多くは

月額）で、料金支払（リース料）を受け、購入代金の全額を回収する。 

・リース契約の解除は認めない。（利用者からペナルティを取る） 

これは物を借りるというよりも、「購入代金を借りている」（購入物を担保とし
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て）ともいえますので、ファイナンスリース（金融リース）ということもありま

す。一方上の 3 条件を満たさない賃貸借契約をオペレーティングリースという

こともあります。オペレーティングリースにはレンタル（物はレンタル会社の意

思で購入し、比較的短期で、1 人の利用だけで全額を回収するわけではない）な

どがあります。 

 

（5）その他 

 民法ではこの他、組合契約（16 ページで述べた民法上の組合とはここから来

ている。これは法律で作られるものではなく、契約で作ることができるので法人

ではない）、交換契約（財産などを交換する契約）、和解契約（示談などを契約す

ること）、終身年金契約（死ぬまで一定の金額を支払い続けるという契約。生命

保険の一部以外ではほとんど使われていない。1082 ページで述べる公的年金は

契約ではなく法律で決めている）を典型契約としています。 
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テーマ 77：労働に関する法 

 「労働法」とは労働、労働者に関係する数多くの法律の総称です。働く上で極

めて大切な法です。 

 これまで働く環境の変化で頻繁に改正されてきた法といえます。近年では「働

き方改革」と称し、極めて多くの改正がなされています。 

 

 

１．労働法の分類 

すべての法の原点は憲法です。労働法ももちろん憲法が原点であり、その条項

によって 3 分類でき、それぞれ次のような法律が該当します。 

（1）労働市場法（雇用保障法ともいう） 

 憲法第 27 条第 1 項「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」にも

とづいて作られた労働権と労働義務に関する法律群です。次のようなものがあ
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ります。 

・労働施策総合推進法⇒2018 年まで雇用対策法という名前であった。事業主の

責任、求人・求職へのサポート、職業訓練等の充実、職業転換給付金の支給、事

業主による再就職の援助などを定めている。 

・職業安定法⇒「職業選択の自由」をテーマに、公共職業安定所（職安）などの

職業安定機関、民間の職業紹介事業、労働者の募集、供給事業について定めてい

る。 

・労働者派遣事業法⇒後述 

・職業能力開発促進法⇒職業訓練、職業能力の検定について定めたもの。企業自

身が行う教育について支援を行う点で注目されている。 

・労働保険法⇒後述 
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（2）雇用関係法 

 憲法 27 条第 2 項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、

法律でこれを定める」にもとづいて、これを定めた法律群です。次のようなもの

があります。 

・労働基準法⇒後述 

・パートタイム労働法⇒後述 

・労働契約法⇒後述 

・労働安全衛生法⇒安全衛生管理体制（安全管理者、衛生管理者、産業医の設置

義務など）、危険・健康障害を起こす可能性のある仕事の規制、健康対策（定期

健康診断など）などが定められている。 

・男女雇用機会均等法⇒後述 

 

（3）労使関係法 

 憲法 28 条の「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権
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利は、これを保障する」に基づいて作られた法律です。団結権（労働者が組合を

結成する権利）、団体交渉権（労働者が団結して、使用者と交渉する権利）、争議

権（労働者の集団が争議行動を行う権利）といういわゆる労働三権を保障する法

律として知られています。 

これには労働組合法と労働関係調整法がありますが、セットで後述します。こ

の 2 つの法律は、労働改革と称されて労働基準法とともに戦後真っ先に作られ

たことから、労働三法とよばれています。 

 

（4）働き方改革 

安倍内閣は成長戦略の主要テーマとして「働き方改革」を掲げて労働基準法を

はじめとするいくつかの労働法を改定し、2019 年からこれを施行しています。

これを働き方改革関連法とよんでいます。 

ただここでは労働法のベクトル自体を変えたのではなく、このベクトルはそ

のままにして 2 つのことを実施しました。1 つはこれまで企業に任せきりにな
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っていた「働き方のオペレーション」について、法律で細かいルールを定めまし

た。もう 1 つは法の運用であり、労働法が刑事罰を伴うものだということをは

っきりさせたことです。つまり違法行為はこれまでのように労働基準監督署（後

述する）の「注意」ではなく、「犯罪として立件することもある」ということを

世に知らしめました。 

 以降はビジネスマンにとって大切と思われる労働法の概要について学んでい

きます。 

 

２．労働基準法（労基法） 

 労働に関する基本法である「労働基準法」には、次のようなことが定められて

います。 

（1）総則 

①労働者、使用者の定義 

 労働者を「事業に使用され（！）、賃金を支払われる者」と定義しています。
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一般に考えられている「従業員の集まりが企業」というものとは全く異なるシー

ンを想定しています。 

また使用者を「事業主、経営担当者及び労働者に関して事業主のために仕事を

する人すべて」と定義しています。ここでは事業主は会社を中心とする法人その

ものです。それ以外の使用者は労働契約のポイントである労働者への「指揮命令

権」を持っている人と考えられます。いわゆる管理職の人は労働者ですが、指揮

命令権を持っていることが多いので、使用者にもなります。 

ほとんどすべての労働法は「労働者を守る」ために、使用者にさまざまな規制

を行うものです。管理職の人は「自分は使用者の立場にある」という目で労働法

を見る必要があります。 

②労働条件についての考え方 

 憲法 25 条の「健康で文化的な最低限の生活を営む権利」を満たすことをバッ

クボーンとして、労働条件について「労働者と使用者が対等の立場で決める」、

国籍・信条・社会的身分による差別の禁止、男女同一賃金、強制労働の禁止など
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を定めています。 

 

（2）労働契約 

①労働契約 

労働者と使用者の契約について、労働基準法、労働協約（企業と労働組合で結

ぶもの。後述）、就業規則（個別企業が決めた労働条件）、労働契約（≒雇用契約

ですが、後で述べるように雇用契約よりやや範囲が広い）の順に優先されること

を決めています。つまり労働基準法に反した労働契約は無効となります。 

②有期労働契約 

労働契約は通常は「期間の定めのない」ものですが、「期間を定める時は原則

として最高 3 年まで」と定めています。  

 いわゆる正社員とは、この「期間の定めない労働契約を結んでいる人」を指す

ことが普通です。一方、契約社員という言葉はさまざまな意味で使われますが、

「期間の定めのある労働契約をしている人」（有期労働契約という）を指してい
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ることが多いといえます。パートタイマー、アルバイトや後で述べる派遣社員

（正確には派遣労働者）の多くも契約社員です。この契約社員を非正規雇用、正

社員を正規雇用とよんでいます。 

 一方、パートタイム労働法（下記のように改正されている）では、この「期間

の定め」という定義ではなく、「正社員よりも労働時間が短い人をパートタイム

労働者」と定義しています。この法律でいうパートタイム労働者はいわゆるパー

トタイマーだけではなく、アルバイト、契約社員などでも労働時間が正社員より

短い時は対象となります。この法律は、もちろんこのパートタイム労働者を守る

ために作られたものです。 

③同一労働・同一賃金 

 働き方改革関連法の主要テーマとして挙げられたのが同一労働・同一賃金で

す。これについてはパートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」と

して改正されました。2020 年（中小企業は 2021 年）より施行されるのにあわ

せて、具体的なものを政府がガイドラインとして提示しています。 
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同一労働・同一賃金は「同じ仕事をやっている人にはすべて同じ賃金を」とい

うものではありません。「正規と非正規の間の不合理な処遇差を禁止する」がそ

のテーマです。ここでは均等、均衡という言葉を使っています。均等とは「処遇

差がない」ということです。均衡とは「不合理な処遇をなくすこと」としていま

す。この 2 つを使って「同一労働・同一賃金」についての進め方を国が決めてい

ます。 

この同一労働・同一賃金は有期労働契約だけではなく派遣労働者も対象とし

ており、後述する派遣法も改正しました。 

④労働契約法 

 働くスタイルの多様化に伴い、2008 年からは労働契約法という法律が施行さ

れています。このポイントは次のとおりで、労働契約の形にとらわれず「すべて

の労働者」を守ることが目的です。次のようなことを定めています。 

・労働契約の範囲を広げて、雇用契約のみならず請負契約、委任契約などでも実

質的には「誰かの指揮命令下で、労働し賃金をもらっているスタイル」であれば
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すべてこの法律の対象とする。 

・権利濫用の「出向」（「他社で働け」という命令）、「懲戒」、「解雇」は無効。 

・有期労働契約の期間中の解雇を原則禁止。かつ必要以上に期間を短くして反復

して更新する（働く方が「いつクビになるか」心配）ことのないよう配慮しなけ

ればならない。 

 

（3）労働条件 

 ここが労基法のコアですが、主なルールは次のとおりです。 

①労働時間 

・労基法上の労働時間は休憩時間を除いた実労働時間のことであり、指揮命令下

で仕事をしている時間（手待ち時間も含む）。この労働時間と休憩時間をあわせ

て拘束時間という。 

・法定労働時間（労働時間の上限）は週 40 時間、1 日 8 時間。 

・労働時間が 6 時間を超え 8 時間以下の場合は 45 分以上の休憩を、8 時間を超
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える場合は 1 時間以上の休憩を労働時間中に一斉に付与する（ただし、労働協

定で一斉付与の例外を作ることもできる）。休憩時間内は労働者が自由利用。 

・休日（継続して 24 時間ではなく暦日）は毎週少なくとも 1 回付与しなければ

ならない（ただし 4 週間を通して 4 日以上の休日を付与とすることも可）。 

・法定時間外労働（いわゆる残業）とは「労基法の定める労働時間の上限（1 日

8 時間、週 40 時間）を超える労働」のこと。この残業には決められた割増賃金

（割増率は 25％以上であるが、特別なものには最低ラインのこれより高く設定

されている）を払わなくてはならない。 

・残業、休日労働が許されるためには災害、公務などの場合を除けば、各事業場

（1067 ページ）ごとに労使協定を締結し、労基署（1067 ページ）に届け出るこ

とが必要であり、その範囲でのみ認められる。労使協定とは労基法の例外事項を

適用する条件として要求しているもので、使用者と過半数の労働者との協定の

こと。残業については労基法 36 条に書いてあるので三六協定とよばれる。この

三六協定で定める残業時間の上限についてはさまざまな形（指針、告示…）で指
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導してきたが、罰則の伴う法律にはその規定がなかった。これが働き方改革関連

法で、残業の上限は「月 45 時間、年 360 時間」（例外もあるが）と定められて

いる。つまりこれを超える残業は使用者の犯罪となる。 

②年次有給休暇 

 有休、年休などよばれているものです。これについては労基法で「6 ヶ月以上

勤務し、その労働日の 80％以上出勤している労働者には年 10 日以上付与しな

ければならない」として、その日数について細かいルールを定めています。 

しかしこれは「労働者が申請して使用者が与える」というスタイルであり、そ

の取得率は極めて低いものでした。そこで働き方改革関連法で「年 10 日以上の

有給休暇が付与される労働者に対し、年 5 日については使用者が時季を指定し

て取得させること」という形で使用者側の義務としています。 

③働き方の多様化 

 労基法ではさまざまな働き方に対して、労働時間を弾力的に定めていくこと

を認めています。細かいルールは省きますが、次のようなものです。 
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・フレックスタイム制⇒始業・終業の時間を労働者が自由にできるもの。期間内

の平均が週 40時間以内が必要条件。 

・変形労働時間制⇒１週、1 ヶ月、1 年の期間単位の平均が週 40 時間以内なら、

週 40 時間、1 日 8 時間を超える労働条件を認める。 

・みなし労働制⇒企業外部で働く場合など、使用者の指揮命令下にない時に所定

の労働時間を働いたとみなすもの。 

・裁量労働制⇒研究開発、企画、設計などのように使用者が時間マネジメントす

るよりも、労働者に自由に仕事をさせた方がよいものは、業務ごとに労働時間を

決めておき、その業務をやればその時間分働いたことにするというもの。 

 さらに働き方改革関連法で「高度プロフェショナル制度」（略して高プロ）が

認められました。これは労働時間という概念をなくしてしまうものです。諸外国

で認められているホワイトカラー・エグゼンプションというものです。

（exemption は「除外する」という意味）。ホワイトカラー（差別用語っぽいで

すが、オフィスで働く人のこと。工場で働く人をブルーカラーという）は時間で
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はなく、成果で給与が支払われるというものです。 

現在の日本の法では職種限定（ディーリング、アナリスト…）、年収 1075 万

円以上と限定されており、一般ビジネスマンにはやや関わりのないものとなっ

ています。 

 

（4）労働基準監督署 

 労働法（特に労基法）の監督を担っているものが、各都道府県労働局（厚生労

働省の機関）の下部組織として全国に 321ある労働基準監督署（労基署と略す）

です。 

 労基署の組織は、各種届出の受付の他、労基法のお目付け役としての「方面」

（監督課のことを方面という）、安全衛生課（労安衛法のお目付け役）、労災課（労

災保険法の手続）があります。 

 労基法はその適用が企業そのものではなく「事業場」という単位です。つまり

本社、支店、営業所など場所が離れていれば、その 1 つ 1 つが事業場となりま
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す。この事業場ごとに対応するのが、労基署の第一線部隊の「方面」です。方面

