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私は13年前34才でサラリーマンをやめ、コンサルタントとして独立しました｡見よう見まねでコンサル

ティングを続けていくうちに、コンサルティングには「こういうケースではこうアドバイスするのが普

通」というセオリーのようなものがあることに気づきました。私の13年間のコンサルティングは、その

セオリーを見つけるためにあったといっても過言ではないと思っています。そして今考えれば、13年前

の私はまずこのセオリーを学ぶべきだったと感じています。

本書は13年前の私のように、コンサルタントとしての基本的なセオリーを短期間に知り、それを活か

し、自分なりのプロのコンサルティングスタイルを作っていきたい人を第１の対象としています｡

コンサルティングはスポーツのようなものだと思います｡スポーツをやる時はまず基本的なやり方、つ

まりセオリーを学び、実践し、うまくなっていきます。無論セオリーどおりやっても結果は個人の力量

で異なってきますし、プロのプレイヤーは｢セオリーを知りながら｣、あえてセオリーとは違うことを実

践します｡そしてそれがうまくいった時、そこに新しいセオリーが誕生します｡

本書のセオリーの適用範囲は経営コンサルティングだけではなく、さまざまな局面で活用することが

できます｡「社長室などの戦略スタッフが経営者に戦略を提案する」、「マネジャーがメンバーを指導す

る」、「セールスマンが顧客をコンサルティングする」、｢人事部が組織を考える｣｢フランチャイズの

スーパーバイザーが加盟店のオーナーを指導する｣｢メーカーが仕入先とネットワークを構築する｣

｢チェーンストアが新規店舗を出店する｣そして「経営者がコンサルティングを受けたいが、良いコンサ

ルタントが見つからず、自分で考えるしかない｣………。いってみればビジネスマンが｢ビジネスを考え
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る｣というすべての局面で本セオリーは活用することができるといえます。

本書がコンサルタントを含めた多くのビジネスマンに読まれ、そのセオリーがコンサルティングのレ

ベルアップに、経営、マネジメント、セールス、取引、フランチャイズなどすべてのビジネスのレベル

アップにつながり、さらにそれが活用されていくことでもっとすばらしいセオリーへと変身し、成長し

ていくことを願っています｡

2002年 ㈱MCシステム研究所 内山 力
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序章 コンサルティングセオリーとは

コンサルティングセオリーとは過去のコンサルティングの
最大公約数

［トータルセオリー］
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プロの要素はＰＴＡ

経営コンサルタントは経営をコンサルティングする専門職といえます。筆者はクライアントである企業

経営者に、専門職が「真のプロフェッショナル」と呼ばれる条件はＰＴＡにあるといつもいっています。

Ｐ…プロとしてのプライド

Ｔ…Think、考える。考えて仕組みを変える

Ａ…Amusement、楽しみ。仕事を楽しむことができる

プロとしてのプライドとは「プロとしての知識」を持ち、「プロとしての経験」を積み、結果として

「プロとしてのノウハウ」を持っていることを指します。この知識、経験、ノウハウから、自分の専門の

仕事に関してはどんな場合でも安定的にパフォーマンスを発揮できる人であり、これによって胸を張って

「プロ」と自らいえる人です。

すし職人でいえば「ネタ、シャリに関するプロとしての知識」を持ち、「すしを握った経験」があり、

「すしの握り方に関するノウハウ」を持ち、安定的にすしを握ることのできる人がプロといえます。

さらにこのプロのうちのリーダー（真のプロ）と呼ばれる人は現状の知識、ノウハウには安住しない

で、常に仕事を変化させていくことを「考え」、自分なりのスタイルを作り、道を極めようとします。す

し職人の真のプロは日本中どこにもない「新しいネタ」「新しいすし」に常にチャレンジして「独自のす

し」を作っていきます。そしてその仕事を「楽しむ」、つまりその仕事をやっている時がもっとも充実で

きると思える人が真のプロといえます。「すしを握ること」が好きで楽しくて、まさに自分は「すしを握

るため」に生まれてきたと考えられる人です。



序章

10

経営コンサルタントのＰＴＡ

コンサルティングは「Consult＝相談する」という意味であり、「Coach＝教える」でも「Manage＝

管理する」でもありません。経営コンサルティングとは「経営者の相談にのる」という意味で経営を「教

えたり」「管理したり」するものではありません。経営者が抱える様々な悩みに対して「相談窓口」とな

るものです。

こう考えた時、経営の相談窓口となる経営コンサルタントのＰＴＡはどうなるでしょうか。

経営コンサルタントには経営者よりも「幅広く」「深い」プロとしての知識が必要だと考えられます。

これについてはＭＢＡ（経営学修士）で経営学を学んだり、中小企業診断士試験の勉強をすることなどで

少なくとも「幅広い」知識は修得することができます。しかしそれだけで良いのでしょうか？プロの経営

コンサルタントなら、経営者が持っていない、学校でも試験でも教えてくれない「別の知識」が必要だと

思います。

経験はどうでしょうか。プロの経営コンサルタントに経験が必要なのはわかりますが、何を経験すれば

良いのでしょうか。経営経験なら経営者には勝てません。本来ならコンサルティング経験でしょうが、ア

マチュアの経営コンサルタントがどうやって経験を積んでいけば良いのでしょうか。アマチュアの経営コ

ンサルタントが練習でコンサルティングしては経営者がかわいそうですし、ましてやクライアントはアマ

チュアに相談しません。したがって経験できません。それではというのでプロの経営コンサルタントの所

で「見習い」をするということになります。しかしすし職人などと違って、ある程度企業勤務経験がない

と経営コンサルタントになるのは難しいので、勤務経験を積み、「見習い」が終わった頃には、「働き盛

り」を過ぎ、年を行き過ぎて「気力」「体力」を失ってしまいます。どうも経営コンサルタントに今１つ

活気がないのはこの辺に理由があるのかもしれません。
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経営コンサルタントのリーダー（つまり経営コンサルタントとして真のプロとなった人）は弟子に｢見習

い｣｢カバン持ち｣をさせ、大先生として君臨するのではなく、自らの経験をナレッジ（知恵。誰でも使え

る知識。これが先ほどの「別の知識」）として後輩に伝えていくべきです。後輩コンサルタントはこのナ

レッジをベースとしてビジネスを行なっていくべきです。人間社会はすべてこの学習方法によって成長し

てきたはずです。

そしてノウハウですが、「経営理論」というノウハウはあっても「コンサルティング理論」というノウ

ハウはあまり聞いたことがありません。多くのコンサルタントは経営理論を学び、コンサルティングノウ

ハウを身に付けようと考えます。経営ノウハウとコンサルティングノウハウは違うはずです。

プロとしての知識・ノウハウ・経験というプライドがないうちに、「考え」て、変えて、自分なりのス

タイルを作っていくことなどできませんし、ましてや「本当の」コンサルティングを知らないうちに「楽

しむ」ことなどできません。

知識＋経験＋ノウハウ＝セオリー

本書は筆者および筆者の会社で「コンサルティング」した「経験」をナレッジ化、つまり誰でも使える

「知識」とし、かつそこから生まれた「ノウハウ」を理論的に体系化したものです。

このナレッジ、ノウハウを本書では「セオリー」と表現しています。これらのセオリーはすべていくつ

かの企業にコンサルティングし、コンサルティング報告書に書かれたものであり、それらの最大公約数と

いうことができます。

セオリーは無論そのままコンサルティングに適用しても構いませんし、自ら「考え」て、自分なりのス

タイルを作っていっても構いません。
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プロのコンサルタントはこれを契機として自分なりのコンサルティング理論、セオリーを世に訴えて下

さい。それによって経営コンサルタントの社会的地位が上がっていくと思います。日本で経営コンサルタ

ントが社会的に認知されづらいのは、コンサルティング理論が１人１人別々で、いつもゼロからスタート

していることにあると思います。

本書をコンサルタントとして使う

この５０のセオリーを作るに際して感じたことは、企業は「同じような悩みを抱え」、我々コンサルタ

ントは同一テーマにはいつも「同じような指摘・提案」をしているということです。つまり残念ながら本

書があれば我々のコンサルティング報告書はほとんどができてしまいます。

こう考えると本書があれば、経営者が経営コンサルタントを使うのと同じ効果を生んでしまうといえま

す。高いコンサルタント料を経営コンサルタントに払えない中小企業の経営者は「本書をコンサルタン

ト」として使って欲しいと思います。そして経営コンサルタントを使うときのように、本書のセオリーを

参考にし、本書のセオリーに疑問を感じ、自らの意思決定を自らの意思で行なっていって欲しいと思いま

す。



序章

セオリーの構成

本書は経営コンサルティングに必要な５０のセオリーが、次の７つの章にわたって書かれています。

第１章 経営戦略編…戦略立案、経営者・後継者育成、株式公開など経営の基本に関すること。

第２章 起業編…企業内起業を含めた新規ビジネスへのチャレンジに関すること。

第３章 組織編…組織開発、人事評価、給与、教育など人事・組織に関すること。

第４章 マーケティング編…マーケティング戦略、セールス、プロモーション、取引などマーケティン

グ・流通に関すること。

第５章 生産・サービス・物流編…生産、サービス、物流作業など、いわゆる人が行なうオペレーショ

ン作業に関すること。

第６章 ＩＴ編…情報システムを含めた広い意味でのＩＴのコスト、実施体制、システム企画に関する

こと。

第７章 財務編…財務分析、キャッシュフロー、利益計画、財務組織など企業財務に関すること。

各編の関係は以下のように図示され、経営戦略を中心に５つの領域から成り立っています。
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企業診断(人間の健康診断・人間ドックのように、企業が経営全般に関し診断を受けること)のように全

テーマについてコンサルティングする場合でも、組織コンサルティング、マーケティングコンサルティン

グ、ＩＴコンサルティングのようにテーマ別でやる場合でもこのセオリーを自由に組み合わせて報告書を

作ることができます。
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セオリーの使い方

各セオリーは｢セオリー｣｢コンサルティングイメージ｣｢ワンポイントアドバイス｣｢本文｣から成り立って

います。コンサルティングイメージではコンサルティングを進めていく考え方、プロセスを図示してあり、

それを本文で説明するという形をとっています。｢ワンポイントアドバイス｣はこのコンサルティングを進

めていく際のもっとも大切な留意点を簡潔に表わしています。一通りセオリー1から５０まで順に読んで

いただき、実際に使う時は｢セオリー｣を目次、検索キーとして使ってください。

またコンサルティングイメージはコンサルタントがコンサルティングを行なう前に、クライアントに

｢こうやって進めます｣というプロセスを説明する際のフローとしても活用してください。

思いつきでコンサルティングをやるのではなく、セオリー通りのプロセスでコンサルティングを進めて

みてください。セオリー通り進めても、無論結果はコンサルタントの｢考える｣力によって異なります。コ

ンサルタントはやり方を競ったり、やり方でお金をもらうのではなく、標準的なやり方をベースとして、

コンサルタントの｢考える力｣で自分のコンサルティングスタイルを作っていって欲しいと思います。

経営者が自らをコンサルティングする時は｢コンサルタントの一般論｣として本書を見てもらえれば結構

ですし、これらをヒントに自らの経営スタイルを作っていってもらえれば幸いです。



第１章 経営戦略編

経営戦略はそれを実施する人が考え、責任をとる｡長期戦略は将来

実施する人に考えさせる｡コンサルタントはこの仕組みを作る。

［トータルセオリー］
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戦略立案には経営塾、マネジャー塾を使うセオリー1

経営塾、マネジャー塾をつくる目的

ワンポイントアドバイスコンサルティングイメージ
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•「公平に」経営層、マネジャーを抜擢する。

• 新しいアイデアを経営層に伝え、それをヒントと

して戦略を考える。

• 全社員の納得できる戦略を作成する。
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経営コンサルティングのテーマは経営戦略立案にあります。しかし経営戦略をコンサルタントが立案す

るには以下のような問題があります。

①コンサルタントがクライアント企業およびその業界を調査し、情報を整理するのに膨大な時間がかかる

こと。仮にこれをうまく行えたとしても、クライアント側の方が多くの情報を持っており、戦略立案より

も調査情報の精度についての話し合いになってしまうこと。

②コンサルタントの示した戦略に対し、経営層、マネジャー、一般従業員の抵抗が予想されること。逆に

すんなりと受け入れられる戦略ではプロのコンサルタントがやった意味がないこと。

③コンサルタントが立案した戦略どおりクライアントが遂行し、業績が上がらなかった時、責任がとれな

いこと。現代の企業においては「生きるか、死ぬか」のギリギリの戦略が必要であり、「まあ失敗はしな

いだろう」という戦略ではプロのコンサルタントがやった意味がないこと。

これがプロのコンサルタントが必ずぶつかる壁であり、経営者がコンサルタントを採用しない理由とも

いえます。

この解決策は２つしかありません。１つはコンサルタント自らがクライアント企業の経営層に入り、経

営者の手足、頭脳となって働き、その経営責任を共有することです。しかしこれではコンサルタントでは

なく経営アシスタントです。もう1つは、戦略立案が難しければこれを「立案する仕組み」をコンサル

ティングすることです。

経営戦略に悩んでいる企業は一言でいえば経営層が弱体化していることがその原因です。コンサルタン

トがこの時まず行なうべき仕事は経営層の刷新です。「経営を知らない」マネジャークラスに「経営知

識」を与え、ケーススタディでノウハウを学ばせ、自社の経営について考えさせ、その結果を経営層にプ

レゼンテーションさせる「経営塾」を作ることです。中小企業などで自社だけでこの塾が作れない時は
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コンサルタントがいくつかの会社に声をかけ、共同で塾を作ります。

経営塾は「学習する場」と「戦略を考える場」の融合と考えると良いと思います。そしてこの「戦略を

考える」という仕事に向いているマネジャーを次期経営層に推薦します。多くの企業では塾卒業後その中

からすぐに取締役を作るというわけにはいかないので、経営戦略委員会を設け、マネジャーとして現場業

務を持ちながら、週に1回程度「経営について考える」という仕事を与えていきます。

この塾において、コンサルタントは「知識を与える講師」、「ケーススタディのコーディネーター」、

「戦略ディスカッションの司会」、「経営層を選ぶ審査員の1人」としての役割を果たすことになります。

そしてこの塾生たちが経営層へと成長した時、コンサルタントは当該クライアント企業の「経営顧問」と

しての地位を得ることになります。

この経営塾を実際にやってみると次の２つのことに気づきます。

①マネジャークラスが「本当に」経営について何の知識もないこと。営業部長は営業しかやったことがな

く、その他のことに興味もなく、自分の専門外のことを学習しようという意欲を持っていないこと。

②経営層がマネジャーの直属の上司にあたるため、塾生の立てる戦略がどうしても「今の戦略を肯定し、

改善していく短期的なもの」となり、若い従業員層からみると明日への夢がないものであること。

これを解決するには、経営塾の前段階として次期マネジャークラスを対象にマネジャー塾を立ち上げ、

経営塾とほぼ同じカリキュラムを進めていくことです。マネジャー塾は次期マネジャーを作るだけでなく、

上の2つの問題点を解消します。①は「頭の柔らかい」うちに経営を学習させることであり、②は若い頭

脳に斬新な戦略アイデアを求め、それを経営塾生、経営層にプレゼンテーションさせることです。また先

ほどの経営戦略委員会にもここの塾生を抜擢していきます。



塾では知識、ノウハウ、経験を体系的に学習させるセオリー2

経営塾でディスカッション

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

• 学んだ基礎知識を自社でケーススタディとして考

えてみる。

•「理論の実践化」だけでなく、理論の問題点を考え

「実践の理論化」をする。

• コンサルタントは評論家としての一般論をいわ

ず、コーディネーターに徹する。
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経営塾の第1目的は「プロの経営者」を作ることにあります。つまり現場の業務のプロであるマネ

ジャーを経営のプロに育てあげることです。

プロローグで述べたように、プロとしての要素は知識・ノウハウ・経験の3つであり、塾の学習テーマ

もこの3つをベースに構成します。

知識は「経営の基礎知識」と「本当に経営に生きるナマの知識」に分けることができます。前者は、通

信教育や指定図書の購読をさせ、塾へ簡単なレポート提出をさせるのが一般的です。これには、中小企業

診断士受験向けの通信教育や市販図書がベストだと思います。また知識チェックの意味で中小企業診断士

を受験させるのも1つの方法といえます。

後者は、コンサルタントがテーマを与え、塾でグループディスカッションを行なって習得させます。グ

ループは３～５名くらいが妥当です。例えば、次のような経営戦略に関する基本的フローを通信教育など

で学んだとします。

経営理念⇒経営目標⇒資源・環境調査⇒事業領域の明確化⇒戦略立案 ⇒長期経営計画

経営目標・経営戦略の出発点は「経営理念」にあります。この時コンサルタントが出すべきディスカッ

ションテーマは「当社の経営理念と経営戦略の整合はとれているか」といったことです。当社の経営理念

が「新しい食分化を世界に提案する」であれば、今の新製品戦略は「本当に食文化を提案しているか」

「ただ単に他社のマネではないのか」といったことを話し合わせます。

コーポレートガバナンス（企業統治。企業は一体誰のものか？ということを考えること）について学ん

だら、新聞、雑誌からこれに関する記事を収集させ、塾に持ち寄らせます。そのうえで新聞では「コーポ

レートガバナンス=株主統治」というトーンで書かれているが、本当にそうなのか、「日本的企業は株主
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軽視、従業員重視で問題がある」と書いているが本当にそれはいけないことなのか？といったことを話し

合わせます。こうして真の知識へと持っていきます。

現代の日本的経営者の問題点は経営理論と経営実践のかい離にあると思います。プロの経営者として経

営していくのであれば理論的バックボーンは必要です。理論と実践がかい離しているからといって、実践

を理論どおりにしろというのでは、コンサルタントではなく経営学者です。

コンサルタントがいうべきことは、今やっていることの方が経営理論と比較してむしろ正しいと思うの

であれば、その実践を理論化しろということです。理論化というのは「企業内の従業員にわかるように説

明する」という意味です。そしてあたりまえのことですが良い理論が外にあれば実践すべきです。この理

論と実践の整合性を一度仕事から離れてよく話し合うのが次期経営者の仕事であり、ディスカッション

テーマであり、経営塾の目的といえます。ここでのコンサルタントの立場は評論家として理論を押しつけ

るのでなく、各グループの意見をまとめていくというコーディネータとなります。

ディスカッションテーマとしてどの企業にも汎用的に使えるものには、上記以外に以下のようなテーマ

があります。

・自社の製品ポートフォーリオを考えて、問題点を発見する。

・自社の財務諸表を見て納得のいかない数字を挙げ、原因を話し合う。

・組織原則にあてはめて、自社の組織の問題点を抽出する。

・自社の給与体系を分析し、あるべき姿を考える

・自社の情報システムと他社の情報システムを比較して感じたことを話し合う。



SWOT分析は戦略ツールではなくディスカッションツールセオリー3

SWOT分析へのコメント

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

•「強み」が挙がらない時は「得意客」に着目する。

•「機会」が挙がらない時は「見込み客」に着目する。
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マネジャー塾、経営塾とともに知識習得はグループディスカッションを繰り返し、最後にSWOT分析で

締めます。SWOT分析とは自社の強み（Strength）、弱み（Weakness）および機会（Opportunity）、

脅威（Threat）を次図のような４領域に図示するものです。非常に単純なツールですが、これをやらせて

メンバーの反応が悪いということはありえません。ＳＷＯＴ分析は戦略立案ツールではなく、グループ

ディスカッションの結果をまとめるツールといえます。

・ 高 品 質 な ブ ラ ン ド イ

メージを持っている  

    ・  

    ・  

・ライ バル企業が低価格

ブランドを出している  

    ・  

    ・  

  

 

 

 

    

              

     

 

 

  

    

     

 

      

      

 

 

 

・あまり挙がらないこと

が多い。 

・企業の上位層ほど挙がり、 

下位層ほど挙がらない。 

・製品・サービス面が多

い。 

・よく挙がる。 

・企業の下位層ほど挙がり、 

上位層ほど挙がらない。 

・顧客からのクレームに関するこ

とが多い。 

 

・ほとんど挙がらないことが多い 

 

・よく挙がる 

・ライバル企業に関することが多

い 

Ｔ  

脅 威  

・顧客層が限定されて

おり縮小している  

    ・  

    ・  

Ｓ  

強 み  

 W  
弱 み  

・ 商 圏 内 人 口 が 増 加 し

ている  

     ・  

     ・  Ｏ  

機 会  

具体的にはまずマネジャー塾でコンサル

タントがＳＷＯＴの簡単な作り方、過去に

やった例などを示し、ＳＷＯＴを作るため

のグループディスカッションを行ないます。

ＳＷＯＴが完成したら、挙がったものを3段

階（重要、普通、たいしたことはない）ぐ

らいに分けます。この重要となったものが

主要戦略的要因（CSF：Critical Strategic

Factor）と呼ばれます。次にこのＣＳＦを

ベースとして経営戦略の具体的方向をディ

スカッションさせます。最後にグループご

とにコンサルタントへ結果を発表させます。

発表はパワーポイントなどのプレゼンテー

ションツールを使い、そのファイルをコン

サルタントが受け取ります。
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次に経営塾ではまずマネジャー塾のグループディスカッション結果をコンサルタントがメンバーにプレ

ゼンテーションし、以降はマネジャー塾と同じステップを繰り返します。

実際にやってみるとSWOT分析は次図のような傾向がよく表われます。したがってコンサルタントが

SWOT分析で注意すべきことは、強み、機会をいかに挙げされるかにあります。強みについては自社の製

品やサービス面に目がいき、「製品差別化されていない」という理由であまり挙がらない場合が多いので、

目を自分たちがつかんでいる「得意客」に向けさせます。機会はライバル企業に目がいきがちで、「うち

のほうが弱い」という理由で挙がらない場合が多いので、目を潜在的市場つまり「見込み客」に目を向け

させます。

SWOT分析をやらせる意味はもう１つあります。それは次のステップで行なうケーススタディ、ベンチ

マーキングのためです。塾のメンバーにはSWOTを通して外部情報の不足を痛感させ、ベンチマーキング

の必要性を理解させます。またコンサルタントは彼らの結果発表をベースとしてケーススタディのテーマ

の選定、ベンチマーキング企業の選定を行ないます。

グループディスカッションが終了したら、必ず個人ごとにそのディスカッションをベースとして個人レ

ポートを作成させます。これには2つの意味があります。１つはグループディスカッションではどうして

も声の大きい、小さいがあり、声の小さい人は欲求不満になります。これをレポートで解消してもらうこ

とです。2つ目は後で述べるポテンシャル評価のために使います。



ケーススタディでは失敗要因を、ベンチマーキングでは成功要因をセオリー4

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

SWOT分析へのコメント

• ベンチマーク企業の成功要因を、自社の「弱み」に

結びつけるのでなく、「強み｣を強化するように方向

づける。

• ケーススタディの失敗要因を、ケース会社の「弱み

」ではなく、外部環境の「機会」，「脅威」の認知不

足に結びつける。
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SWOT分析が終了すると塾は第2フェーズに入ります。ここでは知識習得からノウハウ習得へとテーマ

を移します｡ノウハウはセオリー2で述べたように情報収集力と問題解決力です。

後者に最もフィットしているのは、ＭＢＡなどで採用されているケーススタディ学習でしょう。他企業

における経営戦略立案とその結果を学習し「そこで適用された経営理論を理解する」とともに、自社の経

営戦略に活かそうというものです。しかしやってみるとこのケーススタディ学習には以下のような問題点

があることがわかります。

①戦略的に成功した企業をケースとすることが多い。しかし、真の成功要因はケースから読みとること

は難しい。またそれを読みとらせようとケース作成者が考えて作文すると、恣意的なものとなり現実感が

なくなってしまう。

②ケースだけでは情報量が少なく、ケーススタディを学習する人たちが欲求不満になる。またケース作

成者の目を通しているため、情報が歪んでいることが多い。

①の問題点を解決する簡単な方法はケース作成者であるコンサルタントが「よく知っている企業」つま

り他のクライアントを使えばよいといえます。しかしクライアント企業にとって身近な企業（ライバル企

業、取引先など）の情報をコンサルタントが渡して、それを戦略に活用しては守秘義務違反となってしま

います。

やってみるともっと簡単な解決策があることに気づきます。それは新聞・雑誌・書籍などにある失敗例

をディスカッションすることです。成功例の要因の多くはその企業内部よりも競合・市場など外部にあり、

わかりづらいといえます、が、しかし失敗要因は企業内部にあることが多く、比較的はっきりしています。

この失敗例をケース作成の主力テーマとすることです。例えばスーパードライで成功したアサヒビールの

ケースを学ぶのではなく、逆になぜアサヒビールに負けたのかを、キリンビールのケースで考えること
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です。ユニクロが成功した要因は難しく、かつ自社の戦略に活かせるものは少ないといえます。しかしユ

ニクロが勝ち続けられなかった要因を考えることは可能であり、自社の経営戦略の「反面教師」として役

立ちます。

②の問題点を解消するには「ベンチマーキング」という手法を用いることです。ベンチマーキングとは

本来「最高基準の確立」を意味し、アメリカで流行した経営管理手法です。具体的にはその業界のエクセ

レントカンパニーを「最高基準」の目標とし、自社がそれに追いつくよう努力していくというものです。

本書でいうベンチマーキングはこれを一歩進めて、「自社の周辺にあるエクセレントカンパニーを探し、

その成功要因を情報収集し、自社の経営戦略に活かす」という手法を指しています。

これにより先ほどのノウハウのもう１つである情報収集力を身につけるとともに、「ケーススタディ=

失敗」「ベンチマーキング=成功」という情報のバランスがとれることになります。

ケーススタディとベンチマーキングは並行して進めていきます。ケーススタディは塾のメンバーが集合

して行ない、ベンチマーキングはグループメンバーが自由に集まって（グループウェアの掲示板などを利

用して）行ないます。

ケーススタディはテーマ別にケースをコンサルタントが作成します。コンサルティングイメージのよう

に集合を４回に分けるのであれば、「経営・起業」、「オペレーショナル」（自社固有の業務。生産、物

流、サービス、販売、マーケティング…）、「組織・ＩＴ」（コミュニケーションシステムということで

１つにすると良い）、「財務」ぐらいが妥当だと思います。準備ができたら１ヶ月に１回（１泊２日～２

泊３日）位集まり、最初にコンサルタントが各領域の知識のポイントを講義し、ケーススタディについて、

知識習得の時と同様にグループディスカッションします。ディスカッションテーマは「その企業はなぜ失

敗したか」「自社戦略に活用できるものは何か」の２つです。
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ベンチマーキングでは先ほどのグループごとに対象企業を選定します。この場合自社と同一の業界より

も、周辺の業界にある企業の方が良いと思います。例えば、酒類卸売業であれば、ビールメーカー、量販

店、コンビニエンスストア、加工食品卸などからエクセレントカンパニーを選定します。スケジュールは

コンサルティングイメージにあるように、ケーススタディの集合教育のテーマに合わせて行ない、次回の

集合時にその結果を発表するという形をとります。

ベンチマーキングでは以下のような情報を収集していきます。

・対象企業およびそのライバル企業のインターネットのホームページ、市販書籍、雑誌・新聞の記事

・有価証券報告書（この意味でもできるだけ株式公開企業を選んだほうが良い）

・来店、訪問、インタビュー、使用（対象企業が小売であれば来店してみる。知り合いから話を聞く。

物流センター、工場を見学させてもらう。その企業の製品・サービスを使用・利用してみる）

・イメージ調査（当該企業についてのイメージを知り合いなどからアンケートをとる）

ベンチマークとケーススタディ・ディスカッションの結果をコンサルタントにプレゼンテーションさせ、

コンサルタントがアドバイス（ワンポイントアドバイス参照）を与えた後、その内容を経営者にプレゼン

テーションさせます。このプレゼンテーション内容もポテンシャル評価に使います。したがってプレゼン

テーションは代表者が行なうのでなくグループメンバーが分担して行なうようにします。



ポテンシャル評価で経営者・マネジャーを抜擢するセオリー5

評価ポイント

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・グループディスカッション
⇒アイデアが出るか？

・個人レポート
⇒自分の考えを文章にまとめられるか？

・プレゼンテーション
⇒自分の考えを相手に伝えることができるか？
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経営塾・マネジャー塾のもう一つの目的は「公平な抜擢」です。これにはポテンシャル評価という手法

を使います。経営・マネジメントという新しい仕事を担当する人を、現在の業務の人事評価、実績だけで

選んでは問題があります。やったことのない仕事の適性を見るには「とりあえず模擬的にやってもらい」

その出来具合で判断するしかありません。塾のテーマは経営・マネジメントであり、そのアウトプットで

適性を見ていこうというものです。現在の仕事では潜在化し隠れている能力を見つけるという意味で、ポ

テンシャル評価という表現を使います。

具体的には、まず何を評価するかという評価基準を決めます。多くの企業は現経営陣が次期経営者・マ

ネジャーを、上司評価や過去の業績だけで決めています。この仕組みを変えるのがコンサルティングの第

一歩です。経営者・マネジャーとしてどういう人が望ましいのかをクライアント企業とコンサルタントで

よく話し合います。（このように望ましい人の行動特性、資質などを分析していくことをコンピテンシー

分析といいます）。この結果をベースとしてコンサルティングイメージにあるような５項目程度を選定し

評価表を作ります。

次に実際の評価ですが、塾でのグループディスカッション、個人レポート、プレゼンテーションを対象

とします。グループディスカッションでは次のような４つ位のタイプに分かれ、どうしてもそのタイプだ

けが気になってしまいます。

・Ａタイプ⇒強烈なリーダー。自分の意見を押し通す。

・Ｂタイプ⇒司会。何とかグループの意見をまとめようとする。

・Ｃタイプ⇒アイデアマン。まわりの意見をあまり気にせず、意見を出し、それがグループとして通る

かどうかにもあまり固執しない。

・Ｄタイプ⇒無感心。ほとんど発言しない。
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グループディスカッションで見るべきポイントはリーダーシップでもまとめる力でもありません。これ

らはグループ構成・環境によって異なるからです。コンサルタントはこのタイプ分析でなく、戦略などに

関するアイデアは出ているか、そのアイデアにキレがあるかといった創造性を見ます。アイデアが出ない

場合はコンサルタントがディスカッションに入り、各人のアイデアを誘引するためのヒントを出します。

特に先ほどのＢタイプ、Ｃタイプはこれによって良いアイデアを出すこともあります。Ｄタイプについて

はその無関心な理由をとらえます。多くの場合、現状業務への不満がその原因であり、この塾がそれを打

破していくものだと理解できれば大きく変身することもあります。

レポートではその論理性を中心に見ます。ディスカッションでの創造性とこの論理性のバランスが経営

者・マネジャーにとって大切なものといえます。プレゼンテーションは、レポートの論理性を補う意味で

見ます。文章に書けなくても論理的に話すことができる人もいます。この人は文章を書くテクニックがな

くて、その本来の論理性というポテンシャルを歪めています。

ポテンシャル評価の結果は主に３つのことに使います。１つは本来の目的である経営者・マネジャーの

選定です。この選定は無論ポテンシャル評価だけで決めるものではありません。コンサルタントのポテン

シャル評価、業績評価、経営者・上司の人物評価をバランスよく使い、経営者が決定します。

２つ目は本人フィードバックのためです。本人はこれをベースとして自己啓発する学習テーマ、身につ

けるべき能力を理解します。３つ目は企業の教育テーマの選定に使います。ベテランのコンサルタントは

他社での評価結果を持っていますので、これをベースとして当社の特徴をコメントし、その企業の弱みを

解消し、強みを活かすことができる教育テーマを提案します。



経営戦略はマトリクス組織でセオリー6

戦略立案会議への反対

ワンポイントアドバイス

33

コンサルティングイメージ

戦略立案会議の設置は部門長からの反対が出ること

が多い。これに対しては次のようにアプローチする。

• 戦略提案は「アイデア出し」であり，あくまで決

定は取締役会の責任で行なう。

• 長期計画は長期的にこの企業を支える人もその責

任を負う⇒若手層の参加も必要。
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企業においては、業務遂行していく部門の他に、長期的かつ基本的な経営戦略を立案する経営スタッフ

部門が必要であり、大企業などでは経営企画室、社長室などと呼ばれています。

この経営スタッフ部門には次のような問題があります。

①戦略立案と業務遂行は別の仕事であるのに、職務分担が不明確なことが多い。そのため経営スタッフの

権限と責任がはっきりせず、戦略立案よりも、業務遂行のための計画・予算づくりがその仕事の中心と

なっていることが多い。

②経営スタッフ部門の出席しない取締役会、経営会議など意思決定機関で経営戦略が立案されることも多

い。そのため経営スタッフ部門は会議の設定と議事録整理しかできないことも多い。

③経営スタッフが戦略を立案する場合でも、そのメンバーが企業の上位層や現場経験のない専門のスタッ

フだけで構成されているため、現場の業務とかい離したり、現場の意見が反映されない。

④戦略立案という仕事は常時やるべきものではなく、立案後はしばらくその遂行を確認しているだけでや

ることがない。

⑤中小企業・中堅企業ではそもそも経営スタッフを持つ余裕がなく、さらには経営層が業務遂行までも行

なっている。そのため経営層が時間の空いた時に経営戦略を考えている。

経営戦略立案が企業にとって命綱なのはわかっていながら、日本では大企業から中小企業までこの仕事

をシステムマチックにやっている所が少ないのは不思議です。

①の問題点は｢戦略立案部門｣と「業務遂行部門」を分けることにより解決されます。②、③の問題点は

経営戦略立案には特定の層だけでなく、企業のあらゆる階層の参加が望ましく、かつこれを「仕事」とし

て行なう必要があります。④、⑤の問題点はマトリクス組織を使うしかありません。マトリクス組織とは

１人の人間が２つ以上の職務を担うというもので、いくつかの問題点もありますが、人材不足の中小企業
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にはうってつけの方法といえます。

こう考えていくと経営組織のあるべき姿はコンサルティングイメージの下図のようになります。経営戦

略委員会の委員は業務遂行部門から選ばれます。この委員会は正式な組織であり、選ばれた委員は重要な

職務を持ち、ライン上の業務と同様にその仕事の量、結果で評価され、報酬を得ることとなります。クラ

ブ活動のようなものでなく、給与をもらってやる本来業務ということです。委員会は経営戦略を立案する

「戦略立案会議」と、経営戦略を遂行するための計画・予算作成、業績評価を行なう「戦略遂行会議」の

２つに分けます。

戦略立案会議のメンバーは経営塾、マネジャー塾の卒業生を中心に、各階層から代表者を選出します。

部長、課長、担当という階層があるなら各階層から代表者を出します。ここでは塾で得たノウハウ、塾で

のディスカッション結果などを用いて長期的な戦略を立案し、５年程度の長期経営計画を作成します。こ

の時は委員が１週間位合宿してアウトプットをまとめるのが普通です。時間がとれないとクライアントが

言っても「５年に１週間位は時間をとって考えましょう」とコンサルティングします。ここでの経営戦略、

長期経営計画は最高意思決定機関である取締役会で審査し、認められ、その後戦略遂行会議に送られます。

戦略遂行会議の委員は部長など各業務遂行部門の長がなり、長期経営計画をベースとして業務遂行の目

標および期間計画（半年～１年）を立て、その責任を負います。業務遂行後その結果は両会議にフィード

バックされ、戦略立案会議は長期経営計画のローリング(５年計画であれば１年後にこれを１年ずつズラ

していく)を行ないます。業務遂行会議では業績評価とローリングされた長期計画をもとに次期の計画を

立てます。



経営分析はポジショニングマップで表すセオリー7

グラフの使い方

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・円の数はなるべく少なくする。 多くなりそうな時

は階層的に作る。

⇒部を円にしてグラフを作り、次に部ごとに課を円

として書く。

・中心は平均値にし、円がなるべく４つの象限にモレ

なく分かれるように目盛りをとる。
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一般的に経営者は物事を直感的にとらえるのは得意ですが、それを 論理的に表現するのが苦手です。

逆に言えばどちらかといえば直感力が高く（これをよくビジネスセンスという）、やや論理性が低い人が

良い経営者になっていることが多いといえます。この経営者の弱点である論理性を補うことはコンサルタ

ントの大切な仕事の一つであり、その意味で経営戦略立案よりも経営分析の方がコンサルティングの仕事

のウエイトは高いといえます。

人間にはマジック７というものがあり、どんなに賢くても一度に７つ以上のことは認識できないので、

分類は３～４が妥当といわれています。分析は２つの指標で４つに分けるというのが基本です。PPM

（製品をシェアと市場伸び率で４つに分けるもの）や製品・市場マトリクス（製品と市場の新旧の組み合

わせで戦略を４つに分けるもの。セオリー22参照）など過去の経営理論のほとんどがこれに則っています。

現代ではこの４つの領域の分類をコンピュータで行い、その位置を正確にプロットできます。したがっ

てこの位置を中心として円を書くことができ、円の大きさをもう１つの指標として使うことができます。

このように分析対象の主体の属性を３つ選び、それぞれX軸、Y軸、

円の大きさに対応させてグラフ化するものをポジショニングマップといいます。エクセルなどの表計算ソ

フトで簡単に書くことができ、経営分析のあらゆる分野で適応が可能です。

３つの指標の選び方は分析対象の主体によってコンサルタントが選ぶのですが、大きく４つのパターン

に分けることができます。

①市場分析（分析主体が市場、商圏）

市場分析ではコンサルティングイメージのように３つの指標をセット

するのが基本です。例えば宅配するピザ店で、どの商圏（××１丁目の「丁目」という商圏を分析主体と

考える）にどのようなプロモーションを打つか考えているとしましょう。Ｘ軸の「競合度」にはリピート
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率を取ります。これは丁目ごとに注文者が１カ月に平均何回注文するかというもので、低いほど客の食べ

比べがあり、競合が激しいことになります。Ｙ軸の「市場の魅力度」には本来ならこのピザ屋がターゲッ

トとする顧客の数（丁目内の年代別人口など）などを入れれば良いのですが、それがとらえられなければ

その地区での総注文回数などをセットします。円の大きさは売上や潜在的マーケットサイズ（商圏が持っ

ている潜在的パイの大きさ）など直感的な大きさにあたるものをセットします。ここではその丁目の月間

売上高をセットします。分析は主体（丁目）が多くなりすぎるので町名ごとに行ないます。

 

   Ａ町                                

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

          ４ 丁 目                      

                    ２ 丁 目            

                                 

ｄ

ｄ  

高  リピート率  

多  総注文回数  

少  

低  

１丁目  

３ 丁 目  

円 の 大 き さ は 月 間 売 上  

全 社 の 平 均 値  

こうして次のようにプロモーション戦略を立案

します。

・１丁目⇒総注文回数も多く、リピート率も高く、

また月間売上のパフォーマンスも出ている主要商

圏です。ここにはリピート率がダウンしないよう、

メニュー改訂時には優先的に新メニューを配布し、

またその配布方法はアルバイトによる直接ポスト

への投げ込みとします。

・２丁目⇒総注文回数が少なく、リピート率が高

く、月間売上高が低い。

競争があまり激しくない商圏と予想されます。こ

こには潜在顧客発掘のため、店の認知度を高める

ちらしを新聞折込で配布します。
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・３丁目⇒総注文回数はやや多いが、リピート率が低く、月間売上高は良好。需要は多いが競争の激しい
地区と推定されます。ここにはちらし・メニューの配布よりもディスカウントクーポンを積極的に配り、
固定客化を図ります。
・４丁目⇒３つの指標とも低い丁目であり、本来なら撤退するところですが、Ａ町は当店より近いため、
ちらし配布を一度行い、その効果を総注文回数の変化で考え、プロモーション対象外とするかを決定しま
す。
②商品ポートフォーリオ
商品・サービス・事業のバランスを考え、どの商品に力を入れていくかを考えるために行う分析です。

Ｘ軸にはキャッシュフロー指標（例えば在庫回転率など）を、Ｙ軸には利益指標（例えば粗利率など）、
円の大きさは売上をセットします。商品・サービス・事業ごとの目指すべき方向をとらえることができま
す。
③競合企業分析
競合企業との財務分析などを行う時には、Ｘ軸には資本効率を見るための資本回転率指標、Ｙ軸には利

益率指標を、円の大きさには、企業の大きさ（売上、シェア、従業員数など）をセットします。これらの
指標の見方については財務編で解説します。
④組織分析
支店、部や課、個人別の成績などを分析する時は、Ｘ軸には企業目標となる利益指標（営業利益、利益

率など）をセットし、企業への貢献度を見ます。Ｙ軸には伸び率指標（対前年度売上伸び率など）をセッ
トし、前年、前期からの努力成果を見ます。円の大きさは支店、部、課、個人などの予算指標に対する達
成率をセットし、目標の達成度合を見ます。



株式公開は意味・目的・公開後の3フェーズで考えるセオリー8

株式公開でのコンサルタントの役割

ワンポイントアドバイス

40

コンサルティングイメージ

・ 公開準備でなく、「公開の意思決定」

・ 公開の意味・目的を「教える」のでなく「考えさ

せる」



セオリー8

41

中堅・中小企業がある程度の業績をあげると、株式公開の検討に入ることが普通です。この時、コンサ

ルティングのテーマは「公開を目指すか否か」であり、意思決定後の公開準備はベンチャーキャピタル、

証券会社などが行なうことがほとんどです。

①公開の意味を考える

多くの中堅・中小企業はオーナー経営（株式を社長がほぼ100％持っている）であり、株式公開の意味

を深くは考えていません。まずこれを話し合うことです。貸借対照表的に考えれば会社の保有財産（財務

上の資産だけでなくブランド、のれん、ノウハウ、従業員などすべて含めて）は元手があって取得したも

のといえます。その元手は負債、資本金、利益であり、それを拠出しているのはそれぞれ金融機関、株主、

企業自身と考えることができます。見方を変えればこの比率で会社は支配されているといえます。

株式公開とはこの資金源の構成比率を変えることであり、資本金が高くなり、かつオーナー以外の一般

株主が増えることを意味します。この一般株主は社会そのものであり、企業は「社会のため」に存在する

ことになっていきます。多くのオーナー社長は企業を支配しています。自分の上に支配者が存在すること

を本当に許すのか、あるいは社会との共同経営を認めるのかという「意思決定」が公開の意味です。

②公開の目的を考える

「公開してもよい」とオーナーが考えるのであれば、次に考えるのはその目的です。公開の目的はコン

サルティングイメージのように３つに分類することができます。もちろんこれらの目的は３つともオー

ナーの頭にあるのですが、コンサルタントはこれらの優先順位づけをさせます。

③公開後を考える

株式公開を実際に行なった企業のオーナーの多くは公開後のことをあまり考えていません。公開は単な

る出発点であり、ゴールではありません。場合によっては公開によって得られた資金を何に使うかさえも
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考えていないことがあります。

この資金はステータスが公開目的なら、ステータスを上げるように使うべきです。例えば「一等地に立

派な本社ビルを構える」「従業員の福利厚生を充実させる」「全国に支店を作る」といったことです。し

かしその後どうするかです。ステータスが主目的であればストックオプション、従業員持株制度などを活

用して、オーナー、従業員が株を取得し、コーポレートガバナンスを企業・オーナー・従業員に戻すべき

でしょう。

ビジネス拡大が目的であれば当然ビジネス展開にこの資金を使い、その後も増資を続け、どんどんビジ

ネスを拡大していくことにあります。そしてコーポレートガバナンスは社会、一般株主のものへと変身し

ていきます。この時気をつけなくてはいけないのは、多くの一般株主は会社業績よりも「株価」に興味を

持ちます。公開企業は「株価」という「どうすれば上がるかわからない」ものを企業目標としていくこと

になります。それがいやなら上と同様にコーポレートガバナンスを株取得により企業・オーナー・従業員

に戻すしかありません。

問題は創業者利益が目的の時です。これが主目的の企業がネットバブルなどを生んだといえます。しか

しコンサルタントは経営者ではなく、その経営目的・企業理念を正す人ではありません。（そうだとした

らコンサルタントが自分で会社を作るべきです。）この場合は公開によって「社会に企業を渡す」ことと

なり、本当の意味での資本と経営を分離することになります。つまりオーナーは「株主としてのみ存在し、

経営を社会に任せる」という意味であることを考えさせます。無論公開によって企業に得られた資金はす

べてビジネス展開にむけて、株価上昇のために使っていくべきといえます。



後継者はジュニア⇒内部⇒外部の順で考えるセオリー9

後継者の要件

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・その後継者を従業員が認めること。

・後継者を株式を保有したオーナー経営者にすること

⇒経営者のレベルが現在よりも落ち、かつサラリーマ

ン社長への変更ではどんな人でも無理｡
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オーナー型の中堅・中小企業のもう1つの悩みは後継者です。後継者の第1の条件は従業員が納得できる

こと、つまり｢えっどうして彼が｣というものでなく｢まあ彼だろうな｣ということです。第2の条件は現在

がオーナー型社長であれば次期経営者もオーナー型社長を目指すことです。

①ジュニアがいる場合

実は後継者選定はギャンブルのようなもので、誰がやればうまくいくかは、やってみないとわかりませ

ん。しかも今の経営者よりすぐれた後継者などいるはずもありません。この時考えるべきことは成功した

時ではなく、失敗した時にどういう選択なら諦めがつくかです。こう考えればオーナーに子息などのいわ

ゆるジュニアがいて、社長にすべきか悩んでいる時は、コンサルタントはジュニアにすべきと提案します。

（いても社長にしたくない、できない場合はいないと考えればよい）

ジュニアが学生であればまず大企業へ就職させ、完成された、歴史のあるマネジメントシステムを学ば

せます。その理由は次の2つです。

・当社の経営に欠けているノウハウを吸収する。

・ジュニアが社長になるために、他の従業員にはない力を持たせる必要がある。

一定期間勤務したら退職し、ストックオプションまたはオーナーからの株式譲渡によって当社の株式を

保有させて入社させます。役職としては当社のコア部門（流通業でいえば営業部門、製造業でいえば工場

など）以外の取締役（例えば、経理、人事など）にします。この際できればコア部門の中に将来ジュニア

の右腕となる人を社長が選定し、コア部門のＮＯ２ぐらいに抜てきします。一定期間後、ジュニアを社長

に昇格させコア部門の若手を部門長に昇格させます。
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②内部昇格

ジュニアがいない場合はまず内部昇格を考えます。この場合、当社のコア部門のＮＯ１を社長が後継者

として指名し、公表します。販売会社なら営業成績がＮＯ１の者を指名すべきです。プロ野球でも内部昇

格で監督を作る時は、4番打者やエースピッチャーを指名し、経営能力はコーチ陣で補います。

彼をまずコア部門長にし、筆頭取締役として他の取締役とは明確に差別化します。この際同時に彼が欠

けている分野（財務など）については、大企業からブレーンを部門長としてヘッドハンティングします。

このヘッドハンティングは専門会社に頼むより、社長のネットワークで探し、社長の目で見つけるべきで

す。

この２人に対しては業績連動型のストックオプションを行ない、株式を保有させます。一定量株式を保

有したら、つまり業績が上がれば副社長ぐらいに昇格させ、社長見習をさせ、その上で社長にします。

③外部招へい

内部昇格に適材がいない場合には外部招へいを考えます。内部昇格させても良いと思う人がいて、若す

ぎる場合は外部招へいでワンポイントリリーフをあてるという形にするべきです。もし内部昇格させても

良いと思う人がいない時は、それでも何とか後継者の後継者を見つけ、次からは内部昇格させていくこと

を考えます。いづれにしても外部招へいは1回だけ、ワンポイントです。

ここでは大企業勤務で社長レースからはずれた人をヘッドハンティングします。この場合は、ヘッドハ

ンティング専門会社を使うべきでしょう。対象はコア部門以外のプロとし、その部門の担当取締役にまず

します。彼には入社ストックオプションで株式を持たせます。同時にコア部門の若手ＮＯ１（次の次の社

長候補）を思い切って取締役に抜てきします。時期を見て、社長に昇格させると同時に、この若手を次の

後継者として指名・公表し、ＮＯ２に抜てきします。



第２章 起業編

起業コンサルティングはコンッサルタントがアイデアを出すのでは

なく、アイデアを出すシステム、起業を評価するシステムを作る。

［トータルセオリー］
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企業内起業はカンパニー制でセオリー10

「なぜ変革できないのか」

ワンポイントアドバイス

47

コンサルティングイメージ

・事業変革はアントレプレナーシップではなく、シス

テムで考える。

⇒変革する気持を作るのではなく、変革するシステ

ムを作る
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企業は大企業・中小企業といった企業サイズに関わりなく、人間同様に幼年期、青年期、中年期、老年

期というライフサイクルをとります。中年期、老年期にさしかかったと企業自身が認識した時、必ずと

いっていいほど事業変革を求めます。そして、それを長期戦略のキャッチフレーズにし、全社員に訴えま

す。「今こそ変革の時」「チャレンジ＆チェンジ」「イノベーションは力なり」…

これらが企業ロゴのように、壁、名刺などあちこちにつけられていきますが、企業は一向に変革しませ

ん。経営者のイライラが募り、幼年期、青年期にあるベンチャー企業の創業者（起業家、アントレプレ

ナーと呼ばれる）たちを見て、我々も創業した時はああだったと思い、その心意気（アントレプレナー

シップと呼ばれる）が我社の若き従業員たちにも欲しい、我々は大企業病だとなげきます。

事業変革（企業内で新しいビジネスを起こすという意味で企業内起業と呼ばれます）が出来ないのは、

本当に従業員にアントレプレナーシップがないからでしょうか。もし仮にそうだとしてもアントレプレ

ナーシップはどうやって身につくのでしょうか。

コンサルタントは精神論（アントレプレナーシップを持つべき）に頼ってはやっていけません。コンサ

ルタントはこの企業内起業がうまくいかない理由を、そのシステムに求めるべきです。つまり「企業内起

業を可能とするシステム」を経営者に提案すべきといえます。

これらはさまざまな企業で、さまざまな形で試されましたが、結論は「カンパニー制」しかありません。

本来企業は株主の出資を元手に作られたものであり、株主はその企業を創業したときの事業に投資したは

ずです。魚屋に出資した株主は「魚を売る」ということにビジネスの魅力を感じ、自分でやるかわりに経

営者にその事業を委託したといえます。この魚屋の経営者がいくら趣味が植木だからといって、あるいは

植木が儲かりそうだからといって植木屋を始めては株主は怒ってしまいます。それなら「植木屋に投資し

ていた」というはずです。つまり新しい事業をやるのであれば新しい会社を作るべきです。さらに言えば
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儲かることなら何でもやる会社にするなら、超巨大企業グループのように持株会社を作り、株主にはその

持株会社（投資をする会社）に出資を求めるべきです。それがダイナミックにできない中堅・中小企業で

新しい事業を行なうなら、その方向に最も近いカンパニー制をとるべきといえます。

カンパニー制ではまず従業員の中にその事業の発案者を求め、彼がカンパニー（法的には会社ではなく、

企業内で1つの会社のスタイルをとること）の社長となります。それとともに企業からカンパニーに元手が

出資（資本金にあたる）されます。彼はこれを元手に事業を開拓します。カンパニーはもとの企業とは異

なる事業を行なうのですから、異なるシステムを採用します。ここでいうシステムとは組織、コミュニ

ケーションルール、勤務スタイル、就業規則、就業時間、給与体系、会計処理方法といったものを指しま

す。

事業領域（何をやるか）とこのシステムをベースとして企業内から、さらには社外からもこの事業、こ

のシステムに賛同する人を募ります。社外は原則として転職ですが、社内の人間に対しては一般に次の3つ

の条件で集めます。

・転籍―この社長と心中し、この事業に命をかけてもよい

・兼任―今の仕事も続けたいが、新事業もやってみたい

・出向―企業の経営者、上司たちが業務命令でカンパニーで働かせる

法的には企業とカンパニーは1つの会社ですが、このカンパニーの最終経営責任はカンパニーの社長が負

い、企業は株主として配当および 既存事業とのシナジーを期待することになります。



カンパニーは起業条件をつくり、全社員から募集するセオリー11

社長の評価ポイント

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・事業認可は事業よりも人を見る。

・事業計画はアバウトに審査し、業績評価はシビア

に行なう。
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カンパニー制をとって企業内起業を行う時はコンサルティングイメージにあるような３つのフェーズに

分けて考えます。

① 募集フェーズ

この中の起業条件の作成がコンサルタントの最大の出番です。起業条件とは新規事業を社内で公募する

時に提示する条件で、出資条件、会社設立条件、報酬条件の３つから成ります。

出資条件は企業からカンパニーへの出資金額の上限を決めるというものがほとんどです。企業内起業を

求めるような企業は社歴が古く、業績が安定しており（しすぎており）、自己資本比率が高い企業がほと

んどです。なかでも剰余金が総資本に占める割合が高く、90％を超えていることもあります。このタイプ

の企業は資本構成にもよりますが、剰余金の30％以内で手元流動性資金（現預金＋有価証券）の範囲内あ

たりが妥当といえます。直感的には失敗しても直接的には経営にダメージを与えない程度といったところ

でしょうか。

会社設立条件は一定期間（3～5年が多い）を定め、その期間内もしくは期間終了後の目標がほとんどで

あり、この目標をクリアした時、カンパニーは別会社（法律上の会社）となるというものです。キャッ

シュフロー系（売上など）と、利益系の目標を持つことが一般的です。

報酬条件は当該事業の責任者つまりカンパニーの社長の報酬のことです。無論年俸となりますが、固定

給と業績変動給に分け、固定給は現年収よりも落とし、業績変動給を大きくとるのが普通です。

この３条件を社内に公表し、新規事業のアイデアを公募します。対象は役員から新人までの全従業員で

す。応募は一般にＡ４で1～3枚程度に簡潔に｢何をやるか｣を書きます。
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②選定フェーズ
公募と同時に選定委員会を作ります。社長を委員長としてメンバーは部門長を中心とします。選定委員