が行う仕事は次の 3 つがあります。 

①申告、相談の受付 

 労基法で「労働者は労基法違反について申告（要するにおカミに訴えること）

でき、使用者は申告を理由とする解雇、その他の不利益取扱い（労働法ではこの

言葉をよく使う。特定労働者を差別して不利益な扱いをすること）をしてはいけ

ない」と定めており、この受付とともに、法定労働条件に関する相談も行ってい

ます。 

②臨検監督 

 俗に「臨検」と呼ばれるもので、方面、というよりも労基署のメイン業務です。

管轄内の各事業場を定期的、あるいは申告に基づいて原則として予告なしに訪

問して、立入調査（事情聴取、出勤簿などの帳簿を調べるなど）を行うものです。

ここで違法行為が認められた場合は、是正勧告、改善指導を行い、危険な機械・

設備などには使用禁止の行政処分（裁判によらず行政が処分を行うこと。交通違 
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反の罰金などがその代表）を出します。事業場からの是正・改善の報告、再度の

臨検により是正・改善が確認された場合はここで終了となる。 

③司法警察業務 

 度重なる指導で是正しない場合や重大、悪質な事案については、1067 ページ

の労働基準監督官が特別司法警察としての任務（任意捜査、捜索・差押え・逮捕

などの強制捜査、検察庁への送検）を行います。 

 

３.女性活躍に関する法 

（1）男女雇用機会均等法 

 男女雇用機会均等法（略して均等法）は労働者を性差別から守るために、事業

主である企業を指導する法律です。主に次のようなことを定めています。 

①性差別の禁止 

この対象は募集・採用、配置、昇進・降格、教育訓練、福利厚生、職種（営業、

技術･･･）、雇用形態（正規、非正規など）変更、退職勧告、定年、解雇、労働契
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約更新といったほぼ全域です。 

②間接差別の禁止 

間接差別とは、一見すると「性に関係ない中立的な基準」が、実質的には差別

基準となるもののことです。 

間接差別は諸外国では従来からある考え方であり、日本は 2006年の均等法改

正で輸入し、これを禁止しました。そして具体的な事項は省令によるものとしま

した。現在の「禁止条項」は「募集・採用に当たって身長、体重など体に関する

ことを要件とする」といったもの（明らかに女性と男性に有意差のあるもの）に

加え、「募集・採用、昇進、職種の変更に当たって“転居を伴う勤務に応じるこ

と”を要件とするもの」「昇進に当たって転勤の経験を要件とするもの」などが

あります。 

③ポジティブアクション 

労基法から女性優遇措置は禁止されています。しかし「過去の男女差別の不平

等によって生まれた結果（特に人事評価）」をそのままにして、「今日から平等」
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と言っても不公平です。そこでこの「過去の不平等による結果」を是正するもの

として、「女性を優遇していくこと」を国は例外として許容しています。これを

ポジティブアクションといいます。 

具体的には国は指針という形で「女性労働者が男性労働者と比較して相当程

度少ない職務・役職への採用、配置、昇進、教育訓練、職種変更、雇用形態変更

などについて、男性より女性を優先、または有利な取扱いをすること」という女

性優遇措置を認めています。 

④セクハラ 

 セクシャル・ハラスメント（セクハラ）は「相手の意に反する不快な性的言動」

というのが一般的な定義です。均等法ではこれを対価型セクハラ（性的な言動で

労働者が不利益を受けること）と環境型セクハラ（性的な言動によって働く環境

が悪化、業務に影響が出ること）に区分し、企業側（事業主と表現）に「適切な

措置を講じなければならない」としました。 

 これら企業への義務は厚労省の行政指導、企業名公表の対象であり、労働局に
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よる紛争解決の援助対象になります。 

あわせて女性労働者に対して、婚姻、妊娠、出産、産前産後休暇、妊娠中の軽

易業務への転換（労基法で認めている）などを理由とする不利益取扱いを禁止し

ています。 

 また 2019年には労働施策総合推進法が改正され、2020年からパワハラ（パワ

ーハラスメント）についても法規則がされています。 

 ここではパワハラの内容を次の３つのパターンとしてさらに細かい例を挙げ

ています。 

 ・優越的な関係を背景とした言動 

 ・業務上必要かつ担当な範囲を超えたもの 

 ・労働者の就業環境が害されるもの 

 その上で事業主に対して必要な体制の整備を求められています。 

しかしこのセクハラ、パワハラについて、法では企業側だけで加害者について

は触れていません。加害者については他の法によってその責任を問うとしてい
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ます。強制わいせつ行為、暴力行為は問題外としても、セクハラ、パワハラによ

って被害者が受けた不利益に対しては、当然のことながら不法行為責任を負い

ます。（不法行為とは、違法行為ではあるが刑事罰のないもの。これは民法上、

被害者からの損害賠償責任を負う） 

  

（2）育児、介護、少子化対策 

 1980 年代に入ってからの日本の 2 大テーマである「女性の社会進出」と「少

子化解消」の最大のネックを、国は「育児」ととらえています。1991 年に育児

休業法が生まれ、1999 年には介護休業と合わせ、育児介護休業法となりました。 

 この法は育児（男女問わず）、介護を抱えているハンディキャッパーに休業を

取る権利を保障し、企業側に残業制限、時短勤務を認めさせるものです。育児休

業中の賃金保障は法定化されていませんが、雇用保険から育児休業給付金が支

給され、その間社会保障は継続されますが保険料は免除されます。 

 あわせて少子化対策については、2003 年に次世代育成支援対策法（10 年間の
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時限立法だが、2025 年まで延長）が成立しました。「子供が健康に生まれ、養育

されるための環境の整備を、国、自治体、企業、国民の責任として、それぞれが

行動計画を策定すること」などを定めています。企業の計画には基準を設け（ISO

認証のようなもの）それに適合した企業は“くるみんマーク”を付けることができ

ます。 

 

（3）女性活躍推進法 

 1999 年、男女共同参画社会基本法が制定されました。これを受け 2003 年小

泉首相の下、「2020 年までに指導的地位（『議会議員』『法人、団体等の課長担当

職以上』『専門性が高い職業』）に女性が占める割合を、少なくとも 30％程度に

する」という目標が掲げられました。そして 2015 年「女性活躍推進法」として

成立します。 

「女性活躍」を国が強く望んでいることを前面に出し、企業側はそのための行

動計画を作ることと、職業選択のための情報公開（従業員、管理職、役員などに
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占める女性の割合、平均残業時間、年休取得率･･･）を求めています。 

 

４．労働者派遣事業法 

 労働者派遣事業法（労派法）はそれまでやってよいかどうかファジーだった労

働者派遣について、“特定の形”で“特定の業務”についてのみ行うことを認め

た法律です。原則として派遣労働は禁止ですが、ある条件を満たせば特別に認め

るというものです。 

この法律のポイントは次の 3 つです。 

(1)労働者派遣の定義 

 労働者派遣を「自社の社員を雇用契約はそのままで、他社の指揮命令下におい

て、他社のために働かせること」とし、これ以外の派遣労働を禁止しています。

例えば二重派遣（派遣された社員を他社へ再派遣すること）などは、上の定義の

「自社の社員の派遣」に反するので禁止。派遣契約は派遣社員と派遣先（働く企

業）の契約ではなく、派遣元（いわゆる派遣会社）と派遣先の契約となります。 



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1076 
© 2020 MC システム研究所 

 

(2)講ずべき措置 

派遣元、派遣先の講ずべき主な措置として、次のようなものを定めています。 

企業 講ずべき措置

・派遣元責任者の選任

・派遣元管理台帳の作成・保存

・派遣元との雇用契約完了時、派遣先への就職を禁止してはならない

・派遣労働者の適正な就業条件の確保

・派遣先責任者の選任

・派遣先管理台帳の作成・保存

派遣元

派遣先

 

 派遣労働についてはその規制（派遣元だけでなく派遣先にも）は強まる方向に

あります。 

 

(3)請負契約との違い 

 「A 社が派遣元 B 社の派遣社員を受け入れる」という形とほとんど同じ労働
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スタイルを、請負契約（派遣に比べて上の表のような規制がない）でもとること

ができます。「A 社が B 社へ仕事を請負契約で発注する。ただしその仕事を B 社

の社員が A 社で行う」というものです。 

 派遣と請負の大きな違いは指揮命令権です。派遣契約では A 社は B 社の派遣

社員に指揮命令をできますが、請負契約では A 社は B 社の社員に指揮命令権は

なく、その成果物（仕事の結果）について B 社という企業に話をすることがで

きるだけです。 

 

５．労使関係法 

 労使関係法には、先ほど述べたように次の 2 つの法律があります。 

（1）労働組合法   

労働組合を｢労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、その他の経

済的地位の向上を主たる目的として組織する団体またはその連合団体｣と定義

しています。日本では現在、単位労働組合（労働者が個人として組合に加入した
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もの。単組という。企業別組合がほとんど）をベースとして、産業別労働組合（ほ

とんどが単組の連合体。産別と略す）、ナショナルセンター（労働組合の全国中

央組織）というピラミッド構造をとっています。連合（日本労働組合総連合会）

は日本最大級のナショナルセンターです。 

労働組合と使用者が交渉し（団体交渉という）、その結果合意した労働条件は

書面にし、両者が署名または記名押印をしなくてはなりません。これが 1060 ペ

ージで述べた労働協約です。 

労働組合は組織拡大のために、労働協約にてその加入について強制力を持た

せることが多い。「企業は非組合員も採用できるが、従業員は採用後に組合員に

なること」を労働協約に規定するといったもので、これをユニオンショップとい

います。組合員以外は採用できないとするものはクローズドショップ、組合加入

を自由にしたものをオープンショップといいます。 

 また使用者が組合の結成、権利、自主性などを侵害する行為を不当労働行為と

して禁止しています。これには不利益取扱い行為（組合員であることや組合活動
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を理由に、解雇や不利益な扱いをすること）、黄犬契約（｢おうけん｣と読む。組

合の不加入、脱退を雇用条件とすること。黄犬は裏切り者という意味）、団体交

渉拒否、組合の組織や運営に支配・介入、組合に経済的援助を与えること、労働

委員会（労働組合と使用者の調整をする公的機関）への申立てを理由に報復的に

不利益的な取扱いをすることなどがあります。 

 

（2）労働関係調整法 

 争議行為について具体化した法律です。争議行為とは労働者、労働組合、使用

者が自らの主張を貫徹しようとする行為のことをいいます。 

労働者側の手段としてはストライキ（業務をやらないこと）、サボタージュ（業

務の能率を落とすこと）、使用者にはロックアウト（事業所を閉鎖して仕事をや

らせないこと）などがあります。争議については労働者、使用者の自主的調整を

ベースとして、それがだめな時は労働委員会の斡旋、調整、協議などを行います。 

この争議行為については労働組合法にも定めがあり、争議行為が正当なもの
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であれば、刑事上の免責(刑法上の対象とならない)、民事上の免責（使用者がス

トライキによって損害を受けても、損害賠償を請求できない)を認めています。 

一方、国家公務員、地方公務員はそれぞれの法律で争議行為が禁止されていま

す。 
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６．社会保険のルール 

労働市場法の 1 つに労働保険法があります。労働法の枠を超えてしまいます

が、ここで労働保険法を含めて社会保険について整理してみましょう。 

保険とは一般にリスク（将来のトラブル）を抱える人が集まり、拠出金（保険

料という）などを出し合って、積み立て、特定の人にそのトラブルが発生した場

合、一定金額を支払う（保険給付、または保険金という）仕組をいいます。 

   社会保険⇒社会全体として、法律にもとづいて行われる保険。強制加入、

一部国庫負担という特徴がある。保険を運営する組織を保険者、加入者を

被保険者という。これ以外は普通保険（民間保険）といい、生命保険や損

害保険などがある。 

社会保険は大きく次の 2 つに分かれます。 

(1)生活をベースとする保険 

 次の 2 つがあります。 

・医療保険 

定義
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 健康保険法にもとづき、すべての国民の加入が義務付けられています。ベース

は健康保険であり、保険者は社会保険庁および一定規模以上の企業が設立する

健康保険組合。被保険者はいわゆるサラリーマン（その扶養家族も）。保険料は

収入に応じた一定額を、事業主と被保険者が折半で負担します。公務員などはそ

れぞれの共済組合が保険者となります。この 2 つ以外の人（自営業者、一定規模

以下の企業に勤務するサラリーマン、退職者など）は市区町村が保険者となる国

民健康保険に加入します。保険料は年収によって決まります。 

・年金保険 

 年金とは一定期間ごとに一定額の給付を行うものを総称していいます。公的

年金と私的年金（自ら積み立て、自らもらう）があります。公的年金は社会保険

の一部と考えられ、年金保険ともいわれます。国民年金は社会保険庁が保険者と

なり、20 才から 60 才までのすべての国民の加入が義務付けられています。一

定期間これに加盟していれば、原則として 65 歳から年金を受け取ることができ

ます。さらに健康保険同様に一定規模以上の企業に勤めるサラリーマンは厚生
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年金、公務員などは共済年金にも加入します。この 2 つは国民年金に上乗せす