会では事業妥当性よりもユニークさ（つまり他でやっていないか）を中心として審議し、候補案を複数残
すようにします。
候補案については発案者が事業計画書を作成します。事業計画書には事業概要の他、必要な経営資源

（ヒト、モノ、カネ、システム‥‥）、キャッシュフローおよび利益シミュレーション（内容は本書の財
務編で述べます）を入れます。詳細は対象メンバーを集め、コンサルタントが作成方法を指導します。
この事業計画書をベースとして各人が社長へプレゼンテーションします。事業認可は社長が自身の責任

のもとに（失敗は社長の責任）意思決定します。社長の意思決定のポイントは事業内容や事業計画の正確
性、まとまり具合よりも、事業を推進する「人」にあるといえます。「彼なら任せられる」これが決定要
件です。無論コンサルタントの口出しすべきことではありません。
③実施・評価フェーズ

３～５年実際に事業をカンパニーとして展開させます。事業アドバイスを除き、企業側は一切の口出し
をしません。それが無理ならカンパニー制などを敷かずに、従来どおりの指揮命令下で事業展開をすべき
です。
約束の期間が過ぎたら、起業条件のうちの会社設立条件を満たしているかを見ます。ここでは一切の妥

協は禁物です。「行ったか、行かないか」です。満たしていれば約束どおり新会社（多くの場合子会社）
を設立します。満たしていない場合は解散か吸収です。解散の場合は別の条件でもう一度チャンスを与え
るか（この場合は別のカンパニーと考えもう一度起業条件をつめます）、全員元の企業への復帰かです。
吸収の場合は企業の社長の指揮命令のもと事業を続行していきます。吸収の判断基準は事業は適当だが、
経営者が不適当の時です。



ネットビジネスの起業は割り算経営パラダイムでセオリー12

ネットワークビジネスの投資

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・会費を集めて投資するのではなく、まず投資して

から回収する。
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起業コンサルティング（社内起業も含め）でもっとも多いものはネットビジネス（インターネットなど

を使った新規ビジネス）です。ここでコンサルタントとしてまず注意しなくてはいけないのは、ネットビ

ジネスの特徴です。ネットワークサービスは従来の会員などへの利用サービスと似ていますが、基本的に

違うのは利用者の増加に伴って費用は増加しないといことです。変動費は時間とともに発生するだけです。

1億円のネットワークを作り、年間2000万円の維持費がかかるとします。これを5年で回収しようとすれ

ば、利用人数に関わりなく2億円を回収すれば良く、100人集めれば1人200万円、2万人集めれば１人2万

円、１億人集めれば一人2円の負担で回収できます。しかも100人のネットワークは200万円払って100人

としかやりとりできない、つまらないネットワークですが、1億人のネットワークは多少混んでいますが、

2円で1億人と話せる楽しいネットワークとなります。これが事業計画をうまく作れない理由といえます。

簡単な例で説明しましょう。ある企業がインターネット上にショッピングセンターを作ってテナント料

をとるビジネスを考えています。

従来の発想（かけ算経営パラダイム）ではまず何店舗集まりそうかを考えます。知り合いや取引先に声

をかけて100店位は行きそうだと考えます。次にショッピングセンターサイトをとりあえず作るのに最低

どのくらいかかるのかを見積り、4000万円と答えを出します。その4000万円は入会金として集めようと

思い、40万円と設定します。4000万円のサイトでは満足いかないが、これ以上入会金を高くすると集ま

りそうもないので我慢して、徐々に良いものにしようと考えます。次に維持費を2000万円／年と見積り、

当面この100店に負担してもらうしかないので会費を20万円／年と計画します。4000万円で作った不満足

なサイトに入会金40万円、会費20万円／年ではこのデフレの時代では誰も出店せず、あえなく事業は見

送りとなります。
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これをわり算経営パラダイムで考えます。まずショッピングセンターサイトとして、他社に負けないユ

ニークなものを作るとしていくらかかるかを見積り、1億円となったとします。次にこれを入会金ではな

く会費で回収するために、見込小売店（5000店）、回収期間（2年）を想定して会費１万円／年とセット

します。この時、5000店が損益分岐点店舗数であり、これを超えると2年以内に回収、超えないと2年で

は回収できないということになります。次に維持費はそこでの収入から回収することとし、サイトでの予

想売上高を見積り（20億円）、取引手数料を1％にします。維持費回収の損益分岐点サイト売上高は20億

円であり、これを超えた手数料はすべて利益となります。

こうすれば1億円の魅力的なサイトに入会金無料、年会費１万円、サイト上での売上高の手数料１％で

入ることができ、5000店も手に届く数字となります。

次にこの1億円の現金をどうやって集めるかです。借入金へ頼るのはビジネスの不確実さからいって危

険ですし、また借入れ自体難しいと思います。したがって資本金として調達するのがベストです。

この出資元としては自社、ベンチャーキャピタルなどの特定スポンサー、共同出資の３つが考えられま

す。自社がベストですが、これが無理なら特定スポンサーではなく、共同出資にすべきといえます。特に

ベンチャーキャピタルは事業を継続していくことに興味があるのではなく、投資した企業が株式を公開し、

株価アップによるキャピタルゲインを得ることが目的です。もちろん経営者が事業を継続して維持してい

くことよりも、短期的に利益を得て事業を売却してもよいと考えるなら話は別

です。共同出資で新ビジネスを展開するときの留意点を次のセオリー１３のｅマーケットプレイスの例で

考えてみましょう。



eマーケットプレイスは勉強会から始めるセオリー13

eマーケットプレイスのメンバー

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・買い手側はクローズドに、売り手側はオープンに。
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中小企業が大企業に勝てない理由のひとつに自社製品・商品・サービスのチャネルが作れない、取れな

いことが挙げられます。この解決策として注目されているのがeマーケットプレイス（インターネット上

の市場）であり、コンサルティングニーズの高い分野といえます。

ｅマーケットプレイスは「売り手」と「買い手」の出会いの場といえますが、１つ大きな特徴がありま

す。それは「買い手」にとっては「売り手を簡単に競争させることができ、同じものを安く手に入れるこ

とができる」という果てしないメリットがありますが、「売り手」には「新たな買い手が見つかる」とい

うメリットの他に「競争させられ、ディスカウントせざるを得なくなる」というデメリットが伴うことに

なります。中小企業のコンサルティングでは「何かを安く買いたい」というニーズより、「自社製品を新

しい顧客に認知してもらい、売りたい」というニーズが圧倒的に高いといえます。

そう考えていくと中小企業設立のｅマーケットプレイスは、売り手が１社、買い手が世界中というのが

ベストといえます。しかしそれでは買い手にとってあまり魅力的な市場とはいえず、また売り手企業１社

で市場の設立コストを負担しなくてはなりません。

結論は自ずと共同となるのですが、だからといって組合など不特定多数の売り手とｅマーケットプレイ

スを作っていくのは得策ではありません。次の２つの条件を満たす同業他社と作っていくべきといえます。

・ 社長同士が互いに信頼感を持てること（一緒にやろうと握手ができること）

・ ｅマーケットプレイスで販売する商品の品揃えに、互いに補完性があること。（あまり商品同士が

バッティングせず、かといって全然違うものでもない）

共同メンバーが決まったら各社から担当者を数名ずつ出し合って勉強会を作り、週１回程度集まって、

ｅマーケットプレイスの機能などを検討します。ITベンダーが見積可能な程度に機能が確定したら、数社

に見積を依頼し、ITベンダーを決定します。この時ITベンダーには後に作る共同出資会社への出資も
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打診し、その答えも参考にして業者を決定します。

勉強会のメンバー企業で（場合によってはITベンダーも入れて）ｅマーケットプレイス運営の共同出資

会社を作ります。出資比率は均等出資がよいと思います。いいかえれば、それに見合う、企業サイズが

合ったメンバーで勉強会を開くべきといえます。

この共同出資の運営会社はｅマーケットプレイスを開設し、そこであがる手数料でこの投資を回収

します。各メンバー会社はこのｅマーケットプレイスで売上を出し、手数料を払うとともに、運営会

社の株主として配当を得ます。

この時のセオリーは次の3点です。

・売り手は後からは入れないクローズネットワークにする。（後から入れるなら、皆が投資せず後から入

ると思います）

・買い手は顧客ですので完全オープンにする。

・どうしても品揃え上、後から他の会社を入れる必要がある時は、別にサイトを作ってもらう。このサイ

トとはリンクをはり、こちらのｅマーケットプレイスを紹介してもらい、ここで買い上げたものについて

は手数料を払う（これをアフリエイトという）

これがもし本格的ビジネスとして成り立った場合にはこの運営会社の株式を公開します。この時点では、

ｅマーケットプレースは売る側も完全オープンとなり、勉強会メンバーのネットワークでなく社会のネッ

トワークへと変身します。この時メンバー会社は株を売却することで創業者利益を得ることになります。



フランチャイズシステムは導入期と成長期に分けるセオリー14

フランチャイズシステムの特徴

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・フランチャイジーのＧＥＴはできるがＫＥＥＰは難

しい。

・いかに「逃げられないようにするか」これをまず考

える。
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フランチャイズシステムとはフランチャイザー（本部企業）が複数のフランチャイジー（加盟企業）に

対しサービスを提供し、代わりに対価（ロイヤリティ）を得るものです。中小企業、中堅企業においても

自社のコアコンピタンス（他社に勝てる要素）がノウハウにあるとわかると、フランチャイズ化を検討す

る企業も増えており、コンサルティングテーマとなることも多くなっています。フランチャイズビジネス

では２つの時期に分けて考える必要があります。

①導入期

まず自社のビジネスがフランチャイズ化できるどうかを次の２つの条件から考えます。

・そのノウハウが他社になく、それを譲成するのに時間がかかる

・そのノウハウ授受に人的サービスを伴なう

そのノウハウがアイデアだけだったり、すぐにマネできたり、文書を渡せばすむようなものであれば、

一旦は加盟企業となってもすぐに脱退してしまいます。この２つの条件をクリアしたら、いよいよフラン

チャイズシステムのコンサルティングに入ります。

フランチャイズシステムの導入期では顧客つまり加盟企業の獲得に全力を挙げることになります。この

ＧＥＴのためにモノ、カネ、ヒトについて検討を開始します。

「売るモノ」つまり「提供するノウハウ」（これをフランチャイズメニューという）をコンサルタント

が体系化し、特に人的サービス（スーパーバイジングという。このサービスを行なう人をスーパーバイ

ザーという）についてはコーチング技術、インストラクション技術を付加してマニュアルを作成します。

スーパーバイジングマニュアルが完成したら、スーパーバイザー教育をコンサルタントが行ないます。具

体的にはコンサルタントがフランチャイジーになり、スーパーバイジングをロールプレイングさせ、フラ

ンチャイジーの立場でコメントします。
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これと同時にマーケティングシステムつまりフランチャイジー店ＧＥＴの方法を検討します。ここでの

マーケティングの基本は実験店（もしくはモデルシステム）、メディアプロモーション、セールスの3本

柱です。実験店・モデルシステムは見込みフランチャジーに加盟後の姿を見せるためにどうしても必要で

す。メディアプロモーションは認知広告中心で、これにパブリシティを加味します。何とか雑誌の特集記

事、ＴＶニュースにとりあげてもらうことです。ユニークな（極端にいえば有効でなくても）フランチャ

イズメニューであればマスコミも飛びついてきますので、目玉メニューを用意しておきます。フランチャ

イジーＧＥＴのためにはどうしても広告などのプル戦略の他に、プッシュ戦略としてのセールスが必要と

なります｡セールスはスーパーバイザー同様にマニュアルを作りコンサルタントが教育します。

さらにロイヤリティの設計も同時に行ない、コンサルタントが契約書案を作成します（フランチャイズ

では書面の事前交付が義務付けられています。）ロイヤリティは売上・粗利などの変動部分を中心に組立

てます。

②成長期

フランチャイズでの問題点は初期はフランチャイジーを集められても、ある時期から脱退が増加するこ

とが多いことです。一定数以上フランチャイジーを集めたらシステムをフランチャイズメニューに加えま

す。例えば、今のサービスをコンピュータでできないか、フランチャイジー情報を共有してデータベース

にし、フィードバックできないか、‥といったことです。システムもセオリー１３で述べたネットワーク

同様に割り算パラダイムですので、加盟企業は多ければ多いほど魅力を増し、かつコストがダウンします。

つまり驚くほどの規模の利益が働き、単独企業ではとても作ることができないものとなります。



第３章 組織編

組織コンサルティングのポイントは公平と公開｡コンサルタント

は公平なシステムをクライアントに考えさせ、公開する問題点を

解決する

［トータルセオリー］
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組織コンサルティングは業務中心アプローチでセオリー15

組織の課題抽出

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

• コンサルタントが指摘せず、従業員にディスカッ

ションさせる。

• ディスカッション結果をコンサルタントがまとめ、

経営者へプレゼンテーションする。

• 組織の課題はナーバスなことが多いので経営者に

「気づかせる」というスタンスをとる。
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経営者で自社の組織に悩みを持っていない人はまずいません。組織も戦略同様、コンサルタントが模範

解答を持っているわけがなく、「組織を決めるための情報」と「考え方」を提示することに徹するべきで

す。

組織は業務担当のルール、つまり「誰がどの仕事をやるのか」ということになります。多くの経営者は

この業務と人の関係を考える時、どうしても「人」中心のアプローチを取ります。つまり自社の従業員の

能力を考え、その能力に見合った仕事を与えようとします。

こういう状況下ではコンサルタントは逆に業務中心のアプローチ、つまり業務を出発点として考えるこ

とを提案します。逆をいえば良いというのではなく、両者のバランスをとることを提案するわけです。

コンサルタントにとっての弱点はクライアント企業の業務を経営者・従業員ほどは知らないことです。

そこで経営塾、マネジャー塾があればそれを使い、なければ「組織を考える」と称して、スポットの従業

員教育を提案し、そこで組織論を教え、自社をケーススタディとしてグループワークで次のような業務中

心のアプローチを進めていきます。

①業務洗い出し

まず当社にとってどんな業務が必要かを洗い出します。「今どんな仕事をやっているか」ではなく、

「どんな業務を本来やらなければならないか」というものです。

グループにカードなどを配り、各人がそれに必要な業務を書き、最小公倍数をとるようにして集約しま

す。

②業務階層図作成

挙げられたカードの業務をグルーピングし、ボトムアップ方式で階層化します。結果はエクセルなどの

表計算ソフトを使ってコンサルティングイメージ（卸売業の例）のような表にまとめます。大区分は事業
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（ライン業務）、管理（スタッフ業務）に分けるのが普通です。

③業務担当記入

この表に現在その細区分の業務を誰が担当しているかを、（ ）などを使って記入します。誰もやって

いない、担当が不明な業務は「？」としておきます。細区分の業務にリーダーがいるときは＊などでわか

るようにしておきます。同様に小区分、中区分、大区分ごとに責任者を（ ）に入れていきます。

④人別負荷表作成

今度は各従業員別にどんな仕事をやっているかをコンサルティンイメージのような表にまとめます。

⑤課題抽出

この2つの表を用いて当社の組織の問題点を、グループでディスカッションさせ、パワーポイントなど

のツールを使ってコンサルタントにプレゼンテーションさせます。課題は次の2点から挙げさせます。

・業務担当のモレ…業務階層図の各区分の業務で担当がいないもの、細区分の業務でリーダーがいないも

のを発見させます。そのうえで、担当がいない理由、いないことによる弊害を洗い出させます。

・負荷バランス･･･人別負荷表を見て仕事の負荷が大きい人、小さい人を洗い出し、それらの人がどの部

門でどのようなことをやっているかを確認します。またそのためどのような問題が起きているかを考えさ

せます。

自分たちで自分たちの業務を考えるので、冷静さを失ってしまうことがありますが、コンサルタント

は口出しをせず、自由にやらせます。

⑥経営者へのプレゼンテーション

コンサルタントは各グループのディスカッション結果をまとめ、経営者へその内容をプレゼンテーショ

ンします。この情報が組織コンサルティングの第1歩となります。



中小企業の組織は階層的にし、兼任でしのぐセオリー16

経営者から予想される反論への答え

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・「階層化しすぎていないか」
→「階層的になって困るのは大企業。中小企業では
階層化しても、人数が少ないので官僚的にはなら
ない」

・「兼任で指揮命令系統がくずれないか」
→「業務ごとのタスクがはっきりして、むしろスッ
キリする。もし混乱したらその部門のマネジャー
を変える」
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セオリー15のプレゼンテーションが終わったら、コンサルタントと経営者がよく話し合い、組織のあ

るべき姿と現状、そのギャップとしての課題を共通認識します。ここでの結論は「我社はやることが多い

のに人材不足だなぁ」ということに落ち着きます。どんな零細企業でもどんな大企業でも答えは同じです。

この課題への対応策は３つしかありません。

① 業務量を減らす。

② 人を増やす。

③ 業務量も人も変えずに、業務の質を落としてでもやりくりする。

これも経営者（コンサルタントではなく）の意思決定事項ですが、冷静に考えれば答えは③しかありま

せん。そのうえでこの業務から得られる資金で業務を効率化したり、人を増やしたりして、行く行くは業

務の質を上げていくという結論になるはずです。組織図を作る前にこの意思決定を必ずさせることです。

これが組織戦略の第一歩です。

次に組織図を作成します。ここでは現状の従業員数、能力をあまり考えずに、もっともあるべき姿を考

えます。答えは自ずとセオリー15の業務階層図と同じものになるはずです。もし組織図と業務階層図が

一致しないときは業務階層図を修正します。各部門の名前ですが、本部、事業部、部、課など階層が意識

できる形をとります。組織は業務に合わせれば必ず階層的になるはずです。

組織図が出来てから人員を配置します。配置は次のような原則にもと

づいて行います。

・現状の担当業務は変えない（組織と業務を一度に変革すると、わけがわからなくなってしまいます）

・ 現在担当のいない業務は兼任とする。兼任は上位者から考える。

つまり現状の業務担当を変えずに、なるべく事業部長、部長があいている業務を兼任するようにします。
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次に従業員ごとに一覧表を作り、その上で、各業務の時間配分を「当人」に考えさせます。配分は１０

点を各業務に配点していくのがよいと思います。コンサルティングイメージでいえば佐藤さんは業務本部

長（30％）兼商流事業部長（30％）兼商品企画部長（20％）兼品揃え課長（10％）兼需要予測課長

（10％）となります。従来のように佐藤さんを業務本部長にして、本部長としての仕事を「できる範

囲」で決めていくのではなく、部門に業務をあて、その部門を人が兼任で担当していくという形をとりま

す。

この場合の組織はいわゆるマトリクス組織となります。例えば中村さんは販売情報収集課長兼顧客情報

収集課長としての上司は商品企画部長ですが、リテールサポート課長としては販売部長が上司となります。

指揮命令系統がかなり怪しくなりますが、誰がやるかわからない業務を残し、ファジーに担当を決める

よりは良いと思います。もし経営者がこの点を指摘したら代替案を一緒に考え、その2つの案を冷静に比

較するようにします。結果的にはこれ以外の案に落ち着くことはないと思います。

人材不足の中小企業で業務担当をはっきり決めないと、難しい仕事、苦しい仕事（大事な仕事であるこ

とが多い）がエアーポケットとなり、当社の弱点として現れてきます。

支店、営業所、工場、店舗などの独立事業体がある場合は、その事業体ごとに、業務階層表→業務担当

記入→人別負荷表→課題抽出→経営者へのプレゼンテーション→組織図作成→配置というセオリーどおり

のステップを踏みます。

外から見ればこれ以外の組織化アプローチはないのですが、組織内の経営者がなかなかとれないアプ

ローチであり、コンサルティングが映える局面といえます。



キャリアステップで従業員に夢を与えるセオリー17

部門長と資格等級

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・部門長は各業務の責任者

・資格等級は各業務の遂行能力
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組織化、配置が終了したら、次にキャリアステップを作ります。キャリアステップとは企業が各従業員

にどのように成長していって欲しいかを示すものであり、人事システムの根幹といえます。キャリアス

テップは組織化、人事評価、給与決定、教育などさまざまな局面で使用されますが、第一の目的は「従業

員に夢を与える」ことです。

中小企業の多くは従業員に長期間にわたって同一業務を担当させることが多く、従業員にとっては毎日

がマンネリ化し、夢を見つけづらいといえます。人間は機械とは違い、パフォーマンス（成績）だけがす

べてでなく、昨日より今日、今日より明日の成長を求め、自分の成長していく姿に夢を求めるものだと思

います。したがって職を提供する企業は、従業員に対し求める成長のプロセスを提示し、その成長を助け

る義務があるといえます。どういう順番に何を身につければ良いかがわかれば、人間は自分で成長してい

くはずですし、経営者はそう考えるべきです。

この成長プロセスであるキャリアステップは以下のように作っていきます。

①職種表作成

業務階層表の細区分、小区分レベルの業務をグルーピングし「職種」というものを作ります。職種は同

じ人間が過去・現在・将来にわたって担当していく業務を1つのグループとして考えます。職種にはセー

ルス、バイヤーといった名前をつけておきます。

②業務レベル表

細区分レベルの業務につき、４ランク位の達成レベルを想定します。（例えばコンサルティングイメー

ジのＡ～Ｄレベル）
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③キャリアステップ表作成
まず各職種を一般職、マネジャー職の２区分に分けます。先ほどの業務レベルでいえば一般職はＣ、Ｄ

ランク中心、マネジャー職はＡ、Ｂランク中心になります。
次に一般職、マネジャー職をいくつかの等級（資格等級という）に分けます。そのうえで資格等級ごと

に細区分の業務をＡ～Ｄランクで定義していきます。これが各資格等級に求められる姿となります。
多くの大企業ではこの「資格等級らしき」ものを取り入れていますが、次のような２つの問題を抱えて

います。１つは組織の部門長（部長、課長）と混乱していることです。というよりも中小企業とは逆に部
門長のポストが作れず、代わりに資格等級で「課長と同等」「部長と同等」といったものを作ったといえ
ます。部門長は業務階層表でいう小区分以上の業務の担当者、資格等級は各細区分、小区分の業務の遂行
能力を表わすものと考えるべきです。
２つ目は「作ったが従業員が見ない」というものです。これは「業務階層表がない」「組織とリンクし

ていない」「実際の業務と違う」というのがほとんどの理由です。これらの問題点を解消するにはあたり
まえのことですが、今まで述べてきたように業務階層表、組織図とのリンクをきちんと取り、従業員に
オープンにし、評価・給与と一体化させることです。
④キャリアステップのチェック、決定
従業員各人がどの級にあたるかを毎期末（１年または半年）などにチェックします。チェックは本人お

よびその人の上司が行ない、その違いを２人（上司が複数の場合は各担当業務の上司）で話し合います。
そのうえでその１つ上の上司が両者の意見を参考にして決定します。
キャリアステップは基本的には一段ずつ上がっていく階段であり、常に自分の次の階段が見えることに

なります。現状の階段と次の階段の違いを各人が理解し、上がるためには何をすれば良いのかを自分でよ
く考え、上司と相談するという形で成長が進んでいきます。



人事評価は本人・上司との話し合いセオリー18

人事評価の改善

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

トレーニングで評価者のテクニックをあげるのでは

なく、本人評価と上司アドバイスのシステムを作り

上げる。
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人事評価は日本人がもっとも苦手とする業務の１つといえます。人事評価における問題点は以下のよう

なものです。

① 同一人の評価が評価する人間によって違う結果になってしまう。

② 「なぜそのような評価になったか」と聞かれると困るので、本人に評価結果を公開しない。そのため

自分がどのような評価を受けているのかがわからない。

①の問題点をクリアするために、多くの大企業では人事評価者のトレーニングを行っています。しかし

これは評価テクニック（というものがあるとして）よりも評価システムの問題でしょう。「何を」「どの

ように」評価するかがわかっていないのだと思います。

②の問題点は冷静に、「公開する案」と「公開しない案」を比較すれば答えは１つだといえます。公開

することによるデメリットは上記の質問だけですし、公開しないときのデメリットは数え切れないくらい

あります。人事評価はシステマチックに行い、本人が納得するものとし、本人には公開（あたりまえです

が他人には非公開）すべきです。

評価システムは「業績」と「能力」の２つに分けて考えます。

①業績と能力のウエイトづけ

まず業績と能力をどのような比で評価するかを決めます。１対１を基準として、資格等級や期によって

多少変更します。上位等級ほど業績ウェイトを高くし、下位等級ほど能力ウェイトを高くします｡また企

業の業績が低下している時は業績ウェイトを高くし、業績が安定・向上している時は能力ウェイトを上げ

るといったことです。

②業績評価

業績評価は何を目標とするか、つまり評価のものさしを作ることがすべてといえます。目標は期首に目
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標記述書として本人に作らせます。始めはフォーマットもフリーで各人に自由に今期何を目標にするかを
書かせます。次に本人とその直属の上司との間で部門目標とのすり合わせを行い、各人の目標の合計が部
門の目標となるようにします。このうちの売上、原価、経費などの目標は予算と呼ばれますが、これにつ
いてはセオリー47で述べます。この目標が書かれた目標記述書には項目、評点といった評価方法も書いて
おきます。例えばセールスであれば売上（30点満点）、粗利（30点満点）、顧客評価（20点満点）、レ
ポート提出（10点満点）、新商品提案（10点満点）という感じです。
期末には本人が作った目標記述書をベースに本人自身がその業績を評価し、満点をとれなかったものに

ついてはその理由を考えます。次にその理由について上司と話し合い、評点の調整を行います。
③能力評価
能力評価はキャリアアップ表に基づいて行います。期首に現状の資格等級および各業務のレベル（Ａ～

Ｄなど）を確認し、どの業務のレベルをアップさせればよいかを本人が目標選定し、目標記述書に記入し
ます。
次にこれをベースに上司と上位等級への昇格のための条件を確認し、両者が合意します。期末には業務

レベルアップの状況を本人の目標記述書に記載し、上司と話し合います。
④人事評価
目標記述書に基づく業績評価と能力評価とウエイトをもとに、人事評価を本人が点数化します。次にこ

れを上司と話し合い、最終的にはその上の上司が人事評価を決定します。この人事評価は給与、人事異動、
組織変更などさまざまな目的に利用されます。
人事評価は本人評価（自分のことは自分が一番わかる）を中心として、上司との話し合い、上司の上司

の決裁という形で進めます。こうすれば自ずと本人に「公開される」こととなり、評価に対するクレーム
もそのプロセスで生まれ、そのプロセスの中で解消していくことになります。



給与体系は「公平」と「わかりやすさ」セオリー19

給与体系変更のポイント

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・コンサルタントが作るのではなく経営者、従業員の

意見をまとめる。

・給与を式で表わし、どうすれば給与が上がるかを従

業員に理解してもらう。
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中小企業における給与は給与体系がないか、あってもそのとおり運用できず、社長の温情や交渉、過去

の慣習などが支配しているケースがほとんどです。大企業ではこれをシステマチックに行なっている所も

多いのですが、仕組が複雑すぎて従業員がそれを理解できず（場合によっては経営者も理解できず）、ブ

ラックボックス化しているのが実情です。そのため両者ともどうすれば給与が上がるのかよくわからない

ケースが多いといえます。給与コンサルティングは次のように進めます。

①何に給与を払うかを決める

経営塾、マネジャー塾でのセミナーやミーティングなどで、「給与はどうあるべきか」を従業員自身に

話し合いをさせます。この時コンサルタントがアドバイスすべきことはただ１つ「どういう形が公平か」

です。給与というのは会社が挙げた収益を従業員に「公平に分配する」こと以外に意味を見つけるのは困

難です。

「公平」の一番の簡単な方法は人数で割っていくことでしょうが、それだけでは「働いても、働かなくて

も」給与は変わらないことになり不公平です。この頭割りにどのような要素を加えるかですが、コンサル

タントは次の３つに意見が集約するようまとめます。

・基本給

過去の会社への時間的貢献、つまり勤続年数によって支払う給与。

・業績給

先期または当期（賞与が年2回の時は半年で考えるのが普通）の各人の会社への業績貢献によって支払

う給与。

・能力給

業績給だけでは能力がありながら、就業環境（一緒にやるメンバー、上司など）によって業績が上がら
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ないこともあるので、職務の遂行能力に対して支払う給与

②支払総額を考える

月の給与、賞与を含め、期あたりに支払う給与の総額を決定します。これにはラッカープランを使うの

が普通です。ラッカープランとは企業が生み出す付加価値額（売上などの収益から給与以外の費用を引い

た額）に一定比率（これを労働分配率という）をかけたものを給与総額としようとするものです。付加価

値の概念がとらえづらければ売上総利益（粗利）を使っても構いません。

移行期は前期の支払結果から労働分配率を求め、とりあえずこれをベースとして進めていきます。

③月給体系

月給は基本給、能力給、業績給を１：１：１にするのが基本です。経営者・従業員の総意によっては

（コンサルタントの意見でなく）この比を変えても構いません。

・基本給

移行期では、過去の月給（残業手当、諸手当を除く）を１／３にして計算し、これをベースとします。

以降はこれに年1回（又は期1回）のベースアップ率をかけて求めます。つまり勤続年数に応じてアップ

していく部分です。

・能力給

能力給は等級ごとに一定額を決めます。移行期は当該職種の従業員の平均値の１／３などをベースとし

て設計します。

・業績給

業績給は先ほどの能力給に達成率をかけて求めます。達成率は目標記述書で何を目標とするかによって

決まります。一般に８０～１２０％などの上下限を設け、達成率８０％以下の時は、0.8、１２０％以上



セオリー19

78

の時は1.2で頭打ちにしておきます。
④賞与
賞与は基本給をつけてもよいのですが、その意味から考えて能力と業績に応じて配分するのが妥当とい

えます。バランスは１：１が一般的といえます。
・能力賞与
やはりこれも等級ごとに決めておきます。移行期は能力給同様に、当該職種の賞与の平均値の１／２な

どをベースにして設計します。
・業績賞与
ここで最後にラッカープランで調整します。つまり期の給与支払総額から期の月給総額（残業代、諸手

当含む）、能力賞与総額を引いて、業績賞与の総額を決定します。
業績賞与の配分は等級と達成率をベースとします。まず等級ごとに業績賞与ウェイトを決めます。最下

位級を1.0として上位級ほどウェイトを高くしていきます。次に各人ごとに業績ウェイト×達成率を求め、
これに応じて配分します。
給与改革の難しさは給与体系を変えると仕事も業績も変わらないのに以前に比べ給与が上がる人だけで

なく、下がる人も出てくることです。多くの従業員は今の給与体系が続くと考えて住宅ローンなどの生活
設計をしています。給与体系の変更では、上のように変更直前期の給与が新しい給与体系で支払われたと
考えた場合とできる限り同金額になるよう設計し、その後でゆっくり改革できるようにします。
これをやってみてわかるのは中小企業のようにファジーに給与を支払っていた所は結構うまく改革でき

るということです。中小企業は経営者の「カン」でこの基本給、能力給、業績給のバランスをとっていた
わけです。いい方をかえればこの「カン」をシステムマチックな形にして、従業員に理解をさせるのがコ
ンサルタントの仕事といえます。



教育は仕事であり、人事評価が必要セオリー20

教育テーマ

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

・キャリアステップの項目と必ずリンクしていること。

・受講者がそのテーマを身につけるとどうなるか、身

につけないとどうなるかをイメージできること。
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従業員教育が大切なことはすべての経営者が認識しているのですが、体系的に実施している企業は少

なく、コンサルタントの力を発揮できる分野です。この時「教育の実施自身」をビジネスとするよりも、

その体系づくりに目を向けるべきです。コンサルタントがまず経営者に言うべきことは「教育も仕事」

だというあたり前のことです。教育が仕事だとすれば、それを実施する人、受ける人は計画を作成する

義務があり、その仕事で評価され、報酬に反映されるということです。

次に教育テーマを設定します。テーマは自社の従業員のあるべき姿と現状のギャップから見出します。

これには経営塾などを使ってディスカッションしても、コンサルタントが提案してもよいと思います。

そのうえで各教育テーマを「業務を実施していく上で身につくかどうか」でＯＪＴ（On the Job

Training）とＯＦＦ－ＪＴに分けます。

①ＯＪＴ

ＯＪＴではまず受講者（教育を受ける側）とトレーナー（教育をする側）を選定します。トレーナー

はキャリアステップ表と受講者インタビューから当期のＯＪＴテーマを選定し、企画書としてまとめ、

トレーナーの上司に提出し、承認を得ます。承認後、トレーナー、受講者ともにそのテーマ、目標を目

標記述書に記入します。

ＯＪＴ実施後、やはりトレーナー、受講者双方が達成率を目標記述書に記入し、両者が双方の上司と

面談し、最終的な達成率を決定します。経営者に確認したように、教育も他の仕事と同様に目標を設定

し、達成率により報酬を得ます。特にトレーナーにＯＪＴ教育はボランティアではなく仕事であること

を認識させる必要があります。
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②ＯＦＦ－ＪＴ
業務実施で得られないものは仕事以外の場で教育します。従業員各自が自らの教育テーマを上司と相

談の上、知識とノウハウに分けます。
当期身につける必要があると本人が考えた知識については、市販本、通信教育テキストなどを自らが

選択し、自ら学びます。上司、コンサルタントはその選定を｢アシスト｣し、わからない内容については
メールなどで質問も受けます。学習終了後、会社へはその知識が身についた証としてレポートを提出し
ます。レポートテーマについては、上司・コンサルタントと相談して決め、目標記述書に記入します。
その期が終了後、やはりレポートを元に上司と達成率を話し合います。
身につけるべきノウハウについては、そのノウハウが自社にある場合は、自社内のトレーナーを選定

し、ＯＪＴと同様の流れで進めていきます。１：ｎのＯＪＴと考えればよいと思います。
そのノウハウが自社にない場合は外部トレーナーを見つけ、セミナーを実施します。外部トレーナー

はコンサルタントが行なうのが一般的です。コンサルタントがそのノウハウを持っていない時は、それ
に関する外部セミナーをコンサルタントが受講し、当該企業向けにカスタマイズしてセミナーを実施し
ます。この際の教育予算は給与同様に付加価値額（または売上総利益）の一定比率を決めておき、その
範囲でプライオリティの高い順に実施していきます。
ここでも受講者はテーマを目標記述書に記入しておきます。実施後はトレーナーや教育内容を受講者

がアンケートなどにより評価（いい教育だった、身についた）することはやめた方が良いと思います。
受講者はお客様ではありません。期末にセミナー受講を含め、受講者自身の自分のノウハウアップを自
己評価し、上司と面談し達成率を決定します。セミナーおよび外部トレーナーとしてのコンサルタント
を評価するのであれば、受講者アンケートではなくこの達成率で評価します。
教育は｢受ける方｣も「する方」も｢本来の仕事｣だということをコンサルタントは徹底して指導します。



セミナーはクライアント開拓プロモーションと考えるセオリー21

セミナーのポイント

ワンポイントアドバイス

82

コンサルティングイメージ

・「何をやるか」より「なぜやるか」

・「教える」のでなく「気づかせる」「考えさせる」

・「能力をテスト」するのでなく「ポテンシャル能力

を見つける」
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コンサルタントにとって悩みの種は、自分のビジネスのプロモーション、特にクライアントの開拓にあ

ります。

コンサルティングのプロモーションとして最適なのはコンサルタントに依頼される特定企業向けのセミ

ナー（従業員を教育する）といえます。セミナーをプロモーションとして行うなら（セミナーをビジネス

として行うなら別です）、目的は当然ですが「どうすればコンサルティングを受注できるか」になります。

多くのコンサルタントは「ビジネス」か「プロモーション」かの目的識別をせずに行っているので、どち

らも中途半端なものになっています。

セミナーは次のように３つの段階に分けることができます。セミナープロモーションでは実施段階より

もフォロー段階が大切であり、提案段階でも最終的なコンサルティング受注をイメージして提案する必要

があります。

① 提案段階

まずセミナーの実施カリキュラム（スケジュールのこと）を提出する

のではなく、「何のためにセミナーを行いたいか」をクライアントからインタビューします。このセミ

ナーの目的がクライアント企業の経営課題のはずです。よく自分はどんなセミナーができるかをアピール

する人がいますが、セミナープロモーションでは意味がありません。

コンサルタントなのですから、事前勉強すればどんなことでもセミナーを実施できます。自分で教えら

れなければ、受講者に考えさせ（自分も一緒に勉強し）、それをまとめれば良いわけです。

課題インタビューで目的を確認したらコンサルタントがセミナー実施のための提案書を作成します。項目

は課題、セミナーでの解決策（どんなセミナーをやるのか）、セミナー以外の解決策（これを必ず書いて

コンサルティングに結び付けます）の３つです。
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セミナーでの解決策には必ず受講者の能力評価を入れます。評価項目はセミナー目的で決めます。評価

方法としては下記のようなものが考えられます。

・ペーパーテスト⇒知識取得が目的のことはまずないので（それなら本を読むか、通信教育で良いはず）

ほとんどの場合使えません。

・ 受講態度⇒小学校の教師のようですが、セミナー受講態度を見ると、仕事への意欲、モチベーション

など色々なことが良くわかります。特に現状業務に不満がある人は必ず表に出ます。

・グループディスカッション、グループワーク⇒今多くの企業が求めている問題解決力、創造力はこの作

業を通してよくわかります。また、フェース・トゥ・フェースのコミュニケーション能力もよくわかりま

す。この能力評価をやる前提で、セミナーには必ずグループディスカッション、グループワークを入れま

す。

・ 受講者による事前レポート、終了レポート⇒これはどう考えても終了レポートが有効です。終了レ

ポートは上のグループディスカッション、グループワークで今一つ実力が発揮できず、なぜか書かせ

るときちんと書くという人を救うことができます。またこのレポートを通して論理性を見ることがで

きます。

・ アンケート⇒セミナー終了時に事務局（クライアント企業のセミナー担当者）がアンケートをとりた

がります。セミナープロモーションにとってはほとんど意味がありません。セミナー自身をビジネス

と考え、しかもより集客力を高める必要がある場合以外は見てもしょうがありません。５段階評価な

どが普通ですが「役に立ったか」で５をもらってもどう役立ったかわからないし、１をもらっても何

を反省していいかわかりません。何とか事後レポートに持っていくべきです。

提案書を提出し、実施がほぼ固まった段階でカリキュラムを作成するとともに評価項目を設定し、評価
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シートを作成します。

① 実施段階

セミナー実施では次の３局面に分けて考えます。

・ オリエンテーション

「なぜやるか」を話す所であり、実はセミナーモチベーションを考えるともっとも大切な時間です。

経営者に話してもらうか、コンサルタントが他社でどんなセミナーをやっているかを話し、受講者に

このセミナーをやる意味を納得してもらうことが必要です。

・ 講義

できるだけ減らし、知識面は事前学習か通信教育にします。コンサルタントとしては他社での事例を

中心に紹介したい所です。

・ グループワーク、グループディスカッション

これを中心に組み立てます。経営塾で述べたように戦略提案書を作らせたり、テーマを決めてディス

カッションをさせます。テーマは「このマーケティング理論を当社に当てはめるとどうなるか」といった

知識を自社に活かすというものにします。またこのディスカッションの最終テーマを終了レポートのテー

マとし、ディスカッションで言えなかったことを付加して個人でまとめさせます。

① フォロー段階

セミナー終了後、コンサルタントは「必ず」報告書を作成し、できれば経営者に面談で報告します。報

告書はセミナー所感と能力評価から成ります。この能力評価があれば経営者は必ず話を聞いてくれます。

この経営者との面談の時が勝負です。ここでその企業のコンサルティング提案を行います。

経営者に会えない時は、セミナー所感の所で次回のセミナーを提案し、延長戦とします。



第４章 マーケティング編

マーケティングコンサルティングのキーワードはロイヤリティ、高

価格、インターネット｡得意客を作り、高付加価値・高価格とし、

インターネットでプロモーションする｡

［トータルセオリー］
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マーケティング戦略は製品・市場マトリクスで考えるセオリー22

戦略パターンの成功率

ワンポイントアドバイス
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コンサルティングイメージ

戦略パターンで成功する確率は次の順序に高い。

⇒市場浸透、市場開発、製品開発、多角化
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マーケティング戦略立案ではまずコンサルティングイメージのような製品・市場マトリクスを提示し、

どのパターンで行くかを経営塾、マネジャー塾などでディスカッションさせ、選定させます。

①市場浸透

クライアントが既存市場にとどまって既存製品で戦う「市場浸透」を選定した場合、コンサルタントは

売上増加よりも、売上を維持しながら利益増加にターゲットを絞ります。そのためにまず企業ブランド、

ストアブランド、商品ブランドといったブランド戦略を提案します。

具体的には経営塾・マネジャー塾で当社のＳＷＯＴ分析の中の強み、機会をよく考えさせ、当社の企

業・店舗・商品のイメージを挙げさせます。ポイントは次の２つです。

・他社にはマネできない、明らかに勝っている要素

・自社の中で最も売れている商品・店舗のイメージ

すし屋でいえば「のり巻きだけは負けない。歯ざわりの良いのりを使っている」，事務機器販売会社でい

えば「アフターサービスだけは負けない。電話一本で必ず修理に行く」…

この「強み」にブランドネーミングします（「パリパリのり巻き」「パーフェクトアフター」…）。次

にこのブランド部分にもっとコストをかけて、より強くならないかを考えます（「もっと良いのりはない

か」、「セールスを減少してサービス窓口の人数を増加できないか」…）そしてもっとこのブランド商品

が高く売れないかを考えさせます。「安く売る」のにコンサルタントはいりません。｢高く売る｣にはアイ

デアが必要であり，コンサルタントを必要とします。そして1個あたり限界利益を上げ、高固定費を回収

し、従来より利益が出るよう計画を立てます。利益が短期的に上がらなくても我慢させ、長期的には必ず

利益がもたらされることをコンサルタントは説明します。
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②市場開発

市場開発を選んだ場合は、チャネル選定がポイントとなります。このチャネルとして即効性が高いのは

何といってもインターネットであり、ＢtoＢ(企業へ売る)とＢtoＣ（消費者へ売る）に分けて考えます。前

者にはセオリー13を、後者にはセオリー28を適用します。

③製品開発

製品開発を選定した場合は、まず｢果てしない戦い｣、つまり「次から次へとヒット商品を出していく」

ことが宿命となることをクライアントに納得させます。つまり当社の強みが他社よりも｢ユニークな技術、

創造力｣を持った人の集団であるという認識が必要です。

このタイプの企業ではまず企業風土を変えるように提案します。ここでの基本は｢自由｣です。開発者は勤

務時間、上司への報告、予算、責任といったことからすべて解き放たれるようにします。アイデアを出す

には｢自由｣な環境を作るしかありません。

そのうえで製品開発委員会という組織を作り、ここで製品開発のアイデアをスクリーニング・審査しま

す。採用されたアイデアの発案者にはもし売れて利益が出た場合、一定の配当が得られるような仕組みを

作ります。開発者にはアイデアがリターンとして当人に帰ってくることを明確にして、アイデアを出すこ

とが仕事であることを理解させます。決して｢マーケットリサーチをして、分析して、顧客ニーズに合っ

た製品作りをする｣というスタイルには持っていかないことです。マーケットリサーチは開発者が必要だ

と思うなら自分の目でやるようにし、会社は一切やり方を含め指示しないことです。

④多角化

多角化を選んだ場合はセオリー11を適用します。



顔の見えるマーケティングはKEEPとGETに分けるセオリー23
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マーケティングコスト

ワンポイントアドバイスコンサルティングイメージ

・マーケティングコストは売上総利益の一定比率を分

配して予算化する。

・マーケティングコストはＫＥＥＰとＧＥＴで2分す

る。
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マーケティング戦略は顧客の顔が見えるかどうかで2つのパターンに分けます。「見える場合」とは商

品、サービスを特定の企業・人にセールスなどが販売する場合や、小売・サービス業などでハウスカード

発行やメンバーシップ制などにより最終的な顧客が認識できる場合です。「見えない場合」とは最終的に

は不特定多数の人に商品・サービスを販売している場合で、誰が当社の商品・サービスを購買・使用した

のかが認識不能の場合です。（中間業者を通して製品を売っているメーカーなどもこれにあたります）こ

れについてはセオリー24で説明します。

顧客の「顔が見えるマーケティング」ではまず顧客を第1キーにすべてのマーケティングを進めていき

ます。具体的には、セールスがいるのであればセールスを顧客別の組織にし、売上・利益・プロモーショ

ン費用などのすべての予算を顧客別に作成するようにします。

情報システムも顧客を第1キーとして顧客データベースの整備を最重点に行います。顧客データベース

は顧客属性（住所、名前、企業サイズなど顧客に関する情報）、販売データ（当該顧客の売上、粗利、購

買商品…）、メモ（顧客からの反応、クレーム、特徴、プロモーション経緯など何でも自由に書く）の３

領域として、顧客台帳のようなカードイメージで作り上げます。作成ツールとしては本格的なデータベー

スソフト（オラクル、ＳＱＬ／Serverのように多くの人が共有することを前提に考えられているもの）で

も、アクセスのような簡易データベース（個人で使うことをイメージしているもの）、それも無理ならエ

クセルのような表計算ソフトでも構いません。データベースの機能が高いほど操作が難しいので、どれを

使うかはその企業のコンピュータリテラシー（操作能力）で決めます。

次に顧客をクライアント（重要な顧客）とゲスト（一般の顧客）に分けます。そのためにどのような客

をクライアントと呼ぶかを定義する必要があります。常識的には特定期間内の売上や粗利が一定以上の顧

客ということになります。売上や粗利の高い順に顧客を並べ、上位から積み上げていって売上や粗利が全
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社の５０～７０％程度にある所で顧客を２つに分け、このラインを識別の基準とします｡このようにする

とクライアントの数は全体の顧客数の５～２０％位になると思います。

①クライアントへのマーケティング

クライアントへのマーケティングの基本はＫＥＥＰです。いかにしてこの状態を維持するかです。まず

全社にその顧客がクライアントであることをメールや回覧で認識、徹底させます。電話、来訪、請求、納

品などあらゆるビジネス局面でＶＩＰ待遇をとるよう指示します。

あわせてクライアントの窓口担当を決定します。セールスがいるのであれば、担当をクライアント数が

均等になるよう分けます。店舗などの場合でもクライアントの担当を決め、担当者はそのクライアントの

顔と名前を何とか覚えるようにします。

次にクライアントへのマーケティングコストを予算化します。予算は 先ほどの売上、粗利の割合に応

じて、つまり全マーケティングコストの50～70％をあてます。この予算は以下のような形で使われます。

・インセンティブプログラム→マイレージのような感覚です。ゲストとは識別して、クライアントにのみ

一定額または売上に応じて特典（値引き、ポイント、特別サポート…）を与えます。店舗などでは無論の

事、企業相手のセールスなどでもうまくこれをあてはめます。

・クライアント同士の交流→クライアント同士が交流し、当社の商品・サービスについて話し合う場を作

ります。例えばインターネット上にコミュティを作ったり、クライアント向けのセミナーを開催し、相互

の友好を深めます。これによりクライアントの好む商品・サービスへと変えていくとともに、クライアン

トに商品・サービス以外の｢交流の場を提供する｣という付加価値をもたらします。

・ハッピーコール→定期的な訪問、電話、メールマガジン（メールを雑誌感覚で送り、意見を返してもら

う）などを使って、顧客に情報提供したり、不満・クレームがないかをチェックします。
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②ゲストへのマーケティング

ゲストへのマーケティングの基本はセグメンテーション化によるＧＥＴです。つまりこのゲストのうち

から、少しでも多くのクライアントを育て上げるわけです。これには2つの方法を並行して進めます。

・属性分析

顧客データベースの顧客属性の項目やセールスなどが持っている顧客属性情報を使うものです。まず当

社の現在のクライアントについて顧客属性を分析し、その特徴をつかみます。例えば、クライアントは

「従業員5人～20人でここ3年以内に起業した企業」が多いというものです。次にそれに該当する企業でク

ライアントでないもの（ゲスト）を洗い出し、これを見込みクライアントと考えます。

そのうえで、この見込みクライアントに残りのマーケティングコストを当てます。まずはその顧客を対

象にイベント（セミナー、スクールなど）を開き、顧客情報をさらに収集し、ＧＥＴのためのインセン

ティブプログラム（今購入していただければ値引き、サービスつき、…）を提案します。場合によっては

その企業とのアライアンス（共同でビジネスをできないか）を提案します。

・業績分析

もう１つは過去の販売データを使って、過去にクライアントであった顧客で今はゲストになっているも

のはないかを調べます。その上でセールスが訪問するなり、電話するなりして、そのチェンジ原因をおさ

え、見込みクライアント同様のマーケティングを展開します。



顔の見えないﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞではﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾊﾟｲを考えるセオリー24

ワンポイントアドバイス

パイの推定
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コンサルティングイメージ

・推定は「当たり」「ハズレ」が目的ではない。

・一定の「仮説・式」のもとに推定している。

・うまくいかなければ「仮説・式」を変えればよい。
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一般消費者向けの商品を中間業者を使って間接販売しているメーカーや、部品メーカー・素材メーカー

など取引先がさらに加工して製品を作っている企業では真の消費者・使用者はとらえづらいといえます。

このような企業ではポテンシャルパイをとらえることがマーケティングの基本です。具体的には次のよう

に進めていきます。

①セグメントキーを考える

マーケットを何らかのキーでセグメント化します。消費財であれば地域（この場合エリアマーケティン

グといいます）、産業財では業種・業態・地域などの組み合わせが一般的です。

②パイの推定

当社の商品、サービスの需要（これをパイという）を推定します。パイはコンサルティングイメージの

ようにポテンシャルパイ（本来的にそのセグメントが持っている需要、生命保険でいえばその地域で加入

する可能性がある保険料の総額）と実パイ（実際に発生したパイ、その地域で実際に生命保険に加入した

総金額）に分けて考えます。まず実パイを業界資料や自社の売上などから調査・推定します。

次にポテンシャルパイを推定します。地域、業種などからわかるマクロデータ（人口、対象企業数な

ど）に単位あたりパイ（１人あたり、１企業あたりなど）をかけて求めます。問題は単位あたりパイです

が、わかりやすい簡単な式で行います。例えば20才以上の人口の４人に１人が保険加入といったものです。

大切なことは「推定する」ことに意味があるので、当てる（当たっているかどうかは永久にわかりませ

ん）ことに意味があるのではありません。経営者にコンサルタントから「本当にこれでいいのか」と聞か

れたら「代案はあるか」と反論すべきです。決して「推定しない」という結論にはならないはずです。

③スクリーニング

セグメント数が多い場合はポテンシャルパイが一定値に満たないセグメントはマーケティング対象外と
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します。

対象セグメントについては実パイ／ポテンシャルパイで顕在率（潜在需要のうちどれ位が実際に各社の

売上となっているか）を出し、顕在率が全体の平均より高いセグメントと低いセグメントに２分します。

④顕在率の高いセグメント

顕在率が高いセグメントで売上を獲得するには、他社からリプレースしてシェアを上げるしかありませ

ん。この時の判断基準は当社が持っている力（商品力、セールス力）と現在のシェアです。そのセグメン

トで当社の力に応じたシェアが出ていないと判断した時はリプレースセールスを行います。例えば加工食

品メーカーであれば、対象地域の小売店へ陳列フェースの逆転のためにプロモーションコストを投入しま

す。

⑤顕在率の低いセグメント

顕在率の低いセグメントはその理由を考えます。一般に次の２つのことが考えられます。

・マーケティングコストが高い

その地域や業種から売上を獲得するのにコストがかかるという場合（遠隔地、商品説明に時間がかかる

…）は、セグメントをプライオリティづけし、マーケティングコスト、獲得パイを加味して長期計画を立

て、順に攻めていきます。

・未開拓

何らかの事情でそのセグメントが開拓されていない場合（使用法に気づいていない、商品認知がされて

いない）は、一気に短期間でこのセグメントをとりに行きます。いってみれば今までの努力はこのセグメ

ントを見つけるためのものであったといえます。実際にやってみると意外とこのセグメントがあることに

気づきます。



セールスを提案するセオリー25

ワンポイントアドバイス

提案型セールスの育成

97

コンサルティングイメージ

・いきなり全員を提案型セールスにするのは難しい。

・まずセールス経験が「短かく」「センスのある」

セールスを提案型セールスに変え、コンサルタント

の力でサクセスストーリーを作る。
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クライアントにセールス（店舗の店員なども含む）が一人でもいたら何はともあれ提案型セールスへ