るという意味で、「2 階建て」といいます。1 階が国民年金（この場合は基礎年金

という）、2 階が厚生年金、共済年金。 

 

(2)高年齢者雇用安定法 

 年金保険の原点はサラリーマンが定年後も暮らしていけるようにすることが

目的の 1 つです。しかし国が老齢化していく中で年金受給はかなりピンチのと

ころまできています。そのためこの定年について、近年は法で指導しています。

具体的には 1986 年の高年齢者雇用安定法の改正で、55 歳が一般的だった定年

を 60 歳にすることを努力義務とし、1994 年には 60 歳未満の定年を禁止、2000

年には 65 歳までの継続雇用を義務付けました。 

 多くの企業はこれを受け60歳定年後の人たちにどうやって給与を支払ってい

くかを考え、人事制度を変えています。そしてさらなる改正が 2020 年に成立し、

2021 年には施行されます。これは企業の雇用努力義務を 70 歳までにすること



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1084 
© 2020 MC システム研究所 

 

です。 

 

 (3)労働保険  

 労働に関する保険で、次の 2 つがあります。 

・労災保険 

 企業で働く労働者が対象で、労働者災害補償保険法にもとづいたものです。一

般には労災保険、労災といわれます。業務上および通勤途上で負傷、病気、障害、

死亡などのトラブルがあった時に保険給付がなされます。原則としてすべての

事業所に適用され、保険料は賃金総額に一定比率を掛けたものを事業主が全額

負担します。 

・雇用保険 

 労働者の失業時の給付（以前は失業保険といっていた）と求職活動の支援を行

う保険。保険料は労働者、事業主が負担します。 
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テーマ 78：知的財産権に関する法律 

 人の知的創造活動（頭を使った活動）によって生まれる成果物を知的財産とい

います。これに関する権利を知的財産権（無体財産権、知的所有権ともいう）と

いい、いくつかの法律で守られています。 

 

 

１．知的財産権の体系 

知的財産権は、大きくは産業財産権（以前は工業所有権といっていた）と著作

権（芸術が出発点）に分かれ、下図のようなものがあります。それぞれの知的財

産権はそれぞれの法律で守られています。 
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２．特許法 

（1）発明と特許 

 発明を保護するものが特許です。発明と特許を次のように規定しています。 

・発明⇒自然法則（自然界でのルール）を利用した技術的思想の創作（人間が頭

知的財産権

産業財産権

著作権 （著作権法）

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

（特許法）

（実用新案法）

（意匠法）

（商標法）
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を使って工夫したもの）のうち、高度なもの（ありふれたものはダメ）。自然法

則自体（例えば万有引力の法則）や発見（創作しないで見つけただけ）は含まな

い。 

・特許⇒産業上利用できることを発明した者は、公然と知られたり、実施された

り、刊行物やネットワークで皆が知っているものを除き、特許として保護される。 

 発明の対象はモノ、技術、生産方法だけでなく、ビジネス方法（ビジネスモデ

ルという）、コンピュータソフトウェアなど多岐に渡ります。特許を受けられる

人は発明者という人（個人）であり、法人は発明者にはなれません。 

皆が共同で発明した時は、その各個人が共有して持つことになります。これを

共同発明といいます。「共同で持つ」ということは、例えば自らの持ち分につい

ても、他の発明者の同意がないと譲渡することもできません。 

 

（2）実施権 

 特許権者（特許権を持つ人）は発明を独占的に実施し、他人の使用などを排除
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し、その発明によってなされる事業を独占し、利益を得ることができます（これ

は知的財産権に共通しているのですが、なかなか強烈な保護です）。 

特許権者はその特許を実施する権利（実施権という）を譲渡したり、ライセン

ス（利用許可を与えること。与える人はライセンサー、与えられる人はライセン

シー）したりすることができます。実施権には次の 2 つがあります。 

・専用実施権⇒特許発明（または一部分）を排他独占的（他人には使わせない）

に実施できる権利（これに対する質権の設定、再ライセンスは特許権者の承諾が

必要）。 

・通常実施権⇒上記以外の実施権 

 

（3）職務発明 

 先ほど述べたように特許権者となり得るのは個人であり、法人はなれません。

しかし実際に出願される特許の多くは、企業の従業員が職務中にした発明、つま

り企業の研究開発業務のもとで生まれた発明です。 
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   職務発明⇒使用者（企業など）の従業員（役員も含む）がその業務範囲で

行った発明。 

職務発明における企業と従業員の利益調整について、特許法では次のように

定めています。 

・使用者の通常実施権 

 従業員がその職務発明において特許を受けた時は、使用者はその通常実施権

を持ちます。つまり無償でその特許を使用できます。 

・予約承継 

   予約承継⇒あらかじめ使用者が特許を受ける権利、特許権を従業員から

承継する権利、専用実施権を設定することを定めた労働契約、就業規則の

こと。 

 職務発明以外では予約承継は無効です。一方職務発明については予約承継を

認めています。ただしその場合は従業員（発明者）は「相当の対価を得る権利を

持つ」としています。 

定義

定義
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この「相当の対価」というファジーな表現によって、過去企業と発明者でもめ

て裁判になっています。 

 

（4）特許登録 

①特徴 

 発明は特許として登録されることで与えられます。登録には次のような特徴

があります。 

・先願主義 

 日本では全く同じ発明には、出願が早い方が優先されます（これを先願主義と

いう）。世界でもアメリカだけは、「早く発明したことを立証した者を優先する」

という先発明主義をとっていましたが、2013 年には先願主義へ移行し、また現

在では世界のほとんどの国が先願主義を採用しています。 

・期間 

 特許権は出願後 20 年間有効です（医薬品などに関する特許権は、延長登録出
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願によって最長 5 年の延長が可）。 

②プロセス 

 特許は次のようなプロセスで登録されます。 

・出願手続⇒書面（電子化も OK。願書、明細書、図面、要約書などから成る）

を出願手数料とともに提出。 

・審査⇒審査は方式審査（ルールを守っているか）、実体審査（発明の中身を見

る。特許庁審査官が行う）から成る。知的財産権について実体審査を行うことを

審査主義という（方式審査のみのものを無審査主義という）。 

・出願公開⇒出願から 1 年 6 ヶ月経過すると、審査状況によらず出願内容を公

開する。 

・査定、登録⇒審査の結果が出され（査定という）、OK ならば、特許料を払っ

て登録される。 
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（5）特許侵害 

 登録された特許権の侵害には、正当の権限のない第三者が特許発明をビジネ

スとして実施すること（これを直接侵害という）だけではなく、間接侵害（ビジ

ネスとして特許権を使っているわけではないが、実質的には侵害していたり、そ

のままにしておくと侵害する可能性が高いこと）もあたります。例えば「空を飛

ぶロボット」というモノの発明の特許権に対し、このロボットを作る部品をセッ

トにして販売するといったものです。 

特許権侵害に関しては特許権者および専用実施権者は差止請求（侵害の阻止、

または予防）、損害賠償請求などができます。また民法による不当利得返還請求

（特許権侵害によって得た利益を請求）もできます。さらにはこれら民事だけで

なく、故意の侵害については特許権侵害罪という刑事罰にも問われます。 
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３．実用新案法 

 実用新案とは「物品の形状、構造、組み合わせ」でビジネスに利用できるもの

をいいます。要するに特許の発明とほぼ同じなのですが、「高度さ」が要求され

ないものです（小発明ともいわれる）。実用新案権は出願後、方式審査だけで実

体審査がなく、すぐに登録されます（無審査主義）。保護期間は出願日から 10 年

と短くなっています。 

 実用新案権は特許権とほぼ同様に、排他独占的な実施、利益享受が得られ、侵

害に対しても特許と同様の手段をとることができます。ただし、実用新案権者、

専用実施権者は技術評価書（特許庁が作成した「お墨付き」）を示して、相手に

警告した後にしか、その手段をとることができません。 
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４．意匠法 

 意匠とは「物品の形状、模様、色彩、およびこれらの結合で、視覚を通じて美

感を起こさせるもの」、いわゆるデザインに関する知的財産権です。2019 年に一

部改正され、物品に記録されていない画像（ネット上のものなど）と建築物の外

観・内装のデザインも保護対象となりました。 

意匠権が認められるためには「産業上利用していること」「新規性のあること」

「創作が容易でないこと」の 3 つがあり、審査されて登録されると（審査主義）、

登録日から 25 年間有効（2019 年に 20 年から 25 年に変更）です。特許権と同

様に排他独占的な実施、利益享受が得られ、侵害に対する手段をとることができ

ます。 

 

 

 

 



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1095 
© 2020 MC システム研究所 

 

５．商標法 

 商標とは自社の商品・サービスと、他社のものとを識別するために使われる名

前、シンボル、デザイン、色彩、その結合体をいいます。サービス業が使うとき

はサービスマークともいわれます。商標権の特徴は次の通りです。 

(1)登録主義 

 わが国の商標法では、使用する意思さえあれば出願にもとづく登録により商

標権を認め（登録主義）、かつ先願主義です。一方アメリカのように最初の使用

者に対して優先的に認めることを先使用主義といいます。 

 

(2)審査主義 

 商標は実体審査が行われる審査主義です。実体審査のポイントは次のような

点です。 

・一般的要件⇒普通名称（机）、慣用商標（観光ホテル）、「ありふれた名前」な

ど識別力がないものは登録しない。 
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・不登録事由⇒識別力があっても他人の氏名（承諾を得ている時は OK）、他人

の商標として広く知られているものや登録商標と同一または類似で、その商品・

サービスと同一または類似の商品・サービスに使うものなど、需要者を誤解させ

るようなものは認められない。 

商標権は登録日から 10 年間保護され、更新することも可能です。 
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６．著作権法 

（1）著作権 

 著作権法は著作物を保護する法律です。 

   著作物⇒思想、感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術、

音楽の範ちゅうに属するもの。 

 著作物は芸術が出発点です。しかしここに｢学術｣という言葉が入っており、一

般ビジネス分野における創作活動による成果物もこの対象となります。例えば

パンフレット、説明書、図面、教育…といったものです。さらに著作権法では次

の 2 つも著作物として保護すると明記しています。 

・コンピュータプログラム 

 コンピュータで動くソフトウェアはすべて対象。ただしプログラム言語、規約

（通信プロトコルなど）、解法（アルゴリズムともいわれる。特許法の対象には

なる）は対象外としています。 

・データベース 

定義
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 データの集積のうち、選択（検索）や構成（データの蓄積方法）に創作性のあ

るものをデータベースとして保護対象としています(コンピュータとは無関係)。 

逆に著作権法の保護対象としないものは次の 2 つです。 

・著作物ではない⇒事実伝達の雑報や時事の報道。 

・著作物だが著作権法では保護しない⇒法令、判決、その翻訳物・編集物で、国、

地方公共団体が作成するもの。 

 

（2）著作者 

 著作権はすべて著作者にあります。著作者とは著作物を創作した人をいい、

「自らが著作者である｣という手続を一切必要とせずに、著作権法で保護されま

す（これを無方式主義という）。また著作者は特許とは異なり、個人でも法人で

も構いません。  

著作権について次のようなことも定めています。 

・法人著作物 
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 法人が著作者となる場合はプログラムとそれ以外では異なります。プログラ

ムでは「法人が企画、立案していること」「法人の従業員などが職務で作成して

いること」「契約、勤務規則に定めがないこと」の 3 つがそろった時に、その法

人をプログラムの著作者と認めます。プログラム以外の著作物ではこの 3 条件

に「法人が自己名義で公表すること」が加わります。 

・共同著作物 

 共同著作物とは、2 人以上（法人を含む）が共同で作成した著作物で、著作物

に対する各人の寄与を明確に分離できないもの(誰がどこを作ったかがわかれば、

それぞれがその部分の著作者となる)です。共同著作物は特許の時と同様に、全

員が共同で 1 つの著作権を持つと考え、共同著作者の 1 人であっても勝手に著

作物を使用できず、著作者全員の承諾が必要となります。 

・二次的著作物 

 著作物を翻訳したり、編集したり、脚色したりして、翻案（内容を保ちながら

表現形式を変える）したものを二次的著作物といいます。これはそれを翻案した
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人に著作権があるのですが、翻案するには原著作者のライセンスか譲渡が必要

です。この二次的著作物を第三者が利用するときは、原著作者と二次的著作権者

の両方のライセンスか譲渡が必要となっています。 

 

（3）著作権の内容 

 著作権には大別して著作者人格権と著作財産権（狭義にはこれを著作権とい

う）があります。著作者人格権は、著作者が自己の著作物に対して有する人格的、

精神的利益（よく意味はわかりませんが、要するに下記のような権利です）を保

護するものであり、この権利を他人に譲渡することはできません。著作財産権は

著作物の利用に関する財産的権利で、他人への譲渡が可能です。 

①著作者人格権 

 公表権（著作物を公表するかどうか、いつ公表するかを決定する権利）、氏名

表示権（著作者の氏名を表示する権利で、実名だけ出なく、ペンネーム、略称な

どの変名や無記名も可）、同一性保持権（著作物の題名や内容を勝手に変更させ
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ないという権利）があります。 