の変身を提案します。従来のセールスが「何を買うか」を選択させるアプローチを取るのに対して、提

案型セールスとは「なぜ買うか」という購買目的をとらえることからスタートするものをいいます。こ

の買う目的のことを一般的にニーズといいます。

セールスのレベルアップは何度も述べたように知識、ノウハウ、経験の３要素で考えます。従来の

プッシュセールスでは商品知識を身に着けさせ、顧客を引きつけるセールステクニックを教え、セール

スの成功例、失敗例を全社で共有するのが一般的でした。提案型セールスにおいてはまず知識面では商

品から顧客へと目の付け所を変え、商品より顧客に興味を持つようにさせます。どの企業でも「売れる

セールス」は実に良く顧客のことを知っているものです。セールスの研修・勉強会も顧客の業界知識・

業界研究、ベンチマーキングなどに変えています。

ノウハウ面では当社独自の提案型モデル（提案型セールスのやり方）をコンサルタントが作り上げま

す。どのような業種・業態のクライアントでもそのフェーズは次の４モデルです。

・課題予想モデル

まずセールスに商品を売りに行くのではなく、ニーズインタビューに行くということを教えます。ニー

ズとは顧客が抱えているさまざまな課題の中で、「当社の商品・サービスで解決できる課題」のことで

す。この課題をインタビューに行く前に予想し、それを質問するようにします。したがってこのモデル

は顧客のタイプ別に「一般にどのような課題を抱えているか」という表を作れば良いことになります。

・課題整理モデル

インタビューを通してわかったニーズについて、一行程度にまとめ、

それぞれにプライオリティ（１０点法や５点法など）をつけます。
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・課題解決モデル
プライオリティの高いニーズから順に、当社の商品・サービスで解決できる方法を考えていきます。自

社で解決しない、できないものについてもあわせて考えるようにします。
・プレゼンテーションモデル
ニーズと解決策である商品・サービスを提案書にまとめ、顧客にプレゼンテーションします。ここで

大切なことは、提案型セールスは提案書を通して、顧客の「購買」という意思決定を助けるだけで、決
して意思決定を迫ったりしないことです。プレゼン時のチェックポイントは２つです。１つは「提案書
にカン違い、不明なことはないか」、もう１つは「顧客が意思決定するために不足している情報はない
か」ということです。
最後に「経験」ですが、セールスの成功例、失敗例の共有（といっても実際に共有しているのは成功例

がほとんどですが）から脱皮して、自社商品・サービスを使用・消費しているシーンをすべてのセール
スが共有できるようにします。この共有に有効な方法は次の２つです。
・アフターサービス
クライアントがメンテナンスサービス、カスタマー窓口など商品購買後、顧客に接触できる部門を持っ

ているなら、これを積極的に活用します。ここでの保守、修理、クレームといった情報をネットワーク
などを使って共有します。
・コミュニティ
上記のような部門がなく基本的には商品を販売したら顧客との接点が切れてしまう場合には、セオリー

23で述べたようなインターネット上のコミュニティを作ります。そこで自社商品のクレームを受け付け
たり、商品の新しい使い方などのコンテストをやって、賞金を出したりします。このコミュニティ情報
をセールスが共有します。



中間業者は3つの業態で考えるセオリー26

ワンポイントアドバイス

業態選定
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コンサルティングイメージ

・業態選定は中途半端にしたり、総合機能にせず、

思い切って上の3つの中から1つだけを選ばせること。

・2つ以上選びたいなら別企業、別カンパニーとし

て、戦略のみならず組織を含めすべて異なるものと

すること。
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卸売業などの中間業者はインターネットによる直取引、小売店の大型化による問屋無用論などにより苦

しい立場に立たされています。中間業者は次の3つの異なったタイプが生き残っていくと考えられますが、

コンサルタントはこの中から1つを提案し、その機能に特化していくようにコンサルティングしていきま

す。このセオリーはメーカーのチャネル作り、小売店のチェーン本部などにも活用できます｡

①顧客支援型

顧客である小売業などが必要とする情報をすべて提供するというもので、さらに発展すると顧客を経営

コンサルティングしていくというタイプです。従来から卸は小売に対しリテールサポートと称し、商品販

売の他にさまざまなサービスを提供してきましたが、ほとんどのケースでうまくいっていません。この失

敗の理由はリテールサポートをセールスが担当しており、セールスが小売業を訪問する目的がリテールサ

ポートなのか商品販売なのかが不明なためです。

このタイプではまずセールス組織を2つの部隊に分けます｡1つはリテールサポーターであり、商品販売

ではなく、顧客への情報提供などリテールサポートに徹します。リテールサポートがビジネスなので、こ

のサービスに対し課金し、商品販売では粗利を出しません。リテールサポーターが持っているのは商品パ

ンフレットではなく、リテールサポートメニューであり、彼らはこのサービスの受注、顧客満足度で評価

されます。まさに小売向けのコンサルタントとなります。我らコンサルタントはこのリテールサポーター

の教育に徹します。

もう1つの組織がサービス開発者です。彼らはリテールサポーターが行なうサービスメニューの開発を行

ないます。コンサルタントはこの開発をアドバイスします。リテールサポートのサービスメニューは基本

的には情報提供であり、次の3つの情報を組み合わせていきます。
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・メーカーからの商品情報…メーカーから直接では得られない第３者の目で見たニュートラルな商品比較

情報を提供します。

・他店情報…商圏が直接競合しない他店の売れ筋・プロモーション結果などを提供します。チェーンスト

アが得られる規模の利益を単独小売店にもたらすことになります。

・外部情報…商圏内のライバル店調査、消費者アンケート調査などを自らが実施し、結果を顧客へ提供し

たり、各種マクロ情報をインターネットなどにより配信します。

②取次型

インターネットの普及はメーカーと小売との直接取引を可能にします。しかしこのネット取引には以下

の問題があります。

・小売から見ると取引先メーカーが多すぎて、どこからその商品を買っていいかわからない。

・メーカーから見ると受注に応じた在庫を確保していくのが難しい。

この2つの問題を解消するのが中間業者の卸といえます。つまりメーカー商品の中から売れ筋商品を

ピックアップし、卸のＷｅｂサイトに提示するとともに、自らがこれを一定量在庫するというものです。

ＢtoＢでの中間業者の基本的な生き残り策といえます。

③物流的化型

大手メーカーと大手小売が直接取引に入っても、もし中間に物流センターがないと（1つのメーカーで

大型小売店の商品を網羅できないので）、小売店にはメーカーのトラックが何台も来てしまうことになり

ます。クロスドッキング（積みかえ）のための物流センターは必須といえます。この物流センターには、

卸の他にも大型小売業の物流センター、専門の物流業者が考えられます。ここで卸が生き残っていくには

もっとも物流コストの低い物流センターを作っていくしかありません。



品揃え戦略は図示して決めるセオリー27

ワンポイントアドバイス

小売店の品揃え戦略
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コンサルティングイメージ

・コンビニと戦うなら専門店化で。

・大型店と戦うならコンビニ化で。
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小売業・サービス業におけるマーケティングコンサルティングで、ニーズの最も高い分野は品揃え戦略

です。品揃えは商品の幅（商品分類、品種、商品ラインともいう）と奥行き（幅つまり分類ごとの単品、

アイテムをさす）およびアイテムあたりの数量(アイテムごとに同じものをいくつ在庫しているか)で決ま

ります。幅の広い品揃えとは「あの店に行くと日常生活に必要なものは一通り揃っている」ということを

意味します。一方,奥行きの深い品揃えとは,｢あの店に行くとインスタントラーメンなら何でも揃ってい

る｣ということを意味します。

これら3つの要素はコンサルティングイメージにあるような直方体で表わすと理解しやすいといえます。

ここでその体積（幅×奥行き×アイテムあたり数量）は店舗での取扱商品(在庫商品)の総量となり、店舗

面積によって決まります。品揃え戦略とは店舗面積を変えずに（つまり体積を変えずに）幅、奥行き、ア

イテムあたりの数量を変えていくものと考えることができます｡

大型店においては,幅、奥行きとも広く、消費者にワンストップショッピングの便宜性を提供します。

さらに体積を変えないでアイテムあたりの数量を増やし、一品あたりの仕入量を増やし、仕入先に値引を

求めるものがディスカウンターです。そのために奥行きを減らしていくのが総合ディスカウンターであり、

間口を狭くしていくのが専門ディスカウンターです。これらがさらに巨大店舗化、ショッピングセンター

化して、体積（在庫商品数）を増やし、間口、奥行き、アイテムあたりの数量をすべて巨大にしたものを

作り上げていきます。

一方、コンサルティングの主な対象となる一般小売店は、幅が狭く、奥行きも狭く、アイテムあたりの

数量は普通(したがって価格も普通)です。これが大型店と戦っていくには2つの戦略から選択します。
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①専門店化

取扱い品種をもっと絞り込み（もっと幅を狭くし、）品種ごとのアイテム数を増やしていく（奥行きを

広くする）こと、つまり専門店化です。洋服屋からネクタイ屋、ＬＬサイズの専門店へと変身していくも

のです。

さらにこれらが集積していくと巨大店舗とも戦っていくことが可能となります。例えば商店街であれば

東京巣鴨の「とげぬき地蔵通り」のようにシルバー向けに絞り、飲食店、アパレル、雑貨などの店舗を集

積していくものです。あるいは贈答需要に絞った専門店がインターネット上でバーチャルに結びつき、全

国各地の名産のみを集めたバーチャル商店街を作るというものです。

②コンビニ化

まずは発注・物流の合理化により、アイテムあたりの数量を減らして、幅も奥行きも増やすことを考え

ます。例えばある店である商品が1日1個ずつ売れているとします。この店がその商品を1週間に1回ずつ

仕入れるとアイテムあたりの数量を7個とする必要がありますが、毎日仕入れれば1個とすることができ

ます。（しかしこの時、1週間に1回の発注を1日1回の発注とするため作業が膨大となります。また毎日

運ぶため物流システムを整えなくてはいけません。これを実現するのが後で述べるＥＯＳであり、物流作

業の合理化です。）これで７倍の種類の商品を置くことができるようになりました。

次に東京巣鴨の｢とげぬき地蔵通り｣商店街のように客層を絞り込み、かつ売れ筋に絞りこみ、特定ター

ゲットから見ると幅も奥行きもさらに広く見えるようにします。つまり、ヤング、ミドル、シルバーの客

層の求めるすべての商品を置くのは難しいといえますが、シルバーに絞り込み、得意客に絞り込み、その

売れ筋に絞り込めば、この得意客から見れば、大型店に負けないほどの幅が広く奥行きも深い品揃えが可

能となりす。セオリー23の「顔の見えるマーケティング」の品揃え版です。



出店ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞは来店客数の予想がベースセオリー28

ワンポイントアドバイス

通行率・入店率

106

コンサルティングイメージ

・予測した通行率、入店率は残しておき、必ず実際の

結果と比較する。（そのため出店後も必ず通行量調査

を行なう）

・予測値と実績値に差がある場合はその原因を考え、

次の予測に役立てる。

⇒出店コンサルティングはやればやる程精度が上がり、

説得力が増す。
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多店舗展開を考えている小売業・サービス業からは出店コンサルティングのニーズが高いといえます。

すなわち出店予定地で店舗が事業として成り立つかを考えるものです。ここでのポイントは来店客数を

「合理的に」予測することです。来店客数は出店後の努力で変わります。大切なことは来店客数を予測し

た根拠です。この根拠に変化があれば来店客数は変わります。来店客数の予測では決して「客数をあてて

いる」のではなく、｢一定のやり方で見積っている｣ということを忘れないことです。

来店客数の基本ベースは商圏人口であり、そのうちの何％かが店の前を通り（通行率）、さらにそのう

ちの何％かが入店する（入店率）ととらえます。セオリー24で述べたエリアマーケティングの実践です。

具体的には以下のステップで予測していきます。

①商圏人口の推定

出店する店舗の業種･業態により商圏距離を決め（例えば住宅地立地の一般小売店で５００ｍ～1ｋｍ程

度）、住民基本台帳などにより商圏人口を推定します。

②分断ポイントのチェック

商圏距離の広い店舗では、その商圏を分断しているものがないか（大きな川、道路、線路…）をチェッ

クします。あった場合はそのポイントで商圏を切ります。

③通行量調査

出店予定地の前でビデオやカウンターを使って、日別（平日と土日に分ける）、開店時間内の時間帯別

に通行量を調査します。歩行者、自転車の他、ロードサイトタイプの店では自動車も調査します。調査項

目としては数量の他、性別、職業別（主婦、サラリーマン、学生…見た目でチェック）、歩行スピード別

（早歩き、普通、ブラブラなど）、地域別（地元か来訪かを洋服でチェック）を調べます。さらにこれら

の通行がどこでＵターンするか（必ずどこかで戻ってくるはずです）をチェックし、そこに何があるかを
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調べます。自動車の場合は車種別（バイク、普通車、営業車、トラックをナンバープレートでチェック）、

駐停車状況、スピード（スムーズ、渋滞…）などを調べます。

④通行率のチェック

通行量を商圏人口で割って通行率を求めます。そのうえで自社の他店などの通行率と比較してみます。

通行率が低い場合は、現地を見てなぜ低いかを考えます。例えば店舗の手前で曲がる人が多い、通勤・通

学ルートと合っていない…といったことです。さらにその原因を除去して通行率を高められないか（カン

バンの設置など）を検討します。

⑤入店率の推定

通行者のうち何％位が入店してくれるかを推定します。やはり自社の他店などの入店率をベースとして、

通行量調査の結果（職業別・性別通行者数など）および競合他店の状況により加減します。

⑥客単価の推定

一来店客あたりの購買単価を自社の他店の状況、競合店の状況（実際に来店し調査する）から客単価を

推定します。来店客数（通行者×入店率）に客単価をかけ、日あたりの売上高を推定します。

⑦入手条件との比較

当該立地の入手条件（イニシャルコスト、ランニングコスト）からこのコストを回収するために必要な

最低の日あたり売上高を計算しておきます。この最低売上高と⑥の推定売上高を比較し、出店の可否を判

定します。

⑧出店後チェック

出店後はこれらの予測データと実績データを比較し、次の予測に活用します。



ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの基本はニュートラル広場セオリー29

ワンポイントアドバイス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの使い方
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コンサルティングイメージ

・インターネットはクロージングよりも認知に有効

・くり返し購買は会員制で購買まで、高額商品は

セールスでクロージング
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インターネットを使ったプロモーションに成功している例は少ないといえます。典型的な失敗パターン

は次の３つです。

①待機型

お金をかけ、時間をかけ、最高の自社ホームページを作り、検索エンジンに登録し、見込み客からのア

クセスをひたすら待ち続けているのにアクセスもなく、もちろん売上も出ないというものです。顧客に何

十億とあるホームページの中から、たったひとつの自社のサイトを見つけてもらうのは不可能と考えた方

が良いと思います。

②広告型

バナー広告（人気サイトに広告を出す）、メールニュース広告（発行数の多いメールマガジンに広告を

のせる）に頼るものですが、仮にアクセスがあっても受注する確率がかなり低いといえます。受注する確

率が低くても、受注するとリターンの大きい自動車、保険、不動産など高額商品以外は失敗するケースが

多いといえます。

③メール型

どこからかメールアドレス表を手にいれて、一気にダイレクトメールで打つものです。これはヒットす

る確率がかなり低いだけでなく、場合によっては迷惑メールとなって、逆に評判を落とすことも少なくあ

りません。

インターネットプロモーションの基本は２つです。１つはいかにして自社のホームページにたどりつい

てくれるか、もう１つはたどりついた客からの受注確率をいかに高めるかということです。

これにはまず、テーマを持ったニュートラル広場（特定企業のホームページでないもの）を見つけるか、

又は自分で作ります。テーマはもちろん自社の商品・サービスに関するものです。地ビールメーカーで
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あれば「うまい地ビールを見つける広場」といったものです。ニュートラル広場はポータルサイト（イン

ターネットにアクセスした時に最初に出るようにセットしたページ）に掲示板を作ったり、参加しても良

いですし、業界団体・グループなどの掲示板を使っても良いと思います。このニュートラル広場は自社の

商品だけでなく、他社商品、さらには業界全体についてのサイトであり、サイト訪問者は見込み客、自社

商品利用者だけでなく他社商品利用者や商品にクレームを持っている人もいます。

この広場に訪問する人をまずウォッチングします。その広場などでの意見などを参考にして、広場のメ

ンバーにプッシュメールを打ち、当社のホームページへのアクセスを呼びかけます。ここでは掲示板の否

定的内容（クレームなど）を重点的にチェックし、プッシュメールでその解消策を提案するようにします。

当社のホームページにアクセスしてくれた見込み客にはまず商品を売るのでなく、当社の会員になること

を勧誘します。あたり前のことですが、会員特典（値引き、情報提供、電子クジ、ポイント・・・）を用

意しておきます。

日用品などくり返し購買するものについてはこのホームページで受注するよう商品購入画面を作ってお

きます。くり返し購買のない高額商品についてはこのホームページでの受注は期待せず、セールスのアポ

イントメントを取れるようにしておき（または電話でアポイントメントを取る）、クロージングはセール

スが行うようにします。

実際にやってみると、常に問題になるのはニュートラル広場や自社ホームページに自社の商品の悪口・

クレームが多く書かれ、事実無根のことも書かれることです。ここで多くの経営者はギブアップしてしま

いますが、コンサルタントは「顧客はそれほど愚かではなく、特に事実無根の悪口はすぐにわかる」と説

得することです。そしてその内容を否定する情報を掲示板に根気よく書き続けさせます。悪口・クレーム

が恐いならインターネットプロモーションは初めから取らないことです。



BtoCでは物流・経済・知的財産権がポイントセオリー30

ワンポイントアドバイス

アウトソーシング
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コンサルティングイメージ

・BtoCでは積極的にアウトソーシングした方が良い。

⇒ネットワークシステム、配送、決済･･･

・自社は自己のビジネスノウハウ（アイデア、品揃

え、在庫、顧客・・・）を活用し切る。
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インターネットマーケティングのもう１つのコンサルティングニーズは使用者・消費者と直接取引きす

るというBtoCです。BtoCではまずクライアントとコンサルタントでビジネスイメージを固めます。実現

の可能性もあまり考えず、もっとも望ましい姿を描いていきます。次にITパートナーを選定します。(選

定方法についてはセオリー40で述べます。)選定後は次の２つのパターンに分けて考えます。

①物品販売型

インターネットを使って物品を販売するタイプです。まずクライアント、コンサルタント、ITパート

ナーでビジネスモデル（ビジネスのやり方）を確立します。現状では次のような４つのモデルが出ていま

す。

・Search＆Buy型

膨大な量の商品を用意し、消費者はインターネットの検索機能によって商品選定を行うものです。イン

ターネット書籍販売のアマゾン・ドット・コムが始めたものです。このモデルでは「膨大な在庫投資をど

うするか」ということが大きな問題となります。アマゾンはこれを株式公開によるエクイティ資金に求め

ましたが、中小企業では自社の品揃えと重複しない企業同士が集まって共同で投資するのがもっともノー

マルな方法です。これについてはセオリー13を参照して下さい。

・ HardtoFind型

「なかなか見つからないものだけを置く」というビジネスモデルです。ここでは商品構成つまり品揃え

がすべてです。徹底的にマニアックにして、買う人のいた「死に筋商品」を並べ、高価格戦略をとります。

例えばわさびで言えば、売れ筋の１本200円のねりチューブを売るのではなく、めったに売れない１本

2000円の新鮮なとれたての本わさびをインターネットで世界中に売るわけです。



セオリー30

114

インターネットで注文を受け、消費者の好みに応じて商品を作り上げていくものです。パソコンを買う

時、ホームページを見ながら自分の好きな部品を選び、機能を選んで世界で１つだけのオリジナルパソコ

ンを注文するといったものです。ここでのポイントはどういう受注方法をとるかです。（パソコンの例で

いえば部品の在庫はいつどうやって確認するのか、受注ＯK、NG、リードタイムの回答はどうやるの

か、･･･）･･･。

・Auction型

インターネット上でせりによって商品売買するものです｡せり市場そのものを作りたいケース、自社商

品をせり市場で売りたいケース、せり市場で商品を買いたいというケースの３つに分けることができます。

市場開発ではせりに参加する会員をいかに多く集めるかにありますが、成功している企業は「ゼロ」から

始めたものは少なく、ほとんどが「自社の顧客」に「自社商品以外のせり市場を提供する」というパター

ンです。２番目のケースについてはセオリー13を参照して下さい。最後のケースは誰かが作ったせり市場

に参加するのが得策といえます。

ビジネスモデルが固まったら次に物品の物流方法を検討します。不特定多数の人に商品を配送するＢto

Ｃでは、宅配便がどう計算しても、もっとも安価でスピーディで確実です。自社で配送便を持っている卸

売業がＢtoＣに参入した際に、自社便か宅配便かで物流コストを計算したことがありますが、それでも宅

配便の方が安価でした。

次に代金決済方法を検討します。最も確実な方法は顧客の銀行振込確認後、配送です。しかし、くり返

し購買の場合は手続きの面倒さから顧客を逃がしてしまう可能性もあります。現段階ではクレジットカー

ド利用がもっともノーマルといえます｡この場合は専門の決済会社にすべて委託してしまうのが安全でか

つ経済的にも低コストだと思います。低額商品については宅配便の代引き（商品と引き換えに支払）も
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利用できます。本格的に行うのであればいくつかの決済方法を用意して消費者に選択させるべきだといえ

ます。

ここまでできたらとりあえずフィジビリティスタディ（試験運用）を行い、問題点抽出、解決後、本番

運用とします。

②サービス型

インターネットを使って商品を売るのではなく、インターネットでデータ提供、教育、予約などのサー

ビスを行うというものです。ここでもまずビジネスモデルを３者で確立します。次に考えなくてはいけな

いのは課金方法です。例えば音楽配信であれば、曲数、接続時間などで課金するのか、会員制として月額

固定費とするのかといったことです。曲数、接続時間などを使うと、それを確認する方法を考えなくては

いけません。

課金方法を決めてから決済方法に入ります。ここでは課金が小刻みになることが多く、その場合は銀行

振り込みなどではなく、クレジットカードによる決済を中心に考えざるをえません。

ここまで確定したら次にビジネスモデル特許（こういったビジネスのやり方そのものに特許をとるこ

と）について考える必要があります。他社の特許に触れないか、自社で特許をとるのか、とれるのか、と

いったことで、弁理士（コンサルタントが弁理士なら問題なし）に相談するのが良いと思います。

特許の次は著作権です。特にデータ提供、教育ビジネスでは不正コピーが容易となりますので、これを

どう防止するかです。しかし実際にやってみると不正コピー防止にかかるコストとそれによって得られる

金額効果のバランスはあまり良くなく、コストが割高になることが多いといえます｡むしろ何のプロテク

トもなしで（課金のためのパスワードは除いて）やった方が割安の場合が多くなっています。以降は物品

販売と同様にフィジビリティスタディ、本番と進めていきます。



第５章 生産・サービス・物流編

製造業のコンサルティングは需要予測・品質向上・作業改善の３本

柱。製造業でのコンサルティングノウハウを他業種のオペレーショ

ンに活用する｡

［トータルセオリー］
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需要予測は当たらなくてもやるセオリー31

ワンポイントアドバイス

需要予測の調整

117

コンサルティングイメージ

・需要予測には人間の判断が必要。

・予測値をカンであてるのではなく、ライフサイクル

の時期を考える。
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製造業のコンサルティングで最もニーズの高い分野は需要予測です。製造業では売れ筋をとらえ、これ

を素早く大量に仕入れるということができません。需要のタイミングに製品を供給するためには、どうし

ても、生産リードタイム分だけ、早く作っておかなくてはなりません。

需要予測のコンサルティングで経営者がいつも口にするのは｢その需要予測は本当にあたるのか｣という

質問です。コンサルタントは神様や占い師ではないので、「あたります」とはいえません。しかしやらな

い限りあたるようにはなりません。

需要予測というのは２つの部分から成り立っています。「予測方法」と「過去のデータ」です。予測が

あたらないとすれば過去のデータが誤っているのではなく、予測方法が不適切だったわけです。これをあ

たるように直していくしか「あてる」方法はありません。天気予報が近年あたるようになったのはデータ

がたまったからではなく、｢天気をはずす→予測データと実際データを比較し、予測方法の問題点を考え

る→予測方法を変える｣ということをくり返してきたからです。

需要予測は、生産計画、オーダエントリー(注文を受ける)と関係を持っています。この3つの関係はコン

サルティングイメージに書いたとおり、ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥで表わすことができ、需要予測はＰＬＡ

ＮではなくＳＥＥ、つまり結果検証にあたる部分です。生産計画(予測データ)とオーダエントリー(実績

データ)の差異を分析し、その原因を考え、予測方法を考えていくものです。

予測方法は２つの部分から成ります。１つは｢過去データの反映｣の部分です。例えば1期(期は半期でも

四半期でも月でも週でもよい)から9期までの実績データがあり、10期を予測する場合です。多くの場合、

移動平均法(10期の予測値=（8期＋9期＋10期）÷３)、指数平滑法(10期の予測値＝9期の実績値×α＋9期

の予測値×（１－α）：１＞α＞０：これによって過去の実績が反映された平均値となる)などの平均値が

使われます。
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もう1つは将来への調整部分です。過去の平均値を使うということは明日も過去と同じ傾向を示すとい

うことですが、昨日までの傾向と明日の傾向は少し違うと考えるのが普通です。これに用いられるのが製

品ライフサイクルカーブです。一般的な製品ライフサイクルカーブはコンサルティングイメージにあるよ

うに、４つの時期に分けて考えます。例えば現在成長期にあるとすれば過去の平均値よりも一定の比率を

上乗せした数字を予測値とするものです。製品ライフサイクルカーブは半導体のように一定のサイクルで、

上昇下降を繰り返すものや、流行品のように一気に上がって一気に下がるものなどさまざまなものがあり

ます。これらは製品ごとによく分析されており、業界に関する書籍や雑誌などを見ると書いてあります。

しかしここで気をつけなくてはいけないのは、多くの中小企業ではこのライフサイクルにズレが生ずる

ことです。業界のライフサイクルは最終製品のものであり、組立部品メーカーでは前需要が発生し、波は

早く発生します。どの位ズレるかは業界の指標と当社の売上の伸びを比較すればマクロ的にはわりと簡単

にとらえることができます。

また補修部品メーカーやアフターサービスを行なっている企業は、部品の寿命分だけライフサイクルが

後ろにズレます。補修部品と組立部品を同一企業で作っている場合は波を２つに分けて考え、重ね合わせ

ます。

業界の主力製品ではなく、ニッチ分野の製品はやはり主力製品よりも後へズレる傾向にあります。主力

製品の成長期が導入期にあたり、主力製品が成熟期に入ると成長率が高まってきます。

予測方法の「過去の平均値」の部分についてはコンピュータを用いて計算し、調整部分は予算会議など

で人間が話し合って決めていきます。



品質向上は品質確保と品質保証に分けて考えるセオリー32

ワンポイントアドバイス

品質向上の基本

120

コンサルティングイメージ

・どこまでやるか。

・不良が起きたときの対応をどうするか。
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近年の製造業は品質との戦いにあるといえます。雪印事件、異物混入事件、ＢＳＥ、品質不当表示…

連日マスコミをにぎわせました。多くの企業は精神論やＩＳＯ取得など形式主義に走り、結果的にはコス

トアップのみを招いてしまったといえます。ここでは品質向上の基本的なステップと、ステップごとの品

質向上のためのセオリーを考えます。

①品質向上期間を決める

品質向上にかける費用・時間と効果は指数曲線の関係にあり、時間とともに費用対効果は落ちていきま

す。品質向上の仕組み作りはある時期に徹底的にやり、その後はその仕組みに応じて運営していくべきで

す。そのために期間をはっきりと定めます。一般的には半年程度が妥当です。また品質トラブルが起きて

からやるのではなく、平時にやることが大切です。トラブル時に行なうと、そのトラブルの再発防止だけ

に目が行き過ぎてしまいます。

②品質向上担当を決める

その期間、品質向上に専念する人を1人以上決めます。したがってその人は｢品質向上｣が仕事であり、品

質が上がればボーナスをもらえ、給与が上がります。多くの企業は品質向上を｢全社一丸｣とし、結局誰も

その責任を負わず、皆がアルバイトで品質向上を考えています。

③品質指標を決める

品質向上担当は目標を設定する必要があり、品質を数字で表わすよう努力します。品質を理解していな

い経営者は｢品質を上げる｣といいますが、どういう状態が「高品質」かを定義していません。品質向上の

基本の基本は「品質をどうやって測るか」を決めることです。

④品質確保

品質向上で大切なことは品質確保と品質保証の区別です。品質を上げる努力は品質確保であり、品質保
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証は上がったことを確認する作業です。品質確保はライン、工程、現場で行い、品質保証はテスト、出荷
検査で行ないます。テストは品質を上げるものではなく、一定の品質を保証するものです。テスト回数を
増やしても品質は向上しません｡
品質確保においてはよく｢品質は医療と同じ、治療よりも予防｣といわれます。品質確保では医療と同様

にまずは診断から入り、不良(病気)を見つけ、改善(治療)するとともに、品質を悪化させるような元を見つ
け、予防していくことにあります。そのためには、医療が血圧、血糖値、尿酸値などを測るように、診断
のための指標を決め、工程、製品、従業員ごとに測定します。例えば、残業時間、稼働率、マニュアル整
備状況、オペレーション教育…といったことです。確保のための指標を作成すれば予防の方法も自ずと見
つかります。
⑤品質保証
品質保証で大切なことは｢不良のないものは作れない｣ということです。例えば飲料メーカーで異物が混

入するものを世に出さないとしたら、すべての製品を開けてチェックするしかありません。
こう考えればやることは2つです。１つはどの程度の品質であれば出荷するかということです。これは統

計的手法を用いるしかありません。
そしてもっと大切なことは品質不良発生時の対応をどうするかです。品質を理解していない経営者は｢不

良をゼロにしろ｣といいます。｢不良をゼロにしろ｣という命令のもとで｢不良が起きた時のこと｣を考えるの
は命令違反です。｢品質不良は起きる｣という前提で考えることです。最初に述べた精神論(品質を上げよう、
不良をなくそう、クレームをなくそう)やISO9000の問題点はここにあると思います。また雪印、BSEの問
題点も不良発生時の対応にあったと思います。
品質不良が起きた時の対応は起きてはいけない仕事でなく、起き得る仕事ですので、担当を決めてやる

べきといえます。



作業改善はPDSでセオリー33

ワンポイントアドバイス

作業改善の意味

123

コンサルティングイメージ

・作業を改善することはその削減効果だけでなく、

当社のナレッジとなり体力となる。

・従業員はＰＤＳを通して仕事の基本的やり方を学

ぶ。
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日本の製造業では、現場の業務改善努力がQCサークルなどと称され徹底的に行なわれ、世界に誇れる

競争力を生んだといえます。大手製造業の多くは「やるべきことはすべてやった」という感じ（そこに日

本的製造業の閉塞感があるのかもしれません）を持っていますが、中小製造業、卸売業の物流作業、小売

業の店舗オペレーション、サービス業全般にはまだまだ作業改善の余地があります。さらにはこれから述

べるセオリーは、伝票処理、決済処理などの事務作業の合理化にも応用することができ、大きな効果が期

待できます。

作業改善をコンサルティングする時の基本はＰＤＳのメリハリをつけて、オフィシャルにやることです。

これらの作業はコンサルタントがとりまとめをしますが、従業員が多い企業では、事務局として1～2名

のスタッフに補佐してもらいます。

①ＰＬＡＮ

クライアントの経営者が作業改善をやると決めたら、まず改善実施およびその効果測定の期間を決めま

す。3～6ｹ月位が妥当といえます。次にその期間での企業全体の統一テーマを決定します。「時間短縮」

「標準化」「アウトソーシング」・・・といったことです。このテーマにもとづき全社の従業員から改善

テーマを募集します。ここで大切なことは品質向上でも述べたように、この改善という「仕事」をアルバ

イトではなく「本業として考えなさい」ということを経営者がはっきりと宣言することです。つまりこの

改善の出来具合によって給与が変わり、資格等級が変わり、といったことです。本業なので当然といえば

当然です。

応募テーマを見て、経営者とコンサルタントで有効なテーマをスクリーニングします。選定のポイント

は改善効果の大きいことよりも改善対象が広いこと（ある特定のセクションで大きく改善するよりも全社

で広く改善できる）と企業全体の統一テーマに合っているかです｡
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採用テーマについては計画書を作らせます。計画書はＡ３ヨコ1枚位でコンサルティングイメージのよ

うにフォーマットを指定します。最後に上司欄を設け、上司の協力を約束させます。

計画書作成後に応募者全員を一ヶ所に集めて、経営者、コンサルタントの前でプレゼンテーションさせ

ます。この時コンサルタントが見るべきポイントは次の点です。

・ 計画書になっているか

計画のための計画になっていないかをチェックします。コンサルタントは「計画書はその作業を自分が

やると考えずに、他人に依頼するものとして作るもの」ということを教えます｡これによって計画書は他

人でも理解できるようになり、他の改善作業にも活用できるようになります。

・ 仮説が書かれているか

このテーマを実施する理由、やったらどうなるかが他人が見てもわかるようになっているかをチェック

します。

・目標が測れるか

実施後に目標を達成したかどうかが測定できるものになっているかをチェックします。また目標には実

施後の姿を書かせるようにし、「××を実施する」「××マニュアルを作成する」といったことは目標で

はなく、プロセスに書かせるようにします。

・ プロセスが後で評価できるか

ＳＥＥの段階になった時にプロセスを差異分析できるかをチェックします。具体的には作業細分ごとの

工程表がついているか、担当が明確になっているかといったことです。

②ＤＯ

この段階ではコンサルタントは一切口をはさまず、ラインの上司の指揮命令のもと実施させます。
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③ＳＥＥ

実施後に報告書を作らせます。フォーマットは計画書と同一の項目（現状、仮説、目標、プロセス、上

司欄）で、計画との差異を書かせます。そのうえで報告会で経営者とコンサルタントにプレゼンテーショ

ンさせます。ここでのコンサルタンティングのポイントは以下の通りです。

・ ＤＯが終了しているか

計画書に書かれたプロセスがすべて終了しているかを見ます。終わってない場合は「続ける」か「やめ

る」かを選択させます。「続ける」場合はＤＯの終了後、次回（３～６ヶ月後）の報告会に来るようにい

います。終わってないものについては一切妥協しません。「やめる」場合はやめる理由を説明させ、上司

の了解を取らせます。

・ ＳＥＥが出来ているか

ＳＥＥは目標だけでなく、現状認識、仮説、プロセスのすべての面において「差異分析」させます。多

くの場合「うまくいったこと」「うまくいかなかったこと」に区分して書いてきますが、計画と違った点

だけを報告書に記述させ、違った理由を書かせます。例えば目標が「作業時間を50時間削減する」で結

果が「100時間削減」となったなら、結果オーライでなく、どうして差が出たかを説明させます。「見積

ミス」か「今回だけたまたま多くなってしまった」のか・・・。

この時計画の大切さを教えます。各人の計画の積み上げが会社の計画であり、計画ミスは会社にどん

な損害を与えるのか、結果オーライでないことなどを当人たちの事例を通して説明します。

・ 他人が見てわかるのか

最後にこの報告書を他人が見てわかるかをチェックします。これで当社の本当のナレッジとなり、この

計画書－報告書のセットが次回の計画の精度を上げていくことをわからせます。



オペレーションはLSPで合理化するセオリー34

ワンポイントアドバイス

ＬＳＰに動画を活かす
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コンサルティングイメージ

ＬＳＰでの作業時間測定はストップウォッチよりも

ビデオカメラを積極的に活用すべき。

・作業の動画をとることで効率化のヒントになる。

・動画をコンピュータに取り込めばわかりやすいマ

ニュアルを作ることができる。
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すべての企業において人が行う作業（オペレーション）は存在し、これらは流れ作業、LSP（Labor

Scheduling Program作業割当表の作成）、ABC計算（Activity Based Costing作業細分ごとに原価をと

らえる）の３つの要素で必ず合理化できます。この着手はセオリー33の作業改善と同様に製造業でもっと

も早く、ほとんどの企業でチャレンジしていますが、それ以外はまだ未着手の企業が多いといえます。現

在、特にコンサルティングニーズが高いのは物流作業、店舗オペレーション、各種サービス業（レストラ

ン、クリーニング、・・・）そして事務作業です。

オペレーションではまず作業を流れ作業に変えます。流れ作業とは仕事が細分化され、その担当が決ま

り、仕事が一直線に流れて行くものをいいます。流れ作業においては細分化された仕事がすべて同じ処理

時間（ピッチタイムという）でなされる（同期化という）必要があります。同期化されていないと仕事は

もっとも遅い作業の所で停滞し、その生産性にすべての作業が合わされることになります｡またひとつひ

とつの仕事を合理化しても意味がなく、すべての作業を同時に、同じピッチタイムに合理化する必要があ

ります｡

具体的には流れ作業ではまず現状の作業をビデオ、ストップウォッチなどを使って時間測定し、細分化、

同期化を考えていきます。この細分化、同期化された仕事を原単位（１人で行なう仕事の最小単位）とい

います。原単位設定後はLSPとABC計算（セオリー34で述べる）の２つの領域に分けて考えていきます。

LSPは以下のステップで進めます。

①期間内の作業量推定

例えば来月の計画を立てるなら、原単位ごとの作業時間を用いて、来月の毎日の時間帯別の作業量を原

単位ごとに予測します。当初LSPを手計算でやる時は、原単位を少し大きくしておかないとこの作業が大

変になります。もちろん作業の余裕率も考慮します。
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②期間内の勤務予定を確認
従業員などの時間帯別の勤務予定を確認します。

③負荷調整
予測作業量と勤務予定をつき合わせて過不足を調べます。過不足については時間・担当の変更などで負

荷調整します。
④スケジュール作成
担当別および作業別にスケジュールを作ります。この段階からはパソコンが必須です。スケジューリン

グソフト、データベースソフト、表計算ソフトなどで作成します。
⑤実施・チェック
スケジュール表で作業を実施し、チェックします。チェックポイントは予測した作業時間・作業量と実

際の結果のギャップをつかむことにあります。このギャップの要因を調べ、次の予測に役立てていきます。
またこの時あわせて、ギャップのあった作業がもっと効率的に行えないか、効率性を阻害している要因は
何かを考えます。
⑥システム化
上記のギャップがある程度埋まった段階で、このLSP全体をシステム化します。システム関発は外部の

ITベンダーへ委託するのが一般的といえます。
LSPは上で述べたような作業の効率的分配、ボトルネック作業の発見の他に、能力評価にも大きな効果

をもたらします。各人が各仕事に対してどれ位の生産性を上げているかがわかり、客観的な能力評価が可
能となります。従業員の給与、パート・アルバイトの時給、アウトソーシング員の単価などが公正に判定
できることになります。働く側から見れば自己の作業の生産性を上げることで、給与が上がることになり、
生産性向上という企業の目標と個人の目標が一致することになります。



ABC計算はアバウトから始めるセオリー35

ワンポイントアドバイス

ＡＢＣコストと現場のカン
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コンサルティングイメージ

ABCコストと現場のカンが異なっている時は「現場の

カン」が正しい。

この「カン＝配賦率」であり、カンに合うように配賦

率を変更する。
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オペレーション作業の合理化ではLSPと合わせて、作業ごとのコストをとらえるABC計算を並行して進

めます。ABC計算で大切なことは正確に計算することではなく、できる範囲でとりあえずやってみること

です。そのうえで少しずつ精度を上げていくようにします。

酒類卸売業の物流作業を例にとって、パソコンの表計算ソフトを使ってやってみることにします。

①作業別のコストを算出する

月次（なければ年次）の損益計算書から販売費・一般管理費の内訳を勘定科目単位に入力します。次に

各勘定科目を次のようなA～Xのタイプに分け、物流費に配賦します。

・ Aタイプ‥車両費のように、科目の費用を全額物流費に配賦する。

・Bタイプ‥従業員給料のように、物流費にあたると考えられる部分を人数比で配賦する。

⇒物流要員（30人）÷全社員（120人）＝0.25=配賦率

・ Cタイプ‥水道光熱費のように、物流にあたると考えられる部分を面積比で配賦する。

⇒物流施設面積（3,000㎡）÷ 全社屋面積（6,000㎡）=0.5=配賦率

・ Xタイプ‥広告宣伝費のように、物流とかかわりないものは物流費に配賦しない。

この企業は月あたり販売費・一般管理費8200万円に対し、物流費約3000万円となり、販管費対比38％を

占めていることがわかります。さらに各物流費用を次のような※1～※6のタイプに分けて、保管費、包装

費（荷造り、梱包）、配送費、荷役費（格納、ピッキング作業）、物流管理費に配賦します。

※ １：人数比により配賦［保管員３人、包装員（荷造・梱包）５人、配送員10人、荷役員（ピッカー）

10人、物流管理員２人、計30人］

※ ２：全額配送費

※ ３：包装費1/2、配送費1/2
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※ ４：保管費1/2、包装費1/4、荷役費1/4

※ ５：保管費、包装費、配送費、荷役費、物流管理費、全て1/5づつ

※ ６：保管費1/2、配送費1/2

②単位あたりコストを算出

次のように単位あたりのコストを算出します。

・ １アイテム当たり保管費＝保管費×商品回転期間（0.3ヶ月）÷取り扱いアイテム数（10,000ｱｲﾃﾑ）

・ １ケース当たり包装費＝包装費÷月次販売ケース数（60,000ｹｰｽ）

・ １日１トラック当たり配送費＝配送費÷トラック数（10台）÷稼動日数（20日）

・ １ケース当たり荷役費＝荷役費÷月次販売ケース数（60,000ｹｰｽ）

・ １日当たり物流管理費＝物流管理費÷稼動日数（20日）

③データを活用する

これらの単位あたりのコストはさまざまな管理業務に活用できます。例えばコンサルティングイメー

ジのように顧客別の物流コストを出すことも可能です。（単価は②の単位あたりコスト。数量は中村酒店

に30アイテム、10ケースを運び、１日１トラックが10店舗に配送しているため配送費は0.1、10台のト

ラックがあるので管理費は0.01となる）

実際にやってみると現場から「中村酒店は13,000円で佐藤酒店が16,000円はおかしい。逆なんじゃない

か」といったクレームがよく出ます。もしクレームが出れば「しめた」ものです。損益計算書の総コスト

は事実ですので、もし実態と合ってないなら、配賦率が違うことになります。したがって配賦率を現場の

「直感」に合うように修正していけば良いことになります。



システムを統合して在庫削減するセオリー36

ワンポイントアドバイス

システム統合の成功のために
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コンサルティングイメージ

・システム統合ができなくてもデータベースを共有

するように考える。

･それがうまくいきそうもない時は、統合型のパッ

ケージシステム（ＥＲＰパッケージ ： セオリー５

０参照）を導入提案する。
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製造業にとって在庫削減は大きなテーマです。在庫削減はシステム統合によって進めています。システ

ム統合のポイントはデータの共有化であり、各業務が同じデータを見て仕事をすることにあります。

①調達･生産の統合

一般に製造業のシステムは調達、生産、販売の3つに分かれており、それぞれが独立して動いているこ

とがほとんどです。まず調達システムと生産システムを統合し、資材･部品在庫データを共有し、削減し

ます。つまり生産側で本当に使う、使いそうな資材･部品に絞り込み、不良在庫を一掃します。この時、

調達システムがコントロールしていた資材・部品在庫は、生産システムのコントロール化に入ることにな

ります。

②資材・部品メーカーとネットワーク化

次に資材・部品メーカーへの発注をネットワーク化（ＥＯＳ：Electronic Ordering System）し、資

材・部品在庫データを両社で共有し、削減します。つまり資材・部品を必要な時に必要な量だけ買う（使

わないものは買わない、使うものもぎりぎりまで買わない）ようにします。経営者はＥＯＳを発注作業の

合理化と見ることが多いのですが、調達業務から見ればＥＯＳは在庫削減ツールといえます。

③生産と販売の一体化

さらに生産システムと販売システムを統合し、製品在庫を共有化し、削減します。つまり、売れるもの

を売れる量だけ作るということを目指します。ここで問題となるのはこれに伴なう組織の一体化です。一

般に生産側の組織は工場長―班長という製造ラインごとであり、販売側は顧客窓口制をとっています。販

売側の組織を変更することはできないので、生産側に製品区分（カテゴリー）ごとにカテゴリーマネ

ジャーを作ります。カテゴリーマネジャーは自分の担当する製品の調達、生産、在庫、販売のすべての責

任を負い、カテゴリー単位の損益計算で評価されます。そのうえで顧客窓口のセールスは、カテゴリー
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マネジャーから製品を購入する形にもっていきます。中小企業で人員に余裕がない時は班長などのライン

マネジャーがカテゴリーマネジャーを兼務します。

④サプライチェーンへ

最後は自社の納入先メーカーや卸、小売を含めた統合です。消費者などの最終使用者への在庫（小売の

店頭在庫など）を共有化し、1つのサプライチェーン（消費者、使用者への供給業者）となろうというも

のです。つまり流通の各段階にある企業の在庫を一本化して、流通全体の在庫(流通在庫=製造業全体の在

庫＋卸売業の在庫＋小売業の在庫)を圧縮しようとするものです。

製造業同士（納入メーカーと受入メーカーのような）の統合と異なり、流通業を巻き込むのは以下の理

由で困難といえます。

（ⅰ）製造業同士では最下流のメーカー（最終製品メーカー）がリーダーとなるが、サプライチェーンは

誰がリーダーとなるかを決めづらい。

（ⅱ）製造業と流通業の関係では、流通業の方が品揃えが多く、１：１の関係にならず、サプライチェー

ンが錯綜してしまう。

（ⅰ）の問題は逆にいえば誰かがリーダーとなれば問題は解決するともいえ、コンサルタントがそれを選

定し、そのリーダーをコンサルティングすれば良いことになります。

（ⅱ）の問題は非常に難しく、サプライチェーンがうまくいかない理由のほとんどすべてがここにあると

いえます。しかしこれには２つの解決策しかありません。1つは（ⅰ）のリーダーが自社のチャネルまた

は仕入先ルートとしてサプライチェーンを考え、そのコストを基本的には全額負担することです。もうひ

とつは、リーダー企業が複数でサプライチェーンを作ることです。この場合は、セオリー１３で述べたｅ

マーケットプレイスと同様に進めていくのがベストです。



物流支援システムは間接効果を考えるセオリー37

ワンポイントアドバイス

物流の合理化のポイント
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コンサルティングイメージ

・物流プロのノウハウをコンピュータに記憶させる。

・素人でもできるようにし、作業単価をダウンさせ

る。
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モノを移動している企業には物流が発生し、ほぼ100%の企業がこの合理化を求めています。物流の合

理化ではマテハン機器による機械化が進められますが、メーカーなどの大規模物流センターを除き、人

手作業が大量に残り、逆にいえば合理化の宝庫となります。この時コンサルタントはすでにコンピュー

タ化している受発注などの業務で発生しているデータの有効利用を提案すべきです。これが物流支援シ

ステムです。

物流支援システムがなかなか進まないのは、経営者が「コンピュータ活用で何人減らせるか」といっ

た直接的コストダウン効果にばかり目をとられ過ぎてしまい、費用対効果が低いと考えて採用を見送っ

てしまうからです。コンサルタントは次のような間接効果も上がることをアピールして、その意思決定

をさせる必要があります。

・物流作業が標準化、単純化する

コンピュータ活用により、経験とカンが不要になり、ベテラン（人件費が高い）でなくても、パート

（時給が低い）でもできる仕事が増えます。時間削減でなく単価低減効果があることを理解させます。

・物流作業が正確になる

コンピュータ活用は生産性の向上よりも正確性の向上に寄与します。棚卸差異、検品ロスなどが削減さ

れます。

・取引先の信頼を得られる

コンピュータ化された物流センターを作ったというそれだけで、取引先の見る目が変わってきます。

「見せる物流センター」は販売促進となります。物流センターで売上を伸ばすことを考え、さらに正確

性の向上とあいまって、取引先が「ここまでやっているなら、立会い検品もいいだろう」となり、配送

の合理化も図れることになります。
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・従業員のモラルが上がる

倉庫、配送作業はいわゆる３Ｋ職場であり、従業員確保を難しくしたり、人件費アップを招いています。

物流のコンピュータ化は取引先だけでなく従業員にもアピールし、モラルアップにつながり、皆が生産

性向上を考えるようになります。工場の技能工がＱＣ活動で（それをやったというだけで）飛躍的に生

産性が向上したのと同じといえます。

物流作業へのコンピュータ活用ではまず経営者が「とことんやる」と意思決定するのが最初のステッ

プとなります。そう決めたら、ひまな時にだれかが検討する（そういって検討した会社はない）のでは

なく、責任者を経営者が指名し、計画書を提出させます。ここまで来れば終わったようなものですが、

経営者にサクセスイメージを持ってもらうためにコンサルタントは具体的項目を説明しています。

① ロケーション管理

まず倉庫内を一定の大きさに（パレットサイズが普通）区分して、それぞれに番地をふっておきます。

そしてこの番地だけで、格納、ピッキングを行なうようにします。次に実際にどの位置にどの商品を置

くかを決定します。その上で商品と番地の対応表（これをロケーションマスタという）をコンピュータ

に覚えさせます。経験豊富なベテラン倉庫管理者がこれを覚えているとその部分がブラックボックスに

なって、特にピッキングの合理化が進まなくなってしまいます。

②ピッキングへの活用

ピッキングへのコンピュータ活用では、どうやってピッカーに番地などのピッキング情報を伝えるか

を検討します。ピッキングリストの他、ポータブルターミナル（フォークリフトなどに取り付ける）、

デジタルピッキング（棚に電光掲示板をつける）などから選びます。またピッカーにLSPを採用します。
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③検品への活用
検品とはコンピュータの指示通りに作業がされているかをチェックするものです。棚卸などもこの一種

と考えられます。検品は何とかその作業内（ピッキング、荷積みなど）で自動的にできないかと考えます。
またこの検品はバーコードを使うことで作業合理化が図れます。ＰＯＳシステムが実は小売店舗からの出
荷検品であり、精算という作業と出店検品を同時に行っていることがわかり、倉庫での検品にバーコード
活用が一気に進んだといえます。

④配送への活用

配送へのコンピュータ活用領域は大きく２つあります。１つは荷積みの合理化です。各トラックに何パ

レット、何ケース積載可能かをコンピュータへ登録しておいて積載効率を高めるようコンピュータで荷積

み方法を計算します。また配送の逆順にピッキングリストを出力し、最初に配送する商品を最後にピッキ

ングするようにします。

２つめは配送ルートの合理化です。ベテランのドライバーになれば配送ルートは自分の頭で割り出せ、

かつそれがベストルートかもしれません。しかしそれにあえて頭の悪いコンピュータを活用するのです。

コンピュータに配送ルートを考えさせるのではなく、コンピュータに配送ルートの出し方を「覚え」させ

て、「計算」させるのです。こうすればどういう基準でルートを決めたかが明確になり、それがベスト

ルートでなくても、その改善が可能となります。例えばコンピュータに道路地図を覚えさせて（市販され

ている）その上で最短距離を出すようにします。無論地図上の最短距離がベストルートではないのですが、

実際に走って見て「この道は狭いのでいつも込んでいる」といったことを少しずつコンピュータに教えて

いきます。配送のノウハウをコンピュータという器に皆で登録していくと考えることです。決してコン

ピュータに道を聞こうと思ってはいけません（もっともコンピュータは道など知りませんが）。



第６章 ＩＴ編

ITコンサルティングのポイントはシステム提案よりもアプローチ

法、コスト、ベンダー選定、組織の４点。システム提案は稼動責任

をとるITベンダーにやらせる。

［トータルセオリー］
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ITベンダーからITパートナーへセオリー38

ワンポイントアドバイス

ＩＴパートナーにするために
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コンサルティングイメージ

・基本契約をアライアンス契約、提携契約といった

名前にする。

・定期的にトップ会談をセットする。

・場合によっては株を持ち合う。
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ＩＴは常に経営者にとってウィークポイントであり、ブラックボックスといえます。その理由としては
2つのことが考えられます。1つはＩＴベンダーのＳＥ（システムエンジニア。システムを設計する技術
者）に経営センスがなく、一方経営者もＳＥに経営を理解してもらおうと思っていないことです。この経
営者とＳＥの橋渡しを情報システム部や情報システム担当がやっているのですが、この人たちもＳＥと同
様なので何の仲介役も果たしていません。経営者とＩＴベンダーのＳＥの橋渡しをやるのがコンサルタン
トの仕事です。

2つ目はＩＴが多くの要素を持ち、それぞれ異なるベンダーがこれを担当していることです。ハード
ウェア（パソコン、サーバー、プリンタ）、ソフトウェア（Windowsなどの基本ソフト、表計算ソフト
などのミドルソフト、オーダメイドの業務ソフト、パッケージソフト･･･）、データベース（データベー
スソフト、作成、管理、バックアップ･･･）、社内ネットワーク（グループウェア、ルーター、ハブ･･･）、
社外ネットワーク（プロバイダ、NTTなどのキャリア、通信ソフト）、ヘルプサービスなどITの構成要
素は果てしなくあり、ベンダーも果てしなくいます
これだけのものを選定し、組み合わせ、それらの稼動を保証していくのは素人には不可能であり、プロ

への委託が必要です。つまり１つのＩＴベンダーに一括して上記の機能をすべて委託し、全体としての稼
動責任を負ってもらい、何かあったときにはすべてリカバリーしてもらうということです。実力のない企
業ほど外注すると高コストになると思い込み、できることは何とか自社で従業員に勉強させてやらせよう
とします。しっかりコスト計算してみればわかるのですが、ＩＴは内でやるより、まとめて外に出した方
が圧倒的にコストが下がります。
こうなるとＩＴベンダーは委託企業から見れば、単なるアウトソーシング業者を超えて、経営のうちの