②著作財産権 

 複製権（コピー）、上演権、演奏権、公衆送信権（ネットワークで流す）、口述

権(話す)、展示権(見せる)、領布権(配る)、譲渡権、貸与権、翻案権、二次的著作

物の利用に関する原著作者の権利…があります。 

③著作隣接権 

 これ以外に実演家（著作物を利用して実演を行う者。歌手など）、レコード製

作者、放送事業者には著作権に準じた権利が与えられ、これを著作隣接権といい

ます。 

④著作権の保護 

 著作権の保護は原則として創作の時から生まれて（作っている時から）実名で

は死後、それ以外は公表後 50 年存続するとしていました。しかし TPP（環太平

洋パートナーシップ協定）に日本が署名し、これによって 70 年に延長されまし

た。 
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 この著作権が保護されていない状態（先ほどの法令のようなものや上の期間

が過ぎて著作権が消滅したもの）をパブリックドメインとよびます。 

⑤保護対象外 

 次の場合は例外的に著作権の保護対象外としていますが、ルールがファジー

なためにその解釈でもめています。 

・私的使用のためのコピー（どこまでが私的使用かが問題）。 

・公衆の利用に供する図書館などで利用者が求めるコピー。 

・公表された著作物を学校教育の目的上、必要と認められる限度において、教科

用図書への掲載、コピー。 

・営利目的ではなく料金をとらないケースでの公表著作物の上演。 

・公表された著作物を報道、批評、研究、その他の目的のために正当な範囲内で

引用すること（何が「報道」「批判」｢研究｣か、「正当の範囲」とはどこまでかが

問題）。 

⑥著作権の侵害 
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 著作権侵害は他の知的財産権同様に、差止請求、損害賠償請求、不当利益返還

請求が可能であり、刑事罰が伴います。しかし「役所への登録」のない無方式主

義のためトラブルはやっかいです。そこで文化庁に届ければ第三者の斡旋委員

が選ばれ、トラブルの調整をしてくれることになっています。 

 

７．不正競争防止法 

 企業間の不正競争を防止するもので、独禁法(公正な競争を促す)の裏返しの

ような法律です。しかしその内容のほとんどが企業のブランド、アイデア、ノウ

ハウを守るものであり、知的財産法の 1 つとして位置づけられます。ここでは

以下の行為を不正競争として禁止しています。 

・他人の商品表示（商号、商標、容器、包装など）として広く世間に知られてい

るものと、同一または類似のものを使って、需要者を混同させること（どちらが

本物かわからない）。これによって商標登録などをしていなくても、自社のブラ

ンドをライバル企業が使用することを排除できる。 
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・著名な商品表示と同一・類似なものを使うこと(上のように混同しなくても、

関係あるのかなと思わせること。有名電気メーカーのブランドを自社の自転車

につけるなど)。 

・よく似た商品（コピー商品）を販売すること。 

・営業秘密（トレードシークレット）を不正行為によって取得、使用、開示する

こと。 

   営業秘密⇒企業が秘密として管理しているもののうち、ビジネスに有用

でかつ公然と知られてないもの。 

・動画、音声、プログラムの実行、記録を技術的に制限している時に、この制限

をはずすものを販売すること。 

・不正に利益を得たり、他人に損害を与える目的で、他人のインターネットのド

メインを取得、保有、使用すること。 

・ID、パスワード等により管理して相手を限定しているデータを不正に取得す

ること。 

定義
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・不正な商品表示（原産地、品質、内容…）をしたり、その商品を販売すること。 

・ライバルの信用を害する虚偽の事実を流すこと。 

上記の不正競争に対しては差止請求、損害賠償といった民事上の措置の他、悪

質なものは刑事罰の対象ともなります。 
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８．国際的保護 

（1）産業財産権 

 1883年に産業財産権保護に関するパリ条約が結ばれました。保護対象は発明、

実用新案、意匠、商標、サービスマーク、商号、地理的表示（原産地などの表示）

などとなっています。次の 3 点を基本原理としています。 

・内国民待遇⇒外国人にも自国民と同一の保護をする。 

・優先権⇒ある国での出願後一定期間(特許・実用新案は 1 年、意匠・商標は 1

ヶ月)内の他の国への出願は、最初の出願と同じ日に出願したとみなす。 

・特許独立の原則⇒ある国で無効とされても、他国での特許の効力は左右されな

い。 

これを推進しているのが WIPO(World Intellectual Property Organization：

世界知的所有権機関)です。 
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（2）著作権 

 従来アメリカでは日本と違って、方式主義をとっており、著作物には「©また

は Copyright／著作権者の正式名称／第一発行年」を記載することになっていま

した(現在はアメリカも無方式主義を採用)。このように著作権は芸術分野が出発

点のため、国際的な統一が難しいといえます。現在は次のような形で国際協調さ

れつつあります。 

・万国著作権条約⇒日本を含め 100 カ国近くが加盟している。1989 年にアメリ

カがベルヌ条約に加盟するまではベルヌ条約加盟国とそれ以外の国との橋渡し

となっていた。 

・ベルヌ条約⇒日本を含め 150 カ国以上が加盟している著作権に関する条約。

無方式主義、内国民待遇が原則。 

・WIPO⇒WIPO は産業財産権の他、一部の著作権もこの対象としている。1996

年には WIPO 著作権条約、WIPO 実演・レコード条約が締結され、前者はコン

ピュータプログラム、データベースの保護および貸与権について、後者は著作隣
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接権について合意されたことが注目される。 
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テーマ 79：消費者と環境を守る法律 

 近年経済的規制（1034 ページ）の緩和（一般にいわれる規制緩和）は進んで

いますが、一方で消費者および地球環境を守る社会的規制はその強化が進めら

れています。 

 

 

１．消費者を守る法律 

消費者と企業の契約はトラブルが発生しやすいので、｢弱き｣消費者を守る法

律が数多く作られています。 

（1）消費者保護基本法  

 消費者保護に関する基本的な考え方を書いた法律です。国、地方公共団体、企

業の責任、消費者の役割、消費者保護のあり方について決めています。 

（2）安全性の確保に関する法律 
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①製造物責任法（PL法：Product Liability） 

 製造物によって「身体に被害」があった時のことを次のように決めています。 

・対象⇒製造物とは製造または加工された動産のこと。加工農林水産物などを含

むが、不動産、エネルギー、ソフトウェア、未加工農林水産物、サービスは含ま

れない。 

・欠陥⇒通常は持っているべき安全性を欠いていること。 

・製造業者等⇒製造･加工，または輸入した者（商標などの表示により製造者と

誤認させる者も含む）。 

・製造物責任⇒製造業者等はその引き渡したものの欠陥で、他人の生命、身体又

は財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償する責任がある。ただし、

その損害がその製造物のみ（壊れただけ）の時は対象外。 

・免責（責任を問われないこと）⇒引き渡した時期の科学技術のレベルでは仕方

がない時は免責。製造物の部品･原材料に欠陥があった時は、当然部品･原材料の

製造者も対象となるが、製造物製造者の指示のみにしたがった場合は部品・原材
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料製造者は免責。 

・期間⇒損害賠償の請求は損害を知ってから 5 年以内（1050 ページの民法改正

に伴い 3 年から 5 年に変更）、製造物を引き渡してから 10 年で時効（法律が適

用されないこと）。 

②食品衛生法 

 食品や添加物の禁止物、容器や包装の安全性、表示や広告の規制などを定めて

います。 

③薬事法 

 医薬品の安全性に関して、医薬品の基準、製造、販売の規制などを定めていま

す。 

④消費生活用製品安全法 

 家庭用品の安全基準（S マークの認定）、製品安全協会の役割を定めています。 

 

（3）特殊な売買契約 
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 特殊な売買契約については、クーリングオフという制度が認められています。 

クーリングオフ⇒一定の期間内であれば無条件に申込の撤回、契約の

取消を認める権利。 

 特殊な売買契約については、さまざまな法律で規制をしています。 

①特定商取引法 

 次のような特殊な販売方法について、消費者保護を図ろうとするものです（企

業間の取引はこの対象でない）。 

・訪問販売⇒営業所、店舗以外の場所で事業者が行う販売が対象。家庭への訪問

販売の他、キャッチセールス(路上で呼び止めて営業所に同行)、アポイントセー

ルス（電話などで販売目的を告げずに営業所へ呼び出し）も含まれる。 

・通信販売⇒郵便、電話、インターネットなどの通信手段を使って売買契約を行

うもの。 

・電話勧誘販売⇒電話で勧誘して販売するもの。 

・連鎖販売取引⇒親子関係を作って次々と金品を出資、受領を繰り返していくも

定義



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1113 
© 2020 MC システム研究所 

 

の（ねずみ講）は｢無限連鎖講の防止に関する法律｣で禁止されている。ここでい

う連鎖販売取引とは俗にマルチ商法などとよばれるもので、物品を販売する際、

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で連鎖的に行う

ものをいう。 

・特定継続的役務提供⇒長期・継続的サービスで高額なもの。現在エステティッ

ク、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン

教室の 7 サービスが対象。 

・業務提供誘引販売⇒いわゆる内職モニター商法のことで、｢仕事を提供するの

で収入が得られる｣として誘引し、その仕事のためにといって物品を販売するこ

と。 

 これらの取引について次のような規制をしています。 

・訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は 8 日間、連鎖販売取引、業務

提供誘引販売は 20 日間のクーリングオフ。通信販売にクーリングオフはない。 

・氏名などの明示義務、不当な勧誘行為の禁止、広告規制、契約書面の交付義務
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など。 

上の 6 タイプの他、ネガティブオプション（売買契約してないのに商品を送り

つける）についてもこの法律で規制しています。 

②割賦販売法 

 消費者が購入から支払いまで 2 ヶ月を超えるものを割賦販売法の対象とし、

これについても販売条件の公示、書面交付義務、クーリングオフを定めています。 

③電子契約法 

 インターネット上の企業と消費者の取引について、消費者側の操作ミスの救

済、契約成立の特例(1044 ページで述べたように、契約の承諾は発信主義だが、

ここでは到達主義とする)を決めています。 

④消費者契約法 

 特定の販売方法についてのみ、クーリングオフなどの法定解除を認めていま

したが、近年新タイプの商法が次々と現れるようになり、その定義が難しくなっ

てきました。そこで 2001 年にこの法律ができ、企業と消費者の契約において、
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企業側に不適切な行為があった時は、消費者は原則として契約を解除できるこ

ととなりました。 

 

２．環境を守る法律 

環境とは特定の主体（人間、企業など）を｢とりまくもの｣という意味で使って

おり、社会全体の状況と言ってよいと思います。この環境を守り、維持すること

を｢環境保全｣と表現します。環境とその保全に関する法律群を環境法といいま

す。 

環境法は環境を汚染する｢公害｣の防止が出発点であり、｢企業と地域住民｣と

いうフレームワークです。1971年に環境庁(2000年に環境省となる)が設置され、

1993 年の環境基本法によって環境法は体系化されます。 

環境法には膨大な法律が存在していますが、ビジネスマンにとって必要最低

限の知識は、このルールの中身よりも｢環境に関してどういう法律があるのか｣

ということです。 
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（1）環境基本法  

環境法の理論的バックボーンであり、主に次の 2 つのことを定めています。 

①基本理念 

 3 つのことが非常に難解な言葉で書かれています。アバウトに言えば、1 つ目

は国民が環境を守る権利を持っていること(環境権という。はっきりとは書いて

ないが大体そんな意味)、2 つ目は環境に負荷のない社会を目指すこと、3 つ目は

地球環境の保全を日本がリーダーとして進めていくことです。 

②義務 

・国、地方公共団体は環境に関する施策を講じること。 

・企業(事業者と表現している)は上記施策への協力、環境保全の自主的努力、廃

棄物の適正な処理とそれに対する環境への負荷低域を図ること。 

・国民(地域を限定すると住民という)は環境保全への努力。 

以上のようにほとんどは「理念」を書いているものであり、これにもとづいて

他の環境法が作られています。 
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（2）公害に関する環境法 

 1960 年代の水俣病などの公害発生を起点として、1967 年には公害対策基本

法が制定されました。まさに環境法の出発点といえます（上記「環境基本法」の

制定とともに、これに吸収されました）。 

環境アセスメント⇒環境影響評価、環境事前評価ともいう。特定の事業が

環境にどのような影響を与えるかを事前に調査し、公表し、実施の可否を

考えること。 

これに関しては環境アセスメント法（正式には環境影響評価法）および環境ア

セスメントに関する条例があります。法律では主に公共事業（道路、河川、発電

所などの工事）を対象として（条例によっては各種民間施設を対象としているも

のもある)、大気、水質などに関する公共事業実施者が行うべき環境アセスメン

トの手続きを決めています。 

このほか公害全体に関しては公害防止組織法（工場に公害防止組織を作るこ

と）があります。さらに各公害パターンごとに次のような法律を定めています。 

定義
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・大気･･･大気汚染防止法など 

・水質･･･水質汚濁防止法など 

・土壌･･･土壌汚染対策法など 

・騒音・振動･･･騒音規制法、振動規制法など 

・地盤沈下･･･工業用水法(地下水の利用などを規制) 