ＩＴ機能を分担してもらうパートナーとして存在することになります。ＩＴコンサルティングの基本はま
ずこのＩＴパートナーの選定にあり、以下のように進めます。
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①提案要求書

現状のシステムに満足している企業はまずいません。コンサルタントはそれらの不満・要望を現場・管

理・経営の各サイドからヒアリングし、それらを解決するためのものを「新システム」と名づけます。要

望は限りなく出ますがそんなことは気にせず、すべて聞きます。そのうえで経営者とともにこれらに優先

順位づけをします。

優先順位がまとまったら新システムの提案をＩＴベンダーに求めます。ここではコンサルタントらしく

「提案要求書」というものを作り、ＩＴベンダーに渡し説明します。提案要求書には「どんなシステムに

するか」は一切書かず（これをＩＴベンダーに提案してもらいます）、現状のシステムや業務フローの問

題点、システム化の目的、あるべき姿（目標のようなもの）、予算そして優先順位を書きます。抽象的で

もいっこうにかまいません。

②提案ＩＴベンダーの選定

次に提案を求めるＩＴベンダーの選定ですが、従来のハード、ソフトなどを買っている業者を入れても

構いませんが、上記のすべてのＩＴ機能を満たしうるベンダーを３～５社程度見つけます。これらの機能

を１社で持っているということではなく、窓口としてインテグレートできるかをコンサルタントが直接問

い合わせをします（多くのＩＴベンダーは「できる」と言います）。ここで大切なことはクライアントに

見合ったＩＴベンダーを見つけることです。クライアント企業の売上高が50億円であるならば、売上高

が何兆円もの日本一のＩＴベンダーを選ぶのではなく、売上高が10～100億の中規模ＩＴベンダー、また

はこの50億円企業を顧客に多く持つＩＴベンダーから探すことです。ＩＴベンダーから見てクライアン

ト企業が「お得意様」となるように考えます。
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③提案書のプレゼンテーション

ＩＴベンダーに提案要求書をもとに、提案書を作成させ、その内容を経営者にプレゼンテーションさせ

ます。プレゼンテーションの相手はコンサルタントではなく、あくまでも経営者です。またこの際、ＩＴ

ベンダーには必ず当社の窓口責任者となるＳＥからのプレゼンテーションを求めます。実際に担当するＳ

Ｅ以外のプレゼンテーションを受けると、必ず後で｢言った、言わない｣でもめます。

④ベンダー審査

ＩＴベンダーの審査項目は大きく、システム提案力、担当ＳＥの能力、サポート力、金額の４つです。

各項目の詳細はケースバイケースですが、コンサルティングイメージのようなものが一般的であり、なる

べく項目数を増やさないことがポイントです。各評価項目について、５点法、10点法位で評価し、コメ

ントを記入しておきます。これをベースにクライアントの社長と話し合って１社に絞ります。

⑤トップ会談

選定が終了したら、必ずＩＴベンダーの社長とクライアントの社長が会談し、アライアンスを誓います。

このイベントはＩＴベンダーの担当ＳＥの緊張感を高めるとともに、クライアント企業側のＩＴ担当者の

安心感を生みます。

⑥契約

トップ会談後契約します。契約は基本契約と個別契約に分けて行います。基本契約は守秘義務、著作権、

発注手段、瑕疵担保責任、開発の指示・責任などシステム全体の共通項について契約します。個別契約は

ハード、ソフト、ネットワーク、ヘルプサービスなど個別購入物件（これらをまとめても可）について行

い、必要に応じて更新していきます。



ITコストは予算化するセオリー39

ワンポイントアドバイス

ＩＴベンダーへの提案要求
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コンサルティングイメージ

・予算額を提示し、その範囲でベストな提案を要求

する。

・こうすれば金額とシステム機能を同時に審査しな

くてすむ。
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ＩＴベンダーの決定プロセスではＩＴコストの予算化が大きなテーマとなります。一般にはシステムを

企業のインフラ（なくてはならないもの）と考え、費用対効果（効果に見合ったＩＴコストにする）では

なく、人件費におけるラッカープラン同様に、付加価値額の一定比率を投資すると考えます。具体的には

次のように進めていきます。

①年間予算枠の決定

付加価値額（粗利、売上総利益と考えてよい）の何％にするかですが、筆者がコンサルティングした企

業から平均を出すと１％程度が標準値といえます。コンサルティングイメージに例として挙がっている売

上高50億円、粗利率20％の企業では年間1000万円となります。

②目に見えるコストの算出

ＩＴコストには予算化すべき「目に見えるコスト」（機器購入費、システム開発費、保守費など支払額

として認識できるもの）の他に、他の費用を増加させる「目に見えないコスト」（コンピュータを置く場

所代、電気代、通信費などＩＴ以外の費用と合算され、わからなくなってしまうもの）がどうしても発生

してしまいます。これはセオリー35のＡＢＣ計算でやったように配賦率で見積もっていくのですが、一般

に目に見えないコストが総コストのうち30～50％程度発生しています。例の企業で目に見えないコスト

を40％と考えると、目に見えるコストである600万円が年間予算となります。

③イニシャルコストとランニングコストに分ける

イニシャルコスト（初期費：導入時に発生する費用。機器購入費、システム開発費など）とランニング

コスト（維持費：導入後定期的に発生する費用。保守費、ソフト修正費、消耗品費など）はほぼ同額かか

るので50％ずつ予算化します。例の企業ではイニシャルコスト300万円／年、ランニングコスト300万円

／年です。ここで気をつけなくてはいけないのは、イニシャルコストも年あたりの予算として計算されて
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いることです。実際に購入する際は購入金額を耐用年数（パソコンは4年、サーバーなどは5年、ソフト

は5年）で割るか、リース料で対応します。

④実際のコストと比較する

現在の実際の年間あたりの目に見えるコストを計算します。イニシャルコストはリース料、減価償却費、

｢購入金額÷耐用年数｣などで求めます。ランニングコストは実際に積み上げるか、場合によってはイニ

シャルコストと同額とします。この2つを足し上げ、予算と比較します。

⑤予算>実コストの場合

予算の方が実コストより大きい場合はまだＩＴへの投資余力があると考えます。まずはＩＴ利用者のア

ンケートにより現状システムの問題点の把握をします。次に後で述べるプロジェクトチームにおいて新シ

ステムへ追加する機能を検討します。したがってＩＴベンダーへの提案要求は主に機能追加となります。

⑥予算<実コスト

この場合はまず現状の機能を維持しながらＩＴコストのダウンが出来ないかを考えます。具体的にはＩ

Ｔベンダーを変えることにより、現状のハード価格、ソフト価格などが値引きできないかを考えます。Ｉ

Ｔベンダーには予算を提示し、現状の機能レベルを保ったままで、別のより低コストのシステム構成が組

めないかを提案してもらいます。予算をＩＴベンダー（というよりも前述のＩＴパートナー）に提案する

と、思った以上にその範囲でシステムを提案してくれます。この際システム変更に伴なうリスク（信頼性、

使い勝手の低下）もあわせて提案してもらいます。システムリプレースが完了すれば、毎年イニシャルコ

ストが一定額予算化できますので、これを用いて⑤と同様にシステムを機能アップさせていきます。



システムは基幹系、情報系、ﾈｯﾄﾜｰｸ系に分けるセオリー40

ワンポイントアドバイス

システムは「止まらない」ようにするのに
コストがかかる
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コンサルティングイメージ

・基幹系システムは「止まらない」「止まった時の対

応」にコストをかける。

・情報系システムは「多少止まってもがまんする」こ

とでコストを下げる。
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コンピュータを中核とするＩＴには「計算する」「覚える」「伝える」という３つの機能があります。

コンピュータを導入した企業は、まず早く正確に「計算する」という機能を用いて経理、給与計算、販売

管理・・・とさまざまな業務処理を合理化して行きます。これをコンピュータ化といい、ここで作られる

システムを基幹系システムといいます。基幹系システムは企業経営の中核を成すものであり、このシステ

ムの故障は企業活動の停止に直接つながります。

基幹系システムが導入されると「計算する」ために「覚えた」情報を経営管理に活用していこうという

動きが生まれてきます。これを情報系システムといいます。売上伝票を作るためのデータを使って、商品

の売れ行きを管理しようといったことです。この基幹系システムの情報を使って情報系システムを構築し

ていくことを情報化といいます。情報系システムのダウンは直接企業活動の停止に結びつくことはありま

せん。

さらに通信ネットワークの進展でコンピュータ、ＩＴはコミュニケーションツールとして使われるよう

になります。メール、インターネット、ＥＣ（Electronic Commerce電子商取引）といったことです。こ

れをネットワーク化といい、このシステムをネットワーク系システムといいます。ネットワーク系システ

ムは基幹系システムのように「止まると困る」ものと、情報系システムのように「止まってもあまり困ら

ない」ものの２つに分けられます。

システムコンサルティングでもっとも大切なことは、企業には３つのシステムがあり、それぞれ異なっ

たアプローチを取る必要があるということです。このことを多くのクライアント、そしてITベンダーが理

解していないため、システムがうまくいかない企業が多いといえます。この３つのアプローチをセオリー

40,41,42で述べていきたいと思います。
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基幹系システムのアプローチはプロセス指向アプローチというものをとります。プロセス指向アプロー

チはシステム開発の中核部分をアウトソーシングする前提で考えられており「システムを合理的に作りや

すい」ものといえます。反面、後戻りができない（コンサルティングイメージのように上から下に向かっ

て仕事が向かっていくのでウォーターフォールモデルと呼ばれます）、途中で軌道修正できないという大

きなデメリットがあります。

ここでは各々の仕事を誰がやるかということが大切で、コンサルティングイメージのように分担します。

実施する上でのコンサルティングポイントを整理してみましょう。

①スリム化する

基幹系システムは合理化のために行うのですから、なるべくスリムにするのが基本です。プログラムは、

日本語で言えば「仕事のやり方」であり、財産ではありません。プログラムはどんどん減らすこと（これ

を「標準化」と言う）が大切です。いま行っている仕事のやり方＝プログラムを新しいコンピュータに行

わせるのではなく、そのやり方を標準化もしくは合理化できないかを考えることです。

最も標準化されているのがパッケージソフト（出来合いのプログラム）であり、その中でもできる限り

機能が単純なものを選びます。１年に１回ぐらいしか使わない機能ならば付いていない方がよいといえま

す。

②パッケージソフトは改造しない

パッケージソフトとクライアント企業の仕事のやり方が異なっていれば、パッケージソフトを改造する

のではなく、仕事のやり方を直すことです。パッケージソフトの最大の長所は、複数の企業で使っている

ため保守コストが安く済むことです。だから最も売れているものを選ぶのです。これを改造すると、改造

部分は１社で保守することになり、さらに改造が繰り返され、コストが予想外に増加していきます。
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③口出ししない

ITベンダーがシステム設計工程に入ったら、クライアントもコンサルタントも一切口出ししないことで

す。それはできあがったシステムの稼動責任（何かあったら責任をとるということ）を、すべてITベン

ダーに負ってもらうためです。システム設計～プログラミングはすべてITベンダーに任せることです。ま

してや共同開発など決してしないことです。この作業に口出し、介入するとシステムトラブルが起こった

時、誰の責任かでもめることになります。

口出ししないためには次の２つのことを行う必要があります。

・提案要求書を作る

コンサルタントは要求分析のアウトプットとして、そのシステムが「あるべき姿」をセオリー38のよう

な提案要求書にきちんと書くようにします。「あるべき姿」とは、例えば「販売伝票はこういうタイミン

グでこういう項目を出す」というもので、「どうやって販売伝票を出すか、どういうシステムにするか」

ということではありません。ビデオデッキでいえば「録画をいつどのように撮りたいか」ということであ

り、「どういうビデオデッキにするか」という設計ではありません。

・受入れテストを実施する

システム設計、プログラミングはブラックボックスにして、出来上がったシステムが提案要求書どおり

出来ているかをクライアントにチェックさせます。ここではクライアントが主役で、コンサルタントはオ

ブザーバーです。「家を買うような感覚で、システムを使ってみて、じっくりチェックしてから受け取り

なさい」ということをクライアントに教えます。ITベンダーは「いつから動かすか」（よく本番運用とい

う）を気にしますが、クライアントから見ると大切なことは「いつOKとするか」つまり受入れテスト

（検品）をいつ終えるかにあります。



情報系システムはデータ指向アプローチでセオリー41

ワンポイントアドバイス

データ指向アプローチでは責任を
明確にすること
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コンサルティングイメージ

・ニーズ責任はクライアント⇒違うものや違う形で見

たければコストはかかる。

・稼動責任はＩＴベンダー ⇒ヘルプデスクをＩＴベ

ンダーに用意してもらう。
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情報系システムのアプローチ、つまり情報化にはコンサルティングイメージのようなデータ指向アプ

ローチを適用します。情報化に失敗している企業の多くは、ITベンダーの言うがままにプロセス指向アプ

ローチをとっていることが原因となっていることが多いといえます。データ指向アプローチのポイントを

整理してみましょう。

①見たいものをはっきりさせる

情報系システムとは、コンピュータが「見たいデータ」を覚えていて、見たい人に、タイミング良く、

見やすい形で提供するものです。したがって、情報化のアプローチは「見たいデータ、見たいタイミング、

見たい状態」をはっきりさせること、つまり「ニーズ調査」からスタートします。プロセス指向アプロー

チのように「現状分析」からスタートしては「コンピュータで何が見られるか」となってしまいます。と

りあえず事務処理を合理化し、その過程で発生したデータのうち見られるものをコンピュータで出力する

という「押し付け型」が失敗のもとです。

②捨てるルールを作る

情報化を進めていくと徐々に問題になってくるのは、データ量がはてしなく増えていくことです。自分

の机の引き出しであれば、いっぱいになったならば、新しい引き出しを買わずに不要な資料を捨てようと

するはずです。コンピュータの場合、この引き出しに当たるディスクが場所をとらないため、安易にディ

スクを増設してしまいます。これによってデータは巨大化し、システムも自己増殖し、情報化が金食い虫

となってしまいます。

情報化においては、データを登録する際に、いつ捨てるかを考えなくてはなりません。それには、デー

タを捨てる判断のできる人が、つまりデータを使う人自身が登録する必要があります。登録と抹消はペア

です。これがEUC（エンドユーザー・コンピューティング＝最終利用者による情報化）というものです。
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「登録するルール」があれば「捨てるルール」が必要であり、逆に「捨てる」ことを考えれば、本当に欲

しいデータが分かってきます。

③なるべくシンプルに

EUCを進めるコツは、パソコンなどを「高度に使いこなす人」を作ることではありません。高度に使い

こなす人を作れば、必ずついていけない人が出て、全体の調和がとれなくなります。誰でも使える、そし

て、誰でも中身がよく分かる、つまりシンプルなシステムにすることです。

シンプルというと、「ボタン１つで動く」というシステムを想像するかもしれませんが、そうではあり

ません。ボタン１つで動くシステムは、機能が高く最も複雑なシステムです。例えば「売上が2000万円

以上の顧客を知りたい」とき、「2000」と入力すれば表示されるようなシステムを作ったとします。し

かし、これではクライアントはコンピュータがどうやって2000万円以上の顧客を出力してきたか分かり

ません。その上、「その中で前年の売上は2000万円以下の顧客を知りたい」といっても、これが最初の

システムメニューになければできないし、新しい機能を追加できるのはこのシステムを作ったＩＴベン

ダーだけです。

シンプルというのは、例えば顧客情報をコンピュータ内に顧客カードとして登録して、基幹系システム

からデータを取り込んだり、自由にメモを取れるようにするようなものです。顧客データを使うクライア

ントは、この顧客カードを画面上でめくるだけにします。売上2000万円以上の顧客を探すのであれば、

画面の売上の欄を一枚一枚見ていく。前年の情報を併せて見たいのであれば、一緒に見ていく。ボタン１

つのシステムでは、情報をどうやって加工すればよいかも分からず、捨てることもできません。シンプル

というのは、「システム構造をシンプルにして誰もが中身の分かるデータを作る」ということです。



インターネットには3つの意味があるセオリー42

ワンポイントアドバイス

ネットワークのジレンマ
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コンサルティングイメージ

・ネットワークにメンバーが集まると安く、便利にな

るが、セキュリティが問題になる。

・使い勝手を少し悪くすると驚くほどコストが下がる

が、人間は使い勝手を上げてコストを上げた

がる。
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ネットワーク系システムという概念を生んだのはインターネットです。多くの経営者はインターネット

をメール、ホームページといった利用技術としてとらえており、経営戦略に活用することができません。

コンサルタントはインターネットを次の３つの意味に分けて説明する必要があります。

①インターネットワーク

ネットワークとネットワークがつながることをインターネットワークといいます。A社のシステム（多

くは社内でネットワークとなっている）とB社のシステムがつながることがインターネットワークです。

A社とB社がつながったネットワークにC社がつながるとA社、B社、C社は互いに自由にコミュニケー

ションできるようになります。これにD社が加わって・・と世界中の企業システムがつながってしまった

のが今のインターネットです。今や世界中のコンピュータがこのインターネットにつながっていますので、

すぐにでもＥＣを行なうことができます。

しかし、世界中が自由につながってコミュニケーションできるということは、逆にいえばコミュニケー

ションしたくない人ともつながってしまうことになります。つまりインターネットワークにおいては「つ

ながりたくない人」「悪意を持つ人」からいかに自社のシステムを守るかというセキュリティが大切とな

ります。セキュリティについては次の２点を経営者に理解させる必要があります。

・万全はない

セキュリティに万全なものはありません。どんなセキュリティシステムでも破られる可能性はあります

（少なくともセキュリティシステムを作った人は破ることができます）。こう考えるとセキュリティは

「悪い人からパーフェクトに守る」という終着駅がありませんので、品質と同じように「どこまでやる

か」という経営者の意思決定事項となります。

・どこまでやるか
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・どこまでやるか

セキュリティの本には「（リスクの発生確率）×（リスクによって受ける被害額）をセキュリティ対策

の上限にしろ」と書いてありますが、そんなことはできません。リスクの発生確率（悪い人がやってくる

確率）なんてどうやって見積もっていいかわかりませんし、ましてや「リスクによって受ける被害額」な

ど考えようもありません。

コンサルティングにおいては、自社のシステムコストの何％分をセキュリティコストに回すかと考える

べきです。経験からいえばインテグリティ（過失、エラーによるシステムダウンへの対策）を含めて、

10％位が妥当な線です。そして、残りは人間が以前から考えてきたように保険に入るしかありません。こ

の保険にあたるのがITベンダーによる保守契約などです。

②Web技術

インターネットは「ホームページ」というものを「作る」そして「見る」技術（これをWeb技術とい

う）を標準化しました。従来のオンラインシステムでは、クライアントがITベンダーに「こんな画面にし

てくれ」と頼んでいました。結構わがままなクライアントも多く、ITベンダーは苦労して何とか「見やす

い」「使いやすい」画面を設計していました。これだけ苦労すると１画面で数十万円とられることもあり

ました。

Web技術では「画面」という考えをやめて「ページ」という考えを取り入れました。ページは大きさは

自由で、そのため１つの画面に入りきらないかもしれません。また画面と画面の関係（この画面の次はこ

の画面）を従来はシステムでコントロールしていましたが、ページに線を引いてこれをクリックすると次

のページに飛ぶようにしました。これだけルールを単純にすると「使い勝手」は格段に落ちますが、信じ

られないほど安くでき、さらにはクライアント自身が自由に使って（エンドユーザー・コンピューティン
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グで）自由に直すことができます。

大切なことはクライアントに「Web技術」は「より便利にした」のではなく「よりシンプルにして、少

し使い勝手を落として」、コストを落とすものだということをコンサルティングすることです。Webが

「使い勝手が悪い」からといって、決して「便利に」してくれとITベンダーに頼み、コストアップを図ら

せないようにウォッチングします。

③動画伝送

インターネットで動画・音声が送れる状況になりつつあります（これが新聞をにぎわしているブロード

バンドです）。動画の伝送が可能になると企業のプロモーションスタイルが大きく変わると考えられます。

現在もっとも高価なプロモーション方法はテレビのコマーシャルであり、大企業は莫大なコストをかけて

います。また中小企業にとっては手の届かない存在といえます。企業がCMに金をかけるのはテレビ以外

に家庭に動画を送る手立てがないからです。

インターネットの動画伝送はこの壁を破ることになり、中小企業でも動画を使ったプロモーションが自

由に打てるようになります。しかもそのCMは流し放しでなく、双方向で顧客の反応も読みとれるように

なります。インターネットをコミュニケーションツールだけでなく、プロモーションツールとして見るこ

とが経営戦略上必要なことをコンサルティングすべきです。

また動画の伝送は広告だけでなく商品パンフレットを変え、ダイレクトメールを変え、セールススタイ

ルを変え、さらには教育を変え、企業取引そのものを変えていくと考えられます。電話がビジネスを一新

したように、インターネットに動画が加わることでビジネスに革命が起きると考えられます。コンサルタ

ントはクライアントに代わって、この動きをウォッチングし、随時伝えていく必要があります｡



IT組織はCIOと委員会セオリー43

ワンポイントアドバイス

情報システム委員会を成功させるために

159

コンサルティングイメージ

・委員の仕事は現場のヘルプデスクではない。

・現場の部門長の代理として、ＩＴ分野のみ委員が部

門のリーダーとなり、部門メンバーはその

指揮命令下に入る。

・委員の仕事を人事評価し、それに見合った報酬を与

える。
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ITに関する組織は次のようにコンサルティングしていきます。

①CIOを作る

まず、会社の経営陣あるいは管理職の中で、社内のすべての業務に精通し、経営者が最も頼りにしてい

る人を１人選び、CIO（Chief Information Officer:情報システムの責任者）に任命します。該当者がい

なければ経営者自身がなります。CIOはコンピュータのことを知らなくても構いません。その人を情報シ

ステム専任にするわけにいかないというならば、半年～２年の期限付きでもよいので何とか選びます。最

初が肝心です。社内から「この人」と思われている人を選び、会社がITに真剣であることを従業員に

「見せる」ことが必要です。

②CIOの補佐役を選ぶ

CIOはコンピュータに関する知識が乏しくてもよいため、補佐する人が必要です。これには、社内で最

もコンピュータが好きな人を１人選びます。年齢・性・担当業務は一切考慮しません。コンピュータは

「好き」「嫌い」がはっきりしており、経営者が思う以上に中小企業にも「好きな人」は多いといえます。

補佐役にはシステムを技術的に評価する目を養わせ、かつ最新テクノロジーをCIOに伝達させます。コン

ピュータに精通しているからといって、その人をCIOにしてはいけません。そういう人をCIOにすると、

機能の高い複雑なシステムができてしまいます。

③情報システム部を作る

この2人を中心として情報システム部を作ります。中小企業では総務部の中に情報システム担当を作る

ことが多いのですが、はっきりと分けて情報システム部を作ります。人があてられない時は機能がはっき

りしない総務部ではなく、人事部と合体して人事・ネットワーク部として、組織、コミュニケーションの

インフラも合わせて担当させます。人事機能も総務部にある時はその機能（給与計算、人事・・・）を
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持ったまま、人事担当者を情報システム部に異動させます。何はともあれ「独立した組織」を作り、従

業員にその意気込みを見せます。

④情報システム委員会を作る

CIOを委員長、CIO補佐を事務局として情報システム委員会を作ります。これは従業員10人の企業でも

10,000人の企業でも同じです（委員の数が違うだけです）。

委員は現業と兼務して、各部門から部門長推薦で１人ずつ選びます。このとき必ず部門長に推薦させ、

彼の代理人であることをはっきりさせておきます。この委員は部門の利益代表として情報化ニーズについ

て話し合います。大切なことは、部門長に「システムニーズについて知らなかった」と後で言わせないこ

とです。委員は「仕事」として行いますので、情報システムの出来、不出来（現場のニーズを反映したシ

ステムになっているか）で人事評価を受けます。

⑤責任分担を決める

ITベンダー、情報システム部、情報システム委員会の責任分担を明確にします。基幹系システムではIT

ベンダーが最も重い稼動責任を負います。情報システム部はITベンダーと現場の双方向の窓口となり、

両者の情報交換をスムーズにします。現場代表の情報システム委員会はシステムを動かしていくという運

用責任を負います。

情報系システムについては、情報システム委員会が現場のニーズ責任 （どんなデータを見たいの

か）という最も重いタスクとなり、情報システム部は現場のニーズをとりまとめて、ITベンダーに取り

次ぎます。ITベンダーは設計とトラブル対応などのヘルプデスクとなります。

ネットワーク系システムはＥＣのように基幹系システムにあたるものと、メールコミュニケーションの

ように情報系システムにあたるものに分けて同様の責任とします。



第７章 財務編

財務コンサルティングは、資金調達をテーマとせず、財務分析、

キャッシュフロー、予算システム、組織を４本柱とする｡さらに予

算シュミレーションユニット会計を提示する｡

［トータルセオリー］
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収益性分析でｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄを見つけるセオリー44
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ワンポイントアドバイス

比較相手には株式公開企業を

コンサルティングイメージ

・財務分析の比較相手は、業界平均よりも当該業界

での株式公開企業が良い。

⇒業界平均ではクライアント企業の方が比率が高い

ことが多い

（コンサルタントにフィーを払えるほどもうかって

いる企業である ）。

⇒ベンチマークすべき企業を対象とする。
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財務分析とは財務諸表のデータを用いて行なう分析をいい、各種の比率（財務指標という）による分析

がもっともポピュラーです｡コンサルタントにとって財務分析はコンサルティングツールというよりも

「クライアント企業の実態をとらえる」という意味で必須のツールといえます。

財務分析では必ず自企業の比率と比較する相手が必要になります。比較する相手としては競合企業、自

企業の過去データ、業界平均値の３つが考えられます。競合企業はクライアントの業界内の株式公開企業

を選ぶのが基本です。有価証券報告書により財務諸表をはじめ、さまざまなことガディスクローズ（公

開）されているので、詳細な分析が可能となります。自企業の過去データは最近になって急激に変化して

いる財務指標を見つけるために補助的に使います｡競合企業がすべて株式未公開の時には業界平均値を使

わざるを得ません｡中小企業庁発行の「中小企業の経営指標」などを用いるのですが、「業種分類が古く、

新しいタイプの企業は該当業種がない」「サンプル数が少なく平均とはいいがたい」といった問題があり

ます。財務分析では競合企業の指標をベンチマークとして、自企業の時系列データで補うことを基本とし

ます｡

財務分析は大きく収益性分析（収益力を見る）と安全性分析（倒産しないかを見る）に分けることがで

きます。コンサルタントにとって収益性分析はクライアントの収益力を高めるためというよりも、コンサ

ルティングするポイントを発見するために使うものといえ、以下のようなステップで進めていきます｡

① 資本利益率をまず見る

企業が事業を行なううえでつぎこんだ資金を「資本」といいます（貸借対照表の資本の部の「資本」と

は厳密にいうと意味が違います。資本の部の「資本」は、正確にいうと自己資本という資本の一種といえ

ます）。この資本に対して、どれくらいの利益が上がったのかを見るものが収益性の原点です。収益性の

代表的な指標としては総資本利益率があります。
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総資本利益率＝  
経常利益  