・悪臭･･･悪臭防止法など 

 

（3）廃棄物に関する環境法 

 企業にとってもっとも頭の痛い「廃棄物」に関するものです。「循環型社会形

成推進基本法」で、廃棄物の抑制、循環資源(廃棄物のうち利用できるもの。い

わゆるリサイクル)の利用、処分について方針を定めています。個別の法律は次

の 2 つに分かれます。 

①廃棄物の処理 

 廃棄物処理法で廃棄物とは何か、企業、国、地方公共団体、国民に求める義務
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を決めています。 

②リサイクル 

 資源有効利用促進法でその考え方を決め、容器包装リサイクル法、家電リサイ

クル法、建物リサイクル法、食品リサイクル法、自動車リサイクル法など商品ご

とにそのリサイクルのあり方を決めています。またグリーン調達法で国、地方公

共団体が環境負荷を低減するリサイクル品の調達を率先して行うように定めて

います。 

 

（4）地球環境に関する環境法 

 環境保全は一国でできるものではなく、地球全体で考える必要があります。こ

れには OECD(Organization for Economic Cooperation and Development：経

済協力開発機構：先進国が加盟し、経済成長や経済援助を目的として活動する)

の果たす役割は大きく、この勧告（こうしなさい）に基づいて各国が法律を作っ

ています。環境に関する OECD の勧告で有名なのが PPP です。 
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 PPP⇒Polluter Pays Principle。汚染者負担の原則。環境汚染をリカバリ

ーするための費用は、汚染者が負担すべきという原則。 

 日本でも PPP にもとづいて環境基本法で｢原因者負担｣という表現でこれを規

定しています。地球環境の法は条約がその中心であり、以下のようなものがあり

ます。 

・地球温暖化 1997 年の京都議定書。議定書とは国際会議（これは京都で開か

れた）で各国が合意・署名したもの。これにもとづいて地球温暖化対策推進法が

作られた。 

・オゾン層保護 1988 年ウィーン条約およびモントリオール議定書。これにも

とづいてオゾン層保護法、フロン回収破壊法が作られた。 

・野生動物保護 1981 年のワシントン条約。これにもとづいて、種の保存法が

作られた。 

 また 2015 年の国連総会で、100 ページで述べた SDGs が採択されました。 

定義
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テーマ 80：ＩＴに関する法律 

 インターネットの普及は法律に 2 つのインパクトを与えました。 

1 つはセキュリティ犯罪が急増し、これが刑法などの従来の法律では取り締ま

ることが難しいことです。もう 1 つは文書という考え方です。契約などにおい

てインターネット上の情報などを文書と考えるかどうか、というルールが必要

になってきました。 

 

 

１．セキュリティに関する法律 

 これについては次の 2 つの法律が大切です。 

①不正アクセス禁止法 

 ここでは次のようなことを定めています。 

・他人の ID（本人証明）やパスワードを使って、利用制限があるコンピュータ
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ネットワークにアクセスすることを不正アクセスと定義。 

・不正アクセスおよびその助長行為（ID、パスワードなどを本人に無断で取得、

提供するなど）を禁止し、それぞれ罰則規定を定める。 

・アクセス管理者（ID、パスワードの発行元となるネットワーク会社、一般企業

など）が防御措置をとること。国や地方公共団体がこれを援助する。 

 従来はただアクセスするだけ（いわゆる盗み見、盗聴など）では罪にならず、

不正アクセス後に何か違法行為を行った時（データの改ざん、詐欺など）に初め

て犯罪となりました。この法律では不正アクセス自体を違法行為として、データ

改ざん、詐欺などの行為の未然防止を図っています。 

 また 2014 年にはサイバーセキュリティ基本法というものが制定され、何回か

改正が行われています。サイバーとは Web サイトなどへの攻撃を意味し、これ

を受けてどう防御していくかを定めた法律です。 

②個人情報保護法 

 言葉を次のように定義しています。 
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・個人情報⇒生存する個人に関して、個人を識別できる情報。氏名など特定の個

人が特定できれば対象。顧客番号のみで誰かを特定できなければ対象外（法人そ

のものの情報は対象外）。 

・個人情報データベース等⇒個人情報が書かれている情報の集まり。 

・個人情報取扱事業者⇒個人情報データベース等を事業に用いている者。 

 そのうえで個人情報取扱事業者の義務を次のように定めています。 

・利用目的をできる限り特定する。 

・あらかじめ本人の同意を得ないでの、利用目的以外の取り扱いは不可。 

・不正な取得の禁止。取得の際には利用目的を公表または本人に通知する。 

・個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、安全管理に関し適切な措置を

取る。 

・本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。 

・事業者の名称、利用目的などを本人の知りえる状態にしておく。 

・本人の開示要求、訂正要求、利用停止要求には応じる。 



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1124 
© 2020 MC システム研究所 

 

この法律の主旨は「個人情報を扱ってはいけない」というものではなく「適切

に扱いなさい」というものです。 

 

２．ネットワーク上の文書に関する法律 

 次のような法律が定められています。 

・IT基本法（正式には高度情報通信ネットワーク社会基本法）⇒2001 年に政府

が出した e-Japan 戦略（最近耳にしませんが）に基づいて作られた IT 社会に関

する基本法。要するにもっと IT を使う社会にしようというもの。 

・電子帳簿保存法⇒コンピュータ内のデータも一定の要件を満たした時、「税法

上の帳簿」として認められるというもの。 

・IT 書面一括法⇒電子メールなど電子的手段（要するにネットワークなど）に

よる書面交付や手続について、関連する法律を一括して改正したもの。 

・電子署名法⇒ネットワーク上での署名について定めたもの。 

・電子契約法⇒1114 ページ参照。 
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・行政手続オンライン化法⇒国、地方公共団体への申請、手続を原則としてネッ

トワークでできるようにする。 

・e 文書法⇒民間事業者に各種の法律などで保存が義務付けられている文書を、

電子データなどで保存することを原則全て認めようというもの。 

・電子帳簿保存法⇒税法に関するもので、会計帳簿や税務書類も電子データでの

保存を認めようというもの。 
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テーマ 81：税に関する法律 

 税（租税ともいう）とは国や地方公共団体が、その仕事に必要な資金を集める

ものです。集めることを「徴収」、払うことを「納付、納める」といいます。ま

た税は昔の年貢などモノで納める（今でもカネがなければモノ）ことがその出発

点であり、カネで納めるものを税金といいます。 

 

 

１．税の基本 

（1）税の分類 

 税は次の視点から分類されます。 

①徴収者 

 国税と地方税（地方公共団体）に分かれます。地方税は道府県税と市町村税（東

京都だけはこの分類が少し違う）に分かれます。国税の担当は国税庁であり、下
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部組織として国税局、税務署（実際の窓口）があります。地方税は総務省がとり

まとめ、実際の窓口として、都道府県は出先機関としての税務事務所など、市町

村はその役所内に税の窓口があります。 

②対象 

 税の対象は大きく 3 つに分かれます。 

（ⅰ）所得にかかる税 

 「もうけ」にかかるもので、個人と法人で異なります。個人は所得税（国税）、

個人住民税（地方税）、事業税（事業を行っている個人、法人にかかる地方税）。

法人は法人税（国税。個人の所得税にあたる）、法人住民税（地方税）、事業税。 

（ⅱ）財産にかかる税 

 財産を所有していたり、それを移転した時にかかる税。国税としての相続税、

贈与税、地方税としての固定資産税など。 

（ⅲ）消費にかかる税 

 消費する人にかかる税。この中心が消費税。この他、特別の消費にかかる酒税、
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たばこ税、石油ガス税（ガソリン税）、関税（輸入品が対象）などがあります。 

③その他 

 目的税（特定の支出目的にだけ使われる税）と普通税、直接税（税を払う人が

納める）と間接税（税を払う人と納める人が違う）に分けることもできます。 

 

（2）税法  

①税と法律 

 憲法には納税義務（第 30 条）、法律による課税（第 84 条）が定められていま

す。つまりすべての税は法律で決められます。この法律を総称して税法といいま

す。 

②国税 

 国税に関する税法は大きく 2 つに分けられます。1 つはすべての国税に共通

するものであり、もう 1 つは所得税法、法人税法といった個別の国税について

定めたものです。共通法には次の 3 つがあります。 
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・国税通則法 

 国税の基本法。納税者、納税手続、還付（返してもらうこと）手続、行政制裁

（ペナルティのこと。延滞税、利子税、各種加算税など）の考え方が決められて

います。 

・国税徴収法 

 国税を確保するための法律。他の債権に優先すること、第二次納税義務（払わ

ない時、代わりに払うのは誰か）、差押え（払わない時はモノを抑える）の手続

きを決めています。 

・国税犯則取締法 

 税法を守らない時の最後の結着は当然裁判ですが、その前にやることなどが

書いてあります。調査機関としての国税局の国税査察官（いわゆるマルサ）、任

意調査（相手の同意を得て調査。いわゆる税務調査）、強制調査（裁判官の発行

する許可状によって調査。相手の同意を得なくても OK）、犯則事の処理（税法

を守らなかった時とりあえずどうするか）を決めています。 
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③地方税 

 地方税法に定められています。さらにこのルールを守れば、各地方公共団体の

条例によっても課税することができます。 

④租税特別措置法 

 特定の政策のために、一時的な税の軽減などの特例について規定する特別法

です。 

 

２．所得税 

（1）所得の種類 

 所得を利子所得（預金の利子など）、配当所得、不動産所得（家賃収入など）、

事業所得、給与所得、退職所得（退職金など）、山林所得、譲渡所得（財産を売

る）、一時所得（臨時収入）、雑所得（その他）の 10 種類に分けています。所得

の計算期間は 1 月 1 日～12 月 31 日で、その 1 年間のすべての所得を合算して、

下で述べる税額の計算を行います（これを総合課税という）。 
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（2）税額の計算 

 「収入－必要経費－所得控除＝所得」として計算します。必要経費とはその収

入を得るためにかかったカネのことです。「収入－必要経費」で本来なら「所得」

となるのですが、さらにここから政策的に所得を減らします。これが所得控除で

あり、政策的なのでよく変更になります。所得控除は基礎控除（現在 38 万円。

つまりすべての納税者が所得を 38 万円下げて計算）、医療費控除（医者にかか

った費用。全額ではなく一定金額を超えた分）、社会保険料控除（全額）、生命保

険料控除、損害保険料控除（ともに一部だけ）、配偶者控除、配偶者特別控除（と

もに配偶者が一定の所得以下の時に控除するもの）、扶養控除（扶養親族がいる

時）…などがあります。 

こうして計算された所得に、税率をかけると所得税が計算されます。所得税率

は累進税率（所得が大きい部分ほど税率が高い）となっています。  

さらに政策的に税額自体を小さくすることもよく行われ、税額控除といいま

す。例えば住宅ローン控除は住宅ローンを組んでいる人の所得税を、ローン額に
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応じ税額を小さくするというものです。 

所得税は生活に直結し、景気にも大きな影響を与えるので、政策によってもっ

とも操作される税といえます。そしてその方法は所得控除、税率、税額控除を操

作するものです。 

さらに所得ごとに、次のようにさまざまなルールが決まっています。 

 

（3）給与所得 

 サラリーマンが得る給与所得については特別なルールが決められています。

収入は給与ですが、必要経費は原則として「いちいちかかったカネを計算する」

のではなく、給与額によって一律に決められている給与所得控除（給与を得るた

めに「個人的にかかったであろう費用」）を必要経費と考えます。 

 所得税は自分で計算して税務署へ報告（これを申告という）するのが基本 

です。しかし、給与所得、退職所得など一部の所得は源泉徴収という方法をとり

ます。 



Lesson7 セッション 2：ビジネスに関する法 

 

1133 
© 2020 MC システム研究所 

 

源泉徴収⇒給与などを支払う時に、支払者が一定のルールに基づいて支払

額から所得税額を引いて支払い、所得者の代わりに税を納めること。この

支払者のことを源泉徴収義務者という。 

給与所得は企業などが支払時(月給、賞与など)に所得税を源泉徴収し、最後に

企業が年末調整を行うものとしています。 

年末調整⇒給与支払者が給与取得者 1 人ひとりについて年末に所得税額

を計算し、源泉徴収額を差し引きして、不足分を徴収したり、過払い分は

還付したりして調整すること。 

原則として給与所得のみの人は、勤務先などで年末調整をしてもらえば個人

ごとに申告する必要がありません(年間給与が 2000 万円を超える人など特別の

人は自分で申告する)。それ以外の所得のある人は、年に 1 度所得税を自ら計算

し、源泉徴収された分などを引いて、自ら申告しなくてはなりません（これを税

額が決まるので確定申告という）。 

（4）青色申告 

定義

定義
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 所得税の確定申告を行う人の多くは事業所得を得ている人であり、個人事業

主（法人でなく、個人として事業を営んでいる人）とよばれます。事業所得には

青色申告という制度があります（事業所得だけでなく不動産所得、山林所得、法

人税にも適用される）。 

青色申告⇒事業を営む納税者が、あらかじめ税務署長の承認を得て、一定

の帳簿書類を備え付ければ、税法上の特典が受けられるもの。申告用紙が

青いのでこうよばれる。これ以外の一般の申告を白色申告という。 

 一定の帳簿とは複式簿記（289 ページ）によるものを指します。所得税では青

色申告特別控除（青色申告していると所得控除が受けられる）の他、さまざまな

税の特典が受けられます。 

 

 

 

 

定義
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（5）分離課税 

 所得の中の一部は、年末に所得を合算して計算（総合課税）せず、別途個別に

税を計算するものもあります。これを分離課税といいます。これには次の 2 つ

のものがあります。 

・申告分離課税⇒その所得だけを計算し、別の税率を適用して、申告するもの。

退職所得、土地・建物などの譲渡所得、株式・商品先物による所得、山林所得な

どがある。 

・源泉分離課税⇒支払者が源泉徴収を行って、所得者は年末調整、確定申告をし

なくてよいもの。利子所得がこの代表。ただし配当所得はやや複雑（一部申告不

要のものもあるが、原則は源泉徴収、総合課税で申告）。 
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３．法人税 

法人税は法人の所得にかかる税です。 

（1）対象・期間  

・法人税の対象⇒ 国内法人の他、国内で所得がある外国法人、収益事業（所得

を目的）を行う法人ではない社団（法律で決まっていないグループ）が対象。 

・税額計算期間⇒ 法人の事業年度（会計期間）を適用。 

 

（2）税額計算方法 

 すべての法人はその設定の根拠となる法律（会社なら会社法）に則り、一定の

ルールで利益を計算することが義務づけられています。この利益を使って計算

します。ここでは会社の例で考えてみます。Lesson1、2 で学びましたが復習し

ておきましょう。 

会社は株主への配当をいくらにするか決めたり、取締役などの経営者の成績

を見るために「収益－費用＝利益」という形で、会社法で「もうけ」を計算して
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います。会社法においては公平を期すために利益が「過大」にならないようにル

ールが定められています（利益を出したいという気持が働くので）。 

法人税法も同じく「公平」を期すルールなのですが、「税金を払う」と考える

と、所得が「過少」とならないようにルールが定められています（所得を小さく

したいという気持ちが働くので）。ルールの目指す方向が違うので、会社法、所

得税法のもうけを計算するルールは異なります。ルールが異なるので、当然のこ

とながら利益≠所得です。そのため法人税では「収益－費用＝利益」に対して、

「益金－損金＝所得」という「名前」で計算します。特に損金については費用の

うち、「厳密に」所得を得ることにかかったものだけしか認めないルールとなっ

ています。そのため多くの場合費用＞損金となり、利益＜所得となります。 

手続きとしてはまず会社法にもとづいて利益を計算します。次に費用の中か

ら損金として認められないものを取り去ります。収益、益金についても違いがあ

れば調整し、所得を計算します（ここまでの作業を申告調整という）。この所得

に決められた税率をかけて法人税が計算されます。そのうえで決算後 2 ヶ月以
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内に税務署へ申告し、納付します。また年度の中間（6 ヶ月）で中間申告・納付

を行わなくてはなりません。これは前年度所得による（予定申告という）か、中

間決算によるかのどちらかです。 

 

（3）特別な税制  

・連結納税 

 金融商品取引法では連結決算（親会社と子会社を 1 つの会社と見て決算する

こと）が重視されます。法人税法もこの流れを受け、国税庁長官の承認を受けれ

ば、親会社と子会社（金融商品取引法によるもので、会社法の定義とは異なる）

を 1 つの法人として納税することが可能です。 

・同族会社 

 同族会社とは一般的には取締役など経営者が同族（親類など）で占めているも

のをいいますが、法人税法ではもっと厳密に定義しています（定義は省略）。同

族会社は他の会社に比べ、税金計算上は有利な点もあると考えられるので（微妙
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な表現ですが）特別な税制をとっています。 

・タックス・ヘイブン税制 

 「自国の法人」の所得は外国で発生したものにも課税し、外国法人でもその国

での所得について課税すると二重課税になってしまうので、租税条約を結んで

国際調整をしています。しかし世界には税が著しく低い国があり、その国に子会

社などを作れば、税を低く抑えることもできます。この場合には海外子会社の所

得を、親会社の内国法人にも一部合算して課税しています。これをタックス・ヘ

イブン税制といいます。 

 

４．消費税 

（1）考え方 

 消費税は間接税であり、税を「支払う人」と「納税する人」が異なります。税

を払う人は消費者（正確にいうと購入した商品、サービスを再販売しない人や企

業）「だけ」です。何かを買った人すべてでなく、それを消費する人です。  
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消費税は例えば消費者が 100 円の商品を買う時、10 円の消費税を店に払って、

店が一定期間に受け取った消費税をまとめて計算し、申告し、納付するというル

ールです。ということは企業が物を売るときに、相手が消費者がどうかを判定し

なくてはなりません。しかしそれでは大変なので、日本では商品やサービスを売

った場合は、原則すべて消費税を預かり（預り消費税）、代わりに払った消費税

（支払い消費税）を差し引いて納入させることとしました。 

 メーカーが製品を卸売業、小売業を通して販売する場合で考えてみると次の

ようになります。 
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（2）仕組 

①税額計算 

 消費税はモノ、サービスなどを売っている（取引という。買った方が仕入、売

った方が売上）事業者が計算します。取引のうち消費税がかかるものを課税取引、

かからない特別のものを非課税取引（土地の売買、有価証券の売買、利子など）

メーカー 卸 小売

①100円で売る ③140円で売る ⑤200円で売る

⑥税込み220円支払う④税込み154円支払う②税込み110円支払う

5円消費税を
預っている

14円預り
10円支払って

いる

20円預り
14円支払って

いる

10円納税 4円納税 6円納税＋ ＋ ＝ 20円消費税を払っている

消費者
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といいます。 

  

  
②表示 

 販売価格に消費税額を含めて表示するものを総額表示（内税、税込みともい

う）、含めないものを本体表示（外税、税抜き）といいます。 

③課税期間 

 個人は 1 月～12 月。法人は事業年度。 

④申告 

 課税期間終了後 2 ヶ月以内。法人税同様に中間申告も必要。 

 

企業が納付する消費税  

＝課税売上×消費税率－課税仕入×消費税率  

  預り消費税     支払い消費税  
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５．その他 

（1）住民税、事業税 

 次のように区分できます。 

・法人住民税⇒道府県民税と市町村民税を合わせてこういう（東京都の 23 区内

ではこの 2 つを合わせて都民税として払う）。その市区町村内に事務所や事業所

のある法人が対象で、ともに均等割（会社の大きさで決まる一定額）と法人税割

（法人税額、つまり所得で決まる）から成る。 

・法人事業税⇒事業所得を対象とする都道府県民税で、所得の一定比率がかけら

れる。 

・個人住民税⇒法人と同様に道府県民税と市町村税からなり、それぞれ均等割、

所得割から成る。給与所得者は所得税同様に給与支払時に徴収される（特別徴収

という）。 

・個人事業税⇒個人事業主の所得にかかるもので、所得から事業主控除を引いて

税率をかける。 
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（2）印紙税 

 財産権の移転などを表した「文書」にかかる税金です。契約書、領収書、手形

などの文書を作成した人が文書の種類、記載金額などにより決められた一定金

額の収入印紙を貼り、消印をすることで納付します。 

 

（3）固定資産税 

 毎年 1 月 1 日現在持っている土地、建物、機械などの固定資産に対して課税

される地方税（主に市町村税）です。 
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インキュベーター 132       

インサイダー取引 52       

印紙税       1144 

因人のジレンマ   424     

インストア・プロモーション     731   
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い インストア・マーチャンダイジング     731   

インストアマーキング     804   

インターネットワーキング    547    

インプット      883  

う ウェブルーミング     850   

ウォンツ   403     

請負契約       1049 

受取手形  245      

内税       1142 

裏書  247      

売上  269      

売上基準  270      

売上原価  271      

売上総利益  279      

売上高  269      

売上高経常利益率  323      

売掛金  243      

  253      

売場     722   

売れ筋     839   

運転資本の増減  340      

え 営業外収益  269      

営業外費用  271      

営業キャッシュフロー  340      

営業収益  269      

営業秘密 52      1104 

営業利益  279      

営利法人 6       

益金  303      

エクイティ・ファイナンス 48 212      

エクセル    537    

エッジコンピューティング    638    

エビデンス  292      

エリア・マーケティング   454     

エンゲージメント 142       

エンゲージメント・マーケティング   462     

お オーナー 28       

オープンソース    557    

オープンチャネル   411     

オープンプライス     695   
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お 置き販     691   

オピニオンリーダー     743   

オフィス    537    

オペレーティングシステム    523    

オペレーティングリース       1053 

オムニチャネル     849   

折りコン     769   

卸売業     667   

卸商業団地     870   

か 買上率     749   

買掛金  243      

回帰分析    603    

会計  201      

会計監査人 50       

会計基準  305      

会計データ  214      

解散 24       

164       

解散価値  263      

会社 6       

会社更生法 167       

会社分割 186       

会社法 6       

回収  337      

外注      899  

回転  209      

ガイドライン     675   

買回品   407  663   

買物出向比率     712   

回遊性     717   

カウンセリング 139       

カオス    529    

科学的管理法の原理      939  

格付け  237      

確定申告       1133 

確率    595    

囲い込み   472     

加工センター      895  

貸倒れ  227      

カスタマー・マーケティング   391     

カスタマーセンター   475     
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か 画像センサー    637    

価値曲線   437     

合併 181       

合併比率 196       

カテゴリー     722   

カテゴリーキラー     856   

カテゴリーマネジメント     800   

家電量販店     859   

稼働率      952  

掛取引  243      

カニバリ   401     

カニバリゼーション   401     

金のなる木   512     

株 19       

株券 38       

株式 22       

株式移転 196       

株式会社 13       

株式交換 189       

株式時価総額  354      

株式上場 38       

株式譲渡 181       

株式譲渡制限 192       

株主ガバナンス 67       

株主資本  265      

株主資本等変動計算書  282      

株主資本利益率  323      

株主総会 20       

26       

株主代表訴訟 31       

株主割当増資  223      

株の持ち合い 63       

加盟店     835   

借入金  212      

 232      

カルチャー     742   

カルテル     672   

環境アセスメント       1117 

環境型セクハラ 140      1071 

環境基本法       1115 

環境権       1116 

 



キーワード 

 

1154 
© 2020 MC システム研究所 

 

 キーワード Lesson1 Lesson2 Lesson3 Lesson4 Lesson5 Lesson6 Lesson7 

か 元金  233      

関係会社 174       

監査  290      

監査委員会 85       

監査等委員会設置会社 90       

監査法人 9       

監査役 21       

監査役会 76       

監視義務 31       

勘定  214      

勘定科目  214      

関数    537    

間接工      885  

間接材料      886  

間接差別       1070 

間接税  220     1128 

間接費      1016  

監督官庁 9       

ガントチャート      921  

カンパニー制 126       

カンバンシステム      932  

カンバン配送     838   

元利  233      

管理会計  218      

管理図      995  

管理範囲 121       

関連会社 173       

き 規格化      927  

期間計画      913  

期間損益  281      

機関投資家 43       

企業 4       

企業会計原則  305      

企業価値  351      

企業間信用  212      

 243      

議決制限株式 78       

規制       1034 

期待値    592    

機能設計      908  

基本設計      908  
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き 基本ソフト    523    

客単価     745   

客動線     717   

キャッシュ＆キャリー型卸売業     869   

キャッシュアウト  207      

キャッシュイン  207      

キャッシュフロー  205      

  207      

キャッシュフロー計算書  339      

旧財閥系 65       

吸収合併 194       

給与 145       

行    534    

業界     667   

競業避止義務 31       

共済年金       1083 

行政処分       1068 

業績給 152       

競争基準型   410     

競争マーケティング   388     

業態化     867   

共通費      1016  

共同仕入     728   

共同著作物       1099 

共同発明       1087 

京都議定書       1120 

業務提携 180       

協力ゲーム   425     

協力メーカー      898  

許可       1035 

局地戦   420     

許容品切れ率     779   

ギルブレス      941  

均衡       1062 

銀行  235      

銀行取引停止処分  247      

金庫株 77       

均等       1062 

均等法       1069 

金融  203      
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き 金融商品取引法 37       

38       

金利  233      

く 偶発故障      953  

偶発債務  231      

クーリングオフ       1112 

組合 16       

クラウドサービス    638    

クリック＆モルタル     849   

クリティカルパス      925  

くるみんマーク       1074 

クロージング     749   

クローン    535    

クロスMD     735   

クロスドッキング     796   

クロスマーチャンダイジング     735   

群管理システム      973  

け 経営 107       

経営計画 113       

経営資源 103       

経営者 107       

経営スタッフ 123       

経営統合 194       

計画買い     746   

経済協力開発機構       1119 

経済的規制       1034 

経済的発注量     772   

刑事裁判       1037 

経常利益  281      

計測      962  

継続雇用       1083 

継続性の原則  270      

経費      1015  

景表法     676   

景品     677   

契約       1043 

契約社員       1060 

契約自由の原則       1044 

契約不適合責任       1050 

経理  200      

系列  240    898  
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け 系列販売     865   

ゲームの理論   424     

決算  201      

決算短信 50       

限界  366      

限界利益  367      

限界利益率  369      

原価計算  276    1019  

現金持ち帰り問屋     869   

権限委譲 33       

115       

健康保険       1082 

検査      987  

検索の抗弁権  230      

源泉徴収       1132 

現場 108       

こ 広域戦   421     

小売引力モデル     709   

公益財団法人 8       

公益社団法人 8       

公益責任 97       

郊外     706   

工業所有権       1085 

公共責任 97       

広告   413     

交差比率  323      

合資会社 13       

工事完成基準  277      

工事進行基準  277      

公正価値  262      

公正取引委員会     671   

厚生年金       1082 

拘束時間       1063 

拘束条件付取引     675   

工程      893  

     946  

工程内品質管理      935  

工程分析      946  

公的年金       1082 

合同会社 13       

行動科学 136       
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 高度プロフェショナル制度       1066 

公取委     671   

高年齢者雇用安定法       1083 

高プロ       1066 

公募増資  223      

合名会社 13       

小売業     667   

小売空間     704   

ゴーイングコンサーン 96       

コーナー     722   

 

コーポレート・ガバナンス 

23       

74       

89       

コーポレート・ガバナンス・コード 89       

コーポレート・シチズンシップ 98       

コーポレート・ブランド   409     

  472     

ゴールデンゾーン     734   

子会社 169       

顧客価値   403     

顧客データベース   467     

顧客満足度   403   979  

国税       1126 

国税査察官       1129 

国民健康保険       1082 

国民年金       1082 

誤差      963  

故障率      952  

個人企業 5       

個人事業主 10       

個人情報保護法       1122 

個人投資家 44       

コストコントロール      1019  

コストセンター 133     1026  

コストドライバー      1027  

コストプラス型   410     

コストマネジメント      1019  

コストリーダーシップ戦略   428     

固定資産  252      

固定資産税       1144 

固定長期適合率  320      
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こ 固定費  367      

固定比率  320      

固定負債  256      

固定ロケーション     759   

個店配送     830   

個別生産      893  

コミットメント 106       

136       

雇用契約 30      1049 

雇用保険       1084 

コラボレーション 184       

コントロール  283      

コンバージェンス  308      

コンバーター     866   

コンピュータシステム    523    

コンプライアンス 97      1040 

さ ザー     835   

サーチ＆バイ     847   

サードパーティロジスティクス     668   

サービスマーチャンダイザー     867   

サービスロボット    649    

サーブリッグ分析      941  

サーボ機構      966  

再開発     705   

サイクルタイム      916  

債権       1043 

債権放棄 166       

催告の抗弁権  230      

最小2乗法    607    

財団法人 6       

8       

サイバーセキュリティ基本法       1122 

再販売価格の拘束     674   

債務       1043 

財務  201      

財務会計  217      

財務キャッシュフロー  342      

債務超過  360      

財務分析  315      

材料費      1015  
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さ 裁量労働制       1066 

サイレント・パートナー 60       

魚の骨図      1004  

作業改善      941  

作業者工程分析      947  

サチュレーション戦略   432     

査定 150       

サブカルチャー     742   

サプライチェーン  244 485  697   

    790   

差別化戦略   429     

差別的出来高給      940  

残業       1064 

産業財   407   888  

産業財産権       1085 

産業用ロボット    627  970  

散布図    581    

サンプリング    592    

サンプル    592    

産別       1078 

三六協定       1064 

し ジー     835   

シーケンス制御      964  

シーケンスロボット      971  

シーズ   455     

シート    534    

シェア   457     

時価  262      

市街地     705   

資格制度 155       

時間給 149       

時間研究      939  

指揮命令権       1059 

事業再生ADR 168       

事業譲渡 181       

事業提携 180       

事業場       1067 

事業部制組織 125       

事業利益  312      

資金  208      

資金回転率  209      
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し 自己株式 77       

自己資本  259      

自己資本比率  321      

自己破産 167       

事後保全      956  

資材      886  

資材管理      927  

資材所要量計画      929  

資産  208      

 251      

資産回転率  209      

支社 125       

自社株 77       

自主保全      959  

市場開発戦略   395     

市場浸透戦略   395     

システム    529    

下請法     677   

下請メーカー      898  

質  229      

シックスシグマ      997  

執行役 86       

執行役員制 88       

実際原価計算      1013  

実施権       1088 

実パイ   456     

実用新案       1093 

私的整理 166       

私的独占     671   

私的年金       1082 

自動制御      964  

自動調整      966  

シナジー   394     

死に筋     838   

支払い消費税       1140 

支払手形  245      

資本  208      

資本回転率  209      

資本コスト  350      

資本参入 181       

資本譲渡 181       
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し 資本剰余金  268      

資本注入  360      

資本提携 180       

シミュレーション    610    

指名委員会 85       

社員 11       

社外監査役 75       

社会的規制       1036 

社外取締役 86       

社会保険       1081 

弱者の戦略と強者の戦略   419     

社債  236      

ジャストインタイム     752   

社団法人 6       

8       

社内ベンチャー 132       

ジャパニーズ・マーケティング   391     

シャワー効果     748   

収益  269      

収益性分析  317      

従業員ガバナンス 67       

従業員動線     717   

就業規則       1060 

集計表  214      

習熟   509   945  

習熟曲線      945  

集中化戦略   429     

集中仕入     728   

授権資本  223      

受注生産      890  

受注センター 133       

出願公開       1091 

出資 10       

取得原価主義  252      

 262      

需要   403     

種類株式 78       

準拠集団     743   

純資産  257      

上位互換性    524    

消化仕入     728   
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し 商圏     706   

証券市場 38       

証券化  238      

証券会社 38       

証券取引所 38       

証券取引等監視委員会 55       

使用者       1059 

上場 38       

少数株主権 29       

譲渡       1048 

衝動買い     746   

消費財   407   888  

消費者契約法       1114 

消費者保護基本法       1109 

消費者リスク      990  

消費税  220     1127 

商品回転率  327      

商品開発戦略   395     

商品認知率     749   

商品の奥行き     723   

商品の幅     723   

商品ミックス     723   

商品ライフサイクル   507     

情報    528    

情報化    528    

情報システム    529    

情報ビュー    567    

情報武装型卸売業     869   

剰余金  267      

商流     664   

上流競争モデル   480     

商流分離     755   

省令       1034 

条例       1034 

ショールーミング     850   

初期故障      952  

職安       1055 

職業安定法       1055 

職業能力開発促進法       1055 

職能制度 155       

職務拡大 139       
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し 職務発明       1089 

女性活躍推進法       1074 

所得  303      

所得控除       1131 

所得税       1127 

ジョブグレード 137       

ジョブショップ方式      895  

ジョブローテーション 139       

白色申告  298      

仕訳  284      

新株予約権  224      

新株予約権付社債  225      

審査主義       1091 

審査登録      1008  

人事考課 150       

人事制度 155       

人事評価 150       

新設合併 194       

深層学習    648    

人的販売   413     

浸透価格戦略   410     

信用  227      

信用リスク  227      

信頼性管理      951  

す 垂直的多角化   400     

水平的多角化   400     

スーパーマーケット     827   

数量化      981  

スキミングプライス（上層吸収戦略）   410     

スキャナー     807   

スキャニング     806   

スキャンデータ     808   

スケジューリング      915  

スタートアップ企業 39   535    

ストアコントローラ     807   

ストアブランド     839   

ストックオプション  224      

ストックビジネス   489   889  

スプレッドシート    533    

スペース     734   

スペースマネジメント     734   
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す スマート    632    

スラック      918  

せ 税額控除       1131 

正規雇用       1061 

正規分布    601    

制御      964  

制御コンピュータ    627    

税金等調整前当期純利益  362      

税効果会計  360      

清算 24       

生産計画      887  

生産財   407     

生産者リスク      990  

生産性      884  

生産設計      909  

生産における付加価値      884  

生産保全      957  

正社員       1060 

製造      884  

製造原価  276      

製造問屋     866   

製造物責任法       1110 

正の相関      1000  

生配販同盟     790   

製配販同盟     790   

製品価値      979  

製品工程分析      947  

税務会計  217      

政令       1034 

セキュリティ    650    

セクハラ 140      1071 

セグメンテーション・マーケティング   454     

セグメントキー   454     

設計      884  

設計仕様      977  

絶対品質      978  

ゼネラルマネジャー 122       

セル    534    

セル生産      896  

セルフスキャン     807   

ゼロサムゲーム   426     
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せ 先願主義       1090 

善管注意義務 31       

センサー    637  973  

潜在客     738   

先使用主義       1095 

センシング    637    

全数検査      989  

セントラル・バイイング     830   

専門品   407  663   

専用実施権       1088 

戦略 112  417     

戦略キャンパス   437     

戦略フロー思考 109  392     

戦略ベクトル 113       

そ 総額表示       1142 

相関      1000  

相関係数      1002  

争議権       1057 

争議行為       1079 

創業者利得 48       

総合課税       1130 

総合スーパー     827   

総合生産計画      913  

増資  222      

総資本  259      

総資本回転率  323      

総資本経常利益率  322      

ソーシャルスタイル 138       

ソースマーキング     804   

ゾーニング     733   

ゾーン     734   

ゾーン立寄率     748   

ゾーンピッキング     765   

組織の硬直化 125       

外税       1142 

ソフトウェア    523    

損益計算書 22       

損金  303      

存在責任 96       
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た 第一種の誤り      984  

対価型セクハラ 140      1071 

第三者割当増資  223      

貸借対照表 24       

大店法     680   

大店立地法     682   

第二種の誤り      984  

ダイバーシティ 141       

代表執行役 86       

代表取締役 20       

大量保有報告書 54       

ダイレクト・マーケティング      906  

ダウンサイジング    541    

多角化戦略   396     

諾否通知義務       1046 

畳み込みニューラル・ネットワーク    647    

タックス・ヘイブン税制       1139 

脱税  289      

建値     687   

棚卸  273      

棚卸資産  253      

棚番     759   

棚割り     734   

種まき式     764   

多能工      935  

多頻度小口配送     774   

単組       1078 

団結権       1057 

男女雇用機会均等法       1069 

断続生産      893  

団体交渉       1078 

団体交渉権       1057 

段取り替え      894  

担保  228      

ち チームマーチャンダイジング     790   

チェーンストア     830   

秩序 119       

知的財産権       1085 

知能ロボット    649  972  

地方税       1126 

チャネル   411     
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ち チャンレジャー戦略   405     

中期経営計画 113       

中計 113       

中心地     704   

長期経営計画 113       

長期生産計画      912  

長計 113       

調達      884  

直営店舗展開     833   

直接経費      1016  

直接原価計算      1015  

直接工      885  

直接材料      886  

直接材料費      1016  

直接費      1016  

直接労務費      1016  

著作権       1085 

      1097 

著作財産権       1100 

著作者       1098 

著作者人格権       1100 

著作物       1097 

賃率      1017  

陳列管理     731   

つ 通常実施権       1088 

摘みとり式     764   

て 提案制度 139       

ティーチング・プレイバック・ロボット    627  972  

ディープ・ラーニング    648    

定額法  296      

定款 25       

定期発注方式     784   

定時総会 27       

ディスカウントキャッシュフロー  347      

ディスカウントストア     860   

ディスカウントレート  346      

ディスクローズ 40       

抵当  229      

テイラー      939  

定率法  296      

定量発注方式     781   

データ    528    
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て データ分析    537    

データベース    530    

手形  245      

手形割引  246      

適合性評価      1008  

敵対的買収 188       

敵対的買収防衛策 192       

デジタライゼーション    624    

デジタル    634    

デジタル・トランスフォーメーション    624    

デジタル化    634    

デジタルピッキング     767   

テスト      987  

デッドストック     755   

    783   

デッドファイナンス  212      

デファクトスタンダード    536    

手持ち      918  

転換社債  225      

電子クーポン     816   

電子契約法       1114 

電子棚ラベル     816   

電子ビデオカート     816   

店頭化     690   

店頭吸引力     712   

伝道者     739   

店舗レイアウト     716   

と 同一労働・同一賃金       1061 

同期化      916  

当期純利益  282      

統計    591    

統計量    592    

統合比率 196       

動作経済原則      942  

動作研究      941  

当座資産  254      

当座比率  318      

倒産 164       

投資  208      

投資額  341      
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と 投資キャッシュフロー  341      

東証 38       

統制  291      

動線     717   

動線長     748   

同族会社       1138 

動態組織 128       

到達主義       1044 

登録       1035 

登録主義       1095 

特性値      962  

特性要因図      1004  

特売     735   

特別決議 28       

特別清算 167       

特別損失  281      

特別法       1046 

特別法の組合 16       

特別利益  281      

特約店     865   

独立採算制 125       

都市空間     702   

特許       1086 

独禁法     671   

届出       1035 

ドミナント方式     837   

ドメイン    550    

トライアル     739   

ドラッカー   503     

トラッキングストック 179       

ドラッグストア     855   

取締役 20       

取引     669   

トレーサビリティ     798   

トレードシークレット 52      1104 

ドローン    637    

問屋     862   

な 内製化   400     

内部統制  291      

内部利益率  349      
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な 内部留保  282      

流れ工程分析      948  

流れ作業      894  

ナショナル・ブランド   408     

ナショナルセンター       1078 

ナレッジ・エクスプロージョン    645    

に ニーズ   403     

  455     

二次的著作物       1099 

二重派遣       1075 

ニッチャー戦略   405     

日程計画      914  

日本型VMS   477     

日本的経常 57       

ニューヨーク証券取引所 39       

ニューラル・ネットワークモデル    646    

ニューロコンピュータ    646    

認可       1034 

人間関係論 136       

認証      1008  

認知的不協和     744   

ぬ 抜取検査      989  

ね ネットキャッシュフロー  339      

ネットワーク    530    

ネットワーク・トポロジー    545    

根抵当  229      

年金保険       1082 

年功序列 120       

年次有給休暇       1065 

年俸制 145       

年末調整       1133 

の 能率      939  

能力給 154       

能力主義 120       

ノード    545    

のれん  251      

ノンバンク  235      

は バージョンアップ    524    

ハーズバーグの動機づけ・衛生理論 138       

ハードウェア    523    
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は パートタイム・有期雇用労働法       1061 

ハードルレート  350      

パイ顕在率   458     

買収 181       

排他条件付取引     674   

配当 22       

ハイパーリンク    555    

売買契約       1048 

配賦率      1018  

バイヤー     725   

    738   

ハウスカード     826   

派遣先       1075 

派遣元       1075 

破産 167       

バスタブ曲線      953  

パソコン    533    

働き方改革       1057 

働き方改革関連法       1057 

発信主義       1044 

発生主義の原則  270      

発注点     783   

発明       1086 

花形商品   511     

ハフモデル     710   

パブリシティ   413     

パブリック・リレーションズ 98       

パブリックドメイン       1102 

パラメータ    595    

パリ条約       1106 

バリューカーブ   437     

バリューチェーン  244 476     

  487     

バリュープライシング   410     

パレート図      1003  

パレット     763   

パワー・マーケティング   431     

パワハラ 140       

万国著作権条約       1107 

バンドル    537    

販売促進   413     
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は 販売代理店     866   

販売費・一般管理費  271      

汎用コンピュータ    523    

ひ ピースピッキング     763   

非営利法人 6       

引当      911  

非協力ゲーム   425     

ビジネスシステム 103       

ビジョン 112       

ヒストグラム      999  

非正規雇用       1061 

ピッカー     758   

ピッカー動線     765   

ピッキング     758   

ピッキングシール     766   

ピッキングターミナル     766   

ピッキングリスト     766   

ピッキングルート     765   

ビッグデータ    640    

ピッチタイム      915  

必要経費       1131 

ピュアプレイヤー     847   

費用  271      

評価益  266      

評価損  266      

費用収益対応の原則  271      

標準PDラベル     770   

標準原価計算      1014  

標準時間      940  

標準物流シンボル     770   

費用対効果  326      

標本    592    

標本値    592    

ピラミッド 121       

品質      976  

品質管理      982  

品質向上      982  

品質設計      908  

品質測定      982  

品質保証      987  
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ふ ファイナンス  201      

ファイナンスリース       1053 

ファイナンス理論  203      

ファイブフォース   427     

ファブレスメーカー   484   899  

ファンド 44       

フィードバック制御      964  

フェイシング     734   

フェイス     734   

フォロワー戦略   405     

付加価値 104       

147       

不正アクセス禁止法       1121 

不正競争       1103 

普通決議 27       

ブック    534    

物流     664   

物流センター     754   

物流センターシステム     761   

物流ネットワーク     752   

不当表示     676   

不当廉売     674   

不当労働行為       1078 

負の相関      1000  

部品      886  

部品表      929  

不法行為責任       1073 

部門     722   

部門計画 114       

プライベート・ブランド   409     

ブラウザー    558    

プラットフォーム    649    

フラット化 122       

プラノグラム     816   

フランチャイザー 183    835   

フランチャイジー 183    835   

フランチャイズシステム 183    832   

フランチャイズチェーン     833   

ブランド   408     

ブランド・エクイティ   408     
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ふ フリーキャッシュフロー  341      

フリーソフト    557    

フリーロケーション     759   

不利益取り扱い       1068 

不良債権  332      

 357      

不良品      983  

プリンシプルベース  312      

ブルーオーシャン   436     

プレイヤー 108       

フレックスタイム制       1066 

フロアマネジメント     733   

フローショップ方式      895  

フロービジネス   489    891  

フローラック     768   

プロジェクト・マネジメント      919  

プロジェクト・マネジャー      1020  

プロジェクト組織 129       

プロジェクトチーム 128       

プロセス      883  

プロセス型生産      895  

プロセス制御      966  

プロセスセンター     854   

プロセッサー    638    

プロダクト・マネジャー      1020  

プロット図    581    

プロトタイピング      884  

プロフィットセンター 133       

不渡り  247      

分社化 171       

粉飾決算  289      

分離課税       1135 

へ ペイヤー     738   

ページ    553    

ぺネトレーションプライス   410     

ベルヌ条約       1107 

変形労働時間制       1066 

変数    595    

編成効率      918  

ベンダー     668   

    869   
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へ ベンダーマーキング     804   

変動費  367      

返品     690   

ほ 法       1033 

包括利益  312      

報酬委員会 85       

法人 5       

法人企業 5       

法人税  219     1127 

法人著作物       1098 

法定解除       1045 

法定時間外労働       1064 

法定耐用年数  296      

法定労働時間       1063 

法的整理 166       

方面       1067 

法律       1033 

法律行為       1043 

法令       1033 

報連相 161       

ポータル    556    

ポートフォリオ   505     

ホームセンター     859   

ホームページ    556    

ホールセールクラブ     869   

補完性  230      

簿記  201      

 283      

ポジショニングマップ   515 569    

ポジティブアクション       1070 

母集団    591    

保証  230      

保証金  231      

保証債務  230      

保全ミックス      959  

ポテンシャルパイ   456     

ボランタリーチェーン     833   

ボランタリーホールセラー     868   

ホワイトカラー・エグゼンプション       1066 

本体表示       1142 

本部     830   
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ま マーケット・ポートフォリオ   502     

マーケットイン   496     

マーケティング・ミックス   385     

マーケティングリサーチ   494     

マージン  279      

マーチャンダイザー     720   

マーチャンダイジング     719   

マーチャンダイジング・サイクル     720   

マイルストーン  278      

間口     723   

マグレガーのX理論・Y理論 138       

マスタースケジュール      913  

マスマーケティング   454     

マズローの欲求5段階説 138       

マタハラ 140       

マテハン     761   

マテリアル・ハンドリング     761   

窓口ベンダー     838   

窓口ベンダー制     838   

マトリクス組織 130       

マニュアル・マニュピュレーター      971  

マネジメント 108       

マネジメントスタッフ 124       

マネジメント総務部論 108       

マネジャー 108       

摩耗故障      953  

マルサ       1129 

み 見込み客     738   

見込生産      889  

未収金  253      

ミッション 111       

見積      891  

     1013  

見積設計      908  

ミドルマネジメント 108       

ミドルマネジャー 108       

みなし労働制       1066 

民事再生法 167       

民事裁判       1037 

民法       1042 

民法上の組合 16       
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む 無限責任社員 12       

無審査主義       1091 

無方式主義       1098 

め 命令       1034 

メインバンク 66       

メインフレーム    524    

メーカープロモーション     863   

メカトロニクス    628  973  

メセナ 98       

免許       1035 

も 目標管理 153       

目標原価      1020  

持株会社 175       

持分会社 13       

持分法 174       

物言う株主 60       

物言わぬ株主 60       

最寄品   407  663   

モラベックのパラドックス    649    

問題児、負け犬   511     

や 約定解除       1044 

屋台生産方式      896  

ゆ 優越的地位の濫用     675   

有価証券 38       

有価証券報告書 48 218      

有期労働契約       1060 

有限会社 13       

有限責任事業組合 17       

有限責任社員 12       

友好的買収 188       

ユーザー     738   

優先株式 78       

有報 48       

ユニオンショップ       1078 

よ 予算  371      

与信  227      

予測    602    

予防保全      956  

予約承継       1089 
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ら ライセンサー 183       

ライセンシー 183      1088 

ライセンシング 183       

ライセンス       1088 

ライン 123    722   

ライン＆スタッフ組織 123       

ライン稼働      917  

ライン生産      896  

ライン停止      917  

ラインバランシング      918  

ラックジョバー     868   

ランチェスター戦略   418     

り リース契約       1052 

リーダーシップ論 138       

リーダー戦略   405     

リードタイム  243   758   

利益剰余金  268      

履行       1043 

利子  233      

立地     701   

リテールサポート     863   

リピーター     739   

リベート     689   

流通   411     

流通業     667   

流通系列  240      

流通経路     667   

流通構造     684   

流通在庫     690   

流通センター     755   

流通リードタイム     791   

流動資産  252      

流動性  252      

流動性分析  317      

流動比率  318      

流動負債  256      

量販店     829   

リンク    555    

臨検       1068 

臨検監督       1068 
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る ルーター    550    

れ レイアウト     733   

レーダーチャート    575    

レガシーシステム    524    

レギュラーチェーン     833   

劣後株式 78       

レッドオーシャン   436     

レバレッジ効果  233      

連結決算 173       

連結納税 174      1138 

連合       1078 

連鎖倒産  248      

連続生産      893  

連続補充     794   

連帯保証  231      

レンタル       1053 

ろ ロイヤリティ 183    835   

ロイヤルカスタマー   463  739   

ロイヤルティ   462  738   

ロイヤルティ・マーケティング   462     

労基署       1067 

労災       1084 

労災保険       1084 

労使協定       1064 

労働安全衛生法       1056 

労働委員会       1079 

労働基準監督官       1069 

労働基準監督署       1067 

労働基準法       1058 

労働協約       1060 

      1078 

労働組合       1077 

労働契約       1060 

労働契約法       1062 

労働三権       1057 

労働三法       1057 

労働時間       1063 

労働者       1058 

労働者派遣事業法       1075 

労働生産性  329      

 

 



キーワード 

 

1181 
© 2020 MC システム研究所 

 

 キーワード Lesson1 Lesson2 Lesson3 Lesson4 Lesson5 Lesson6 Lesson7 

ろ 労派法       1075 

労務費      1015  

ロープライス保証   434     

ロケーション管理     759   

ロケーションマスタ     759   

ロジスティックス   417  752   

ロジスティックセンター     755   

ロス      951  

ロット      893  

ロット生産      894  

ロハス     743   

ロワーマネジメント 108       

ロワーマネジャー 108       

わ ワーク・ライフ・バランス 141       

ワークサンプリング法      949  

ワークセンター      893  

割引率  346      

割増賃金       1064 

割増率       1064 

ワンイヤールール  256      

ワンストップショッピング     732   

ワンマン・ワンボス 72       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



著者紹介 

 

1182 
© 2020 MC システム研究所 

 

【著者】 

内山  力（うちやま・つとむ） 

1955 年 東京都生まれ 

1979 年 東京工業大学理学部情報科学科。卒業後、日本ビジネスコンサルタント（現日立

システムズ）入社。 

その後、退職してビジネスコンサルタントとして独立。 

現 在 株式会社 MC システム研究所代表取締役 

中小企業診断士、システム監査技術者、特種情報処理技術者 

    （URL）http://www.mcs-inst.co.jp  

（著書） 

「マネジメント 4.0」「日本企業、成長戦略のベクトル」、「マネジメント 3.0」、「ビジネスマ

ンの数字活用力向上講座」、「ビジネスマンのナレッジ」、「組織を変革する手順」、「経営コン

サルティングの基本」、「コンサルタント論」、「マネジャーのためのケーススタディブック」、

「まわりから『仕事ができるね』と言われたい」、「企業の見方」、「コンサルティングセオリ



著者紹介 

 

1183 
© 2020 MC システム研究所 

 

ー」、「ソリューションビジネスのセオリー」、「ビジネスリーダーのセオリー」、「人材育成の

セオリー」、「計数分析のセオリー」、「セールスのセオリー」、「会社のナレッジ」、「経理のナ

レッジ」、「マーケティングのナレッジ」、「IT のナレッジ」、「生産のナレッジ」、「流通のナ
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経済新聞出版社）、「ワーキング・イノベーション」、「マーケティング･イノベーション」、「コ

ーポレート・イノベーション」、「『あなたの会社選び』をコンサルティングします」（以上産
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業能率大学出版部）、「理数系の対人関係テクニック」（日刊工業新聞社）、他多数 
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