総資本  

×100（％）  

総資本というのは貸借対照表の負債・資本の部の合計を意味しており、その期に企業として集めてきた

資金の総額になります。総資本利益率とはこの集めてきた資金の総額に対して、今期どの程度の利益（今

期の成績としての経常利益を使う）が上がったかという「資金効率」を見るものです。

総資本利益率が競合企業や業界平均、自社の前期と比べ、高ければ収益性は「問題なし」とし、セオ

リー46のキャッシュフローシミュレーションを行います。低い場合は次のステップに進みます。

②総資本利益率を分解する

総資本利益率は次の２つに分解されます。 

 

 

 

 

総資本利益率＝  
売上高  

総資本  
×                                       

経常利益  

売上高  
×100（％）  

総資本回転率  

  
（回）  

売上高経常利益率  

（％）  

総資本回転率は総資本に対して売上高が何倍あるかを意味しています。集めてきた資金は商品などに変
わり、最終的には売上になります。この売上はまた商品などに変わるというように回転していきます。

③売上高経常利益率が高い時は総資本回転率を見る
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１回転した

商品を買う

［総資本２億円］ ［売上２億円］

現　金 現　金 財　産

２億円集めてきた
（資本金１億、借金１億）

財　産

２億円財産調達
（商品など）

商品が
２億円売れた

１回転した

商品を買う

［総資本２億円］ ［売上２億円］

現　金 現　金 財　産

２億円集めてきた
（資本金１億、借金１億）

財　産

２億円財産調達
（商品など）

商品が
２億円売れた

この総資本回転率が低い場合は固定資産回転率（売上高／固定資産）を見ます。固定資産回転率が高い

場合は流動資産が過大なのでセオリー45の流動性分析（短期安全性）をします。固定資産回転率が低い場

合は経営資産回転率（経営資産／売上：経営資産は固定資産のうち企業の本業に使われている資産）を見

ます。経営資産回転率の高い時は経営以外の資産である投資や建設仮勘定の内訳をチェックします。経営

資産回転率が低い場合は各種固定資産別に回転率を計算し、低いものを探し、その資産をコンサルティン

グの対象とします。例えば建物の回転率が低ければその建物を本当に持っている価値があるのか、売って

別の所を借りたらどうか・・・。

④売上高経常利益率が低い時は売上高営業利益率を見る

売上高経常利益率が低い場合は売上高営業利益率（営業利益／売上高）を見て、これが高い場合は営業

外費用（金融費用など）に問題があることになります。売上高営業利益率が低い場合は売上高対販管費率

（販売費・一般管理費／売上高）を見て、これが高い場合は販管費、すなわち経費の明細をチェックしま

す。
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⑤売上高対販管費率が低いときは在庫回転率を見る

売上高対販管費率が低い場合は、売上総利益率（粗利率）が低いことになります。この場合はまず、在

庫回転率（在庫／売上）をチェックし、これが低い場合は不良在庫の圧縮などの在庫チェックに努めます。

つまり、価格などをいじっていきなり粗利率を上げようとしないで、まずは在庫の回転を良くし、キャッ

シュフローを上げることに手をつけます。

これが高い場合（在庫回転率が上がったら）は仕入価格・販売価格という価格に着目し、粗利率を上げ

るよう努力します。



安全性分析は健康診断セオリー45

ワンポイントアドバイス

安全性指標を高めるか？

168

コンサルティングイメージ

•コンサルタントが財務指標から安全性を指摘すれば

経営者からの抵抗は大きい：｢貴方の会社は倒産する

可能性が高い」⇒「そんなばかな」

•安全性指標を高める必要があるかどうかをまず経営

者と話し合う：「金融機関、取引先、株主などに向け

て安全性指標を高めなくて大丈夫ですか？」
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安全性分析とは企業が倒産しないか（人間でいえば死）どうかを分析するものです。一方、流動性とは

商品などが現金に変わるスピードを意味します。安全性の高さは流動性に起因しているため、安全性＝流

動性という意味で使うこともあります。

安全性分析は人間でいえば健康診断のようなものであり、現代においては必ずしも「倒産するかどう

か」を測るものさしとしてはベストではないこともわかっています。健康診断で良好な結果が出ても安心

できないし、悪い結果が出てもすぐ死に至るわけではないのと同じです。しかし企業によっては金融機関

からの資金調達時や取引先からの与信の関係で、安全性指標を高める必要に迫られる時があります。ちょ

うど人間が入学、就職、生命保険加入時に健康診断を受けるようなものです。

安全性分析は短期安全性（人間でいえばすぐ死に至る病気を持っていないかを見るガン検診のようなも

の。これを流動性ということも多い）、長期安全性（人間でいえば、血圧、血糖値といったもので、これ

が悪くてもすぐ死に至ることはないが、長期的に生活習慣を変えていく必要があるといわれるもの。これ

が悪いと企業システムの改善が必要だということ）、資本構成（身長と体重の比のようなもの。意味があ

るかどうかは難しいが、人と比べて極端に太っていたり、やせいているのもやや問題あり）に分けること

ができます。

①短期安全性（狭義の流動性）

短期安全性では、支払いの滞りや資金のショートを予防するために、短期的な負債を支払う能力が現在

どれくらいあるかを見ます。企業へ短期資金を貸付ける金融機関などが審査のためによく使います。（正

確にいうと使っていました｡今は借りるほうから見ると何を見ているのか分からず、貸している方から見

ると何を見て信じれば良いのかわからなくなっています）
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・流動比率（流動資産／流動負債：単位は％）

短期安全性の代表的指標は流動比率です。1年以内に支払期限のくる流動負債は、1年以内に現金になる

流動資産を「現金に換えて」返済にあてるという考えに基づいているものです。流動比率が低い場合（流

動資産に比べ流動負債が多い場合）は次の当座比率を、高い場合は在庫回転率を見ます。

・当座比率（当座資産／流動負債：単位は％）

当座比率は流動負債の支払能力をもっと厳しく見ようとするもので、流動負債は確実に現金になる当座

資産（流動資産から商品・製品などを除いたもの、現預金や売上債権など）で支払うべきという考えです。

当座比率が低い場合は当座資産を構成している売上債権回転率を見ます。

・在庫回転率（売上／在庫：単位は回）

当座比率が高い場合は在庫回転率を見ます。これが高い時はやはり売上債権回転率を見ます。在庫回転

率が低い場合は一人あたり売上高をチェックし、これが高い時は在庫をチェック（在庫を減らす）、低い

場合は販売促進（もっと売上を伸ばす）を目指します。

・売上債権回転率（売上高／売上債権）

これが低い場合は売上債権（売掛、手形など）ごとに回転率を計算し、問題債権をクローズアップしま

す。その上で問題債権がもっと早く現金にならないかを考えます。
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②長期安全性

長期安全性とは、企業が保有している長期的な資産（売らない資産、つまり固定資産）をどのような資

金でまかなっているかで、長期的な資金の状態を見ようとするものです。固定比率がその代表です。

・固定比率（固定資産/自己資本：単位は％）⇒低いほど良い

固定資産は長期間資産として営業活動に使われるものなので、返済不要の自己資本（資本の部の合計）

でまかなうべきだという考えからきているものです。もしこれが１００％以上の場合は、固定資産を購入

した資金を、まだ使っている途中に返さなければいけなくなってしまうこともあるといえます。これが高

い場合は次の固定長期適合率を見ます。

・固定長期適合率（固定資産／（自己資本＋固定負債）：単位は％）

企業の中には多くの固定資産を必要とする業種もあり、とても自己資本だけではまかなえないケースも

あります。固定長期適合率は固定資産が流動負債に頼っていないかどうか（自己資本と固定負債でまか

なっているか）を見るものです。固定長期適合率も高いときは経営資産回転率を見ます（以降はセオリー

44と同じです。）

固定長期適合率が低い場合は自己資本が低いことになり、この比率を高めたい場合には、自己資本の充

実を求められます。自己資本は資本金と剰余金（利益）から成り立っていますので、どちらかを上げるし

かありません。つまり増資によって資本金を増加させるか、長期的に利益の拡大を図っていくかしかあり

ません。
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③資本構成

・自己資本比率（自己資本／総資本：単位は％）

自己資本と負債のバランスを見るものです。今の銀行のようにどうしても自己資本比率を高めたいので

あれば、上のように自己資本の充実を図ることになります｡

安全性分析は倒産分析ではなく健康診断のようなものであり、定期的なチェックは必要だということを

経営者に理解してもらうことがすべてです。これさえ理解してくれれば自己診断（自分は健康だと思って

いる）がもっとも危険で、外部への説得力がないことをわかってもらえると思います｡そうなればプロの

医師、つまりコンサルタントに頼むべきだという結論になります。



予想ｷｬｯｼｭﾌﾛｰで投資の妥当性を評価するセオリー46

ワンポイントアドバイス

キャッシュフローシュミレーション

173

コンサルティングイメージ

予測パラメータを３段階（最悪、普通、最良）にして

シミュレーションしてみる。

⇒経営者には評価パラメータが３段階なのではなく、

予測パラメータが３段階だということを理解させる。
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キャッシュフローとは「最終的に企業が生み出した資金」という意味で良く使われます。近年では店舗、
物流センター、工場、営業所、情報システムなど固定資産への投資の適否や企業買収・売却をこのキャッ
シュフローで考えていくことが普通となっています。コンサルティングツールとしては非常に使い勝手が
良く、クライアントへの説得力も高いものといえます。

投資によってもたらされるキャッシュフローはまず対象期間（回収期間と考えてよい）を決定します。
多くの場合５年間（クライアント企業が作っている長期計画の期間に合わせる）が使われます。その上で
以下のような式で計算します。
「投資による毎年のキャッシュフロー＝税引後利益のアップ分＋減価償却費」
つまり投資によってこの金額分だけが資金を毎年生み出し、回収されていくことになります。この将来

得られる資金を割引率でディスカウントします。これは１年後に企業にもたらされる１００万円は現在の
１００万円より価値が低いと考えるものです｡どれ位低いかを割引率で表し、投資のために調達した資金
の金利などがよく用いられます｡このディスカウントしたものを現在価値といいます。さらに５年後この
投資した資産がまだ利用できるときは、５年後にこれを売り払うと考えます。

「投資によってもたらされる５年間のキャッシュフローの現在価値＝ 

 ＊ｒは割引率  

１年目のキャッシュフロー ２年目のキャッシュフロー ３年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ） （１＋ｒ） （１＋ｒ）
２ ３

＋ ＋ ＋

４年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ）４
＋

５年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ）５
＋

５年後の資産価値

（１＋ｒ）５ 」

１年目のキャッシュフロー ２年目のキャッシュフロー ３年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ） （１＋ｒ） （１＋ｒ）
２ ３

＋ ＋ ＋

４年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ）４
＋

５年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ）５
＋

５年後の資産価値

（１＋ｒ）５

１年目のキャッシュフロー ２年目のキャッシュフロー ３年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ） （１＋ｒ） （１＋ｒ）
２ ３

＋ ＋ ＋

４年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ）４
＋

５年目のキャッシュフロー

（１＋ｒ）５
＋

５年後の資産価値

（１＋ｒ）５ 」
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この５年間のキャッシュフローと投資金額を比較して投資の妥当性を評価します。
具体的にはキャッシュフローは以下のステップで計算します。

① 投資計画を作成する
投資する物件の取得金額を見積ります。

②直前３～５期分の損益計算書、貸借対照表を準備する
③損益計算書の変動費・固定費を分析する
直前の損益計算書の各勘定科目を変動費（「長期的に見て」売上に応じて増えていく費用）と固定費

（売上にあまり関係なく発生する費用）に分けます。変動費には売上原価の他、長期的には売上に応じて
増えていくと考えられる販売員の人件費、宣伝広告費などをあてていきます。
④固定資産の分析
現在保有している固定資産の状況（取得年月、耐用年数など）を調べておきます。

⑤５年間の変動費・固定費の予測
５年間の変動費、および固定費を予測します。⑥の５年間の固定資産の予測も考慮し、減価償却費など

も計算します。
⑥５年間の固定資産を予測する
投資物件を含め、取替え資産など５年間の固定資産を予測します。

⑦５年間の予想損益計算書・貸借対照表を作成する。
⑧⑦から５年間の税引後利益、減価償却費、５年後の投資資産の売却額 を取り出します。
⑨⑧をベースとして５年間の予想キャッシュフロー計算書を作成する。
さらに⑤～⑨の計算を「投資しない場合」や「別の投資を行なう場合」などについて行い、キャッシュ

フローの増減によって投資の可否を決定していきます。もちろんこの計算はコンピュータなしではできま
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せん。ＩＴベンダーに頼んでオリジナルのプログラムを組むよりも、パソコンの表計算ソフトがもっと
も向いています（実は表計算ソフトはこのシミュレーションをやるために作られたものです）。
キャッシュフロー予測は意思決定シミュレーションモデルです。意思決定シミュレーションモデルとは

コンピュータに予測パラメータ（予想売上、予想原価など）と意思決定パラメータ（固定資産への投資額
など）を入力し、評価パラメータ（予想キャッシュフロー）を出力するものです。ここで意思決定者（経
営者）がこの評価パラメータでＯＫであれば投資を行い、ＮＧであれば意思決定パラメータを変える（投
資をやめる。別のものに投資する）ということを考えるものです。
ここで大切なことは意思決定パラメータを変えなくても、予測パラメータが変われば評価パラメータ

（予想キャッシュフロー）が変わるということを経営者にしっかり理解してもらうことです｡そのため予
測パラメータを最悪、普通、最良の３パターン程度用意しておきます。もちろんこの３パターンに応じて
評価パラメータであるキャッシュフローも３パターン計算されることになります。この３パターンを見て
経営者は投資の意思決定を行ないます｡
このような計算をするとよく経営者から「こんなアバウトな計算で投資の意思決定をするのか」といっ

た質問を受けますが、いくらでも詳細にパラメータを作ることは可能です。しかし予想は予想です。いく
ら詳細にしてもあたるとは限りません。他のセオリーでも何度も述べてきたように意思決定には経営者の
カンと度胸だけでなく、数字のバックボーンが必要です｡カンと度胸はコンサルティングできませんが、
数字はコンサルティングできます｡
コンサルタントが経営者にプレゼンテーションすべきことは評価パラメータの結果（つまり予想キャッ

シュフロー）ではなく、その前提（つまり予測パラメータ）をしっかり伝え、これが変われば結果が変わ
ることを理解してもらうことです。



予算とはﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ目標とﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ目標を一致させることセオリー47

ワンポイントアドバイス

予算の意味

177

コンサルティングイメージ

・部門長には自部門の予算達成が経営上必要なこと

を理解させる。

・現場の担当には｢自分の目標を自分で立てた」とい

う責任感を持たせ、｢自分の立てた目標は

自分で達成する」ということを徹底する。
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予算（目標）作成は中小企業にとっては苦手な分野です。経営者からのトップダウンの目標だけか、現

場からのボトムアップ目標だけのいずれかになっている場合がほとんどです。前者の場合は、現場からは

「トップが勝手な目標を作っている」という不満が出ます。後者の場合は現場が安全に達成する目標を求

め、どうしても目標売上が小さくなり、利益目標達成のために経費カットや、リストラが必要となり、現

場が自分の首を締めていることに気づかず、企業に閉塞感や停滞感が生まれます。

コンサルタントは予算とはトップタウン目標とボトムアップ目標を一致させることだということを経営

者、管理者、担当者全員に理解してもらうようコンサルティングしていきます。

これを行なうには限界利益という概念を理解させ、企業内に導入する必要があります。「限界利益=売

上高－変動費」と定義され、限界利益は売上高に比例して「入ってくる金」となります。（セオリー４６

のように長期的に考える場合と異なり、短期的には変動費＝売上原価と考えられるので、限界利益＝粗利

益、売上総利益となります）一方、利益（営業利益）＝限界利益－固定費となります。これは固定費（変

動費を売上原価と考えれば販売費・一般管理費となる。一般に経費という表現を用いる）という一定の費

用が発生し、一方で売上に伴なって限界利益が発生し、その差額が利益または損失と考えることができま

す。

この固定費を回収した点、つまり利益・損失ともに０となる点を損益分岐点といいます。損益分岐点＝

固定費÷限界利益率で計算されます。限界利益率（限界利益／売上）というのは「1円の売上高に対して

何円の限界利益があるか」であり、これを積み上げていくことによって固定費が回収されるということを

意味しています。同様に目標利益に達する売上高は下のように計算できます。

目標利益に達する売上＝（目標利益＋固定費）÷限界利益率

コンサルタントは次に予算作成のステップを説明します。
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①目標利益決定

まずは経営者が前期決算、株主、金融機関などを考慮して当期の目標利益を決定します。

②経費予算作成

次に固定費にあたる当期の経費を見積ります。一般的には経営者がスタッフ部門長に基本的方針（前年

度並、前年度より５％カット）を指示します。スタッフ部門が意思決定済の経費（減価償却費、事務所経

費など既に動かしようのないもの）、意思決定できる経費（従業員給与、旅費など）を積み上げ、さらに

販売部門からプロモーション経費をヒアリングして経費予算を決定します。

③製造原価または仕入原価予算

製造業であれば製造原価、流通業であれば仕入原価、サービス業であれば本業を行なうための原価につ

いて見積りを行ないます。

④限界利益率決定

次に限界利益率の決定ですが、予算制度導入当初は変動費＝売上原価と考え、限界利益率＝粗利率と考

えると良いと思います。こう考えれば限界利益率は販売価格戦略（昨年並み、昨年より５％アップなど）

で決まることになります。

⑤全社目標売上

「（経費＋目標利益）÷粗利率」で全社目標売上を計算します。

⑥売上目標配賦、部門トップタウン目標

次にこれを部門（支店、営業所、部、課、グループ、店舗など）に配賦します。セールスがいる場合は

セールス人数で配賦するのが一般的です。つまりセールス１人あたりの売上高（パーヘッド）を部門で等

しくします。店舗などの場合は商品部門ごとの陳列スペース、前年実績比などが使われます。
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⑦部門ボトムアップ目標

一方これらトップタウン目標の作成と並行して、各部門でボトムアップ目標を作ります。セールスがい

る場合はまず個人別に前年度実績をベースとして、どの顧客からどの位の売上がとれるかを考えて詳細に

（顧客別、商品別など）目標を作ります。部門長（支店長、部長…）はそれを審査し、積み上げて、部門

別のボトムアップ目標を作ります。

⑧予算調整

一般に部門トップタウン目標＞部門ボトムアップ目標となりますので、（逆の場合は部門ボトムアップ

目標を予算とします）部門トップダウン目標＝ボトムアップ目標となるよう調整します。具体的にはプロ

モーション経費、原価、販売価格戦略を理解させ、部門トップタウン目標を部門長に納得させます。納得

しない場合は目標を下げるしかありません。この時パーヘッドの売上を変えないようにします。そのため

目標を下げた部門からパイのある部門にセールスを異動させ、その部門の目標を上げ、全社の目標値は変

えないよう調整します。これを予算調整といいます。「九州支店では九州地区の景気が停滞しているので

この目標は無理です。」「それならパーヘッドから見て今のセールス10人を9人にして目標を作るように

しなさい」

部門ボトムアップ目標は部門長が納得したら、今度は部門内で各セールスなどと何とか売上目標を上げ

るられるような戦術を考えて、セールス目標を自身でアップさせるようにします。こうしてトップダウン

部門目標=ボトムアップ部門目標となり、セールスなどの現場が自分で立てた目標が会社の目標と一致す

るようにします。

このステップを通して目標利益を満たす売上予算（部門予算、個人予算）、原価予算、経費予算が作成

されます。
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・公正な評価ができる。

・適正な資源配分ができる。

・ユニット間の競争意欲が生まれる。

・次期経営者の育成ができる。



セオリー48

182

セオリー47の予算制度が定着したら、コンサルタントはユニット会計を提案します。ユニットとは企業

内に独立の損益責任単位を作るものです。ユニットには支店、営業所、商品カテゴリーなどが考えられ、

企業のマネジメントシステムに合わせて決めます。

ユニット会計導入は以下のステップで進めていきます。

①ユニット別売上原価計算

まず直前期の損益計算書をもとに、各ユニット別に売上原価を計算します。社内取引のようなものを除

き、各ユニットの売上原価の合計が企業の売上原価になるように調整します。さらにユニット別の売上を

用いてユニット別の粗利を計算します。

②固定費分類

直前期の損益計算書の固定費を次の２つの分類します。

・直接固定費⇒各ユニットに単純に割り当てることのできる費用（各ユニットで発生し、他のユニットに

は関わりない費用：各ユニットのセールスの人件費など）

・間接固定費⇒各ユニットにどう割り当てるかわからないもの（本社スタッフ部門の人件費など）

③固定費配賦

直接固定費はそのままユニットに割り当てればよいのですが、間接固定費は各ユニットに配賦する必要

があります。この配賦基準には次の２つのものを併用し、勘定科目ごとにどちらかに決めます。

・粗利配賦⇒ユニットで生む粗利の比によって配賦するものです。これは互いのユニットが共同で行なう

と考えられるものや、会社の未来へ投資する固定費です。本社スタッフ人件費、共通プロモーション費

用、減価償却費、金融費用といったもので、人間ではなく事業に投資されていると考えられるものです。
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・人数配賦⇒人数を増やせば増えるような費用がこれにあたります。家賃、水道光熱費といったものです。

④ユニット別損益計算書

ユニット別に売上、売上原価、固定費が出たので、ユニット別に実施直前期の損益計算書を作成します。

ここでまず各ユニットのリーダーに固定費配賦、ユニット別利益を見てもらい納得してもらいます。場合

によっては固定費配賦を一部変更します。

⑤ユニット別粗利対固定費計算

ユニットに対する最終的な評価基準を何にするかを決めます。企業全体でいえばセオリー44で述べたよ

うに総資本利益率、売上高経常利益率を用いますが、売上原価率の異なるユニットではやや問題があるの

で、粗利と固定費の割合（粗利／固定費）を使うと良いと思います。まず全社ユニット別に前期の粗利対

固定費を計算します。

⑥ユニット別粗利対固定費目標

セオリー47で述べたトップダウン予算の部分（目標利益設定⇒経費予算⇒限界利益率決定⇒全社目標売

上）までを行い、まずここで全社の当期の粗利対固定費目標を決定し、前期との比（一般に１を越えて大

きくなる）を出します。この伸び率をベースとしてユニット別の粗利対固定費を計算します。

⑦固定費配賦

全社の固定費を粗利配賦、人数配賦によってユニットに配賦します（人数などに変更がある場合を除き

前期の配賦率をベースにします）。

⑧ユニット別目標損益計算書

ユニット別固定費を粗利対固定費で割って、目標粗利を計算します。これでユニット別の目標損益計算

書が出来ます。これをトップダウン目標としてセオリー47と同様にボトムアップ目標との調整を行います。
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・ユニットのポートフォリオがとらえやすい。

・新ユニットへの投資つまり新規事業計画が立てやす

い。

・未公開企業は株式公開への足がかりとなる。

・株式公開企業は株式交換による事業売却、企業分割

などがやりやすくなる。
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ユニット別損益計算の次はユニット別貸借対照表の作成を提案します。ユニット別貸借対照表を作る意

味は、ユニット別の長期経営計画を作り、新規事業分野への投資原資を探すためです。

①貸借対照表の修正

直前期の貸借対照表のうち売掛債権（受取手形、売掛金）分を貸し倒れも考慮して現預金に変わったと

考えて現預金を増加します｡一方、買掛債務をすべて支払ったとして現預金を減らします。長期的に考え

るので計算のわずらわしさを省きます。

②配賦

まず資産をユニットが個別に保有していると考えられる直接資産（商品、ユニット独自の建物、器具・

備品など）とユニットが共有していると考えられる間接資産に分けます。間接資産については固定費配賦

と同様に粗利配賦（企業体力に依存するようなもの。現預金、ソフトウェア、投資有価証券、・・・）、

人数配賦（人数が増えると増えていくと考えられるもの。共有の建物、器具、備品・・・）でユニットに

配賦します。また負債、資本金については粗利配賦します。

③ユニット別貸借対照表

ユニット別剰余金＝資産－負債－資本金で計算し、ユニット別の貸借対照表を作ります。

④ユニット別投資計画

ユニット別貸借対照表の現預金、資産をベースとして５年間のユニット別の投資計画を立てます。その

うえで５年間の減価償却費を予想します。

⑤ユニット別利益計画

セオリー48のユニット別損益計算書をベースとして、予算編成と同様に５年間の税引後利益を予想します。
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⑥キャッシュフロー計算

税引後利益と減価償却費でユニット別の５年間のキャッシュフローを計算します。

⑦ユニット別企業価値

セオリー46で述べた「投資によってもたらされる５年間のキャッシュフローの現在価値」と同様にユ

ニットが５年間でもたらすキャッシュフローの現在価値を計算し、これを「ユニットの企業価値」と考え

ます。なおセオリー46同様に５年後にユニットは売却すると考えます。

「５年後売却価格＝５年後の資産（これを売って）－５年後の負債（借金を全部返す）」と考えます。

つまり、このユニットを今買う人がいたら、その価格は「（５年間にユニットが事業でもたらすキャッ

シュフロー＋５年後の企業価値）の現在価値」と考えるということです。割引率としてはROE（株主資

本利益率：税引後利益÷自己資本と考えてよい）や加重平均資本コスト（企業が集めた資金の平均金利）

などを用います。

⑧投資原資の検討

ユニット別の５年間のキャッシュフローおよび貸借対照表の剰余金などから、各ユニットが出しうる投

資原資を考えます。つまり各ユニットが新ユニットに株主として出資する余力がどれ位あるかを考えます。

出資分については各ユニットの損益には直接的には影響を与えないので、ユニット責任者でなく経営者が

考えます。

⑨ユニット別長期経営計画

このユニット別損益計算書、貸借対照表、投資計画、さらには新ユニットへの投資案をもとに新ユニッ

トを含めユニット別の長期経営計画を立てます。
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・集計担当は従来の経理部員、経理担当から選任する。

・分析担当はコンピュータリテラシーの高い人を選ぶ。

いなければ年令の若い、頭のやわら かい、コン

ピュータの好きな人を選ぶ。 情報システム部におい

てもＯＫ。

・現金担当は数学の好きな人、数字の好きな人を選ぶ。

いなければ購買担当・経験者から 選ぶ。購買部門

においてもＯＫ。
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経理部の組織についてはコンサルティングする前に情報システムを変更する必要があります。現状は一

般に経理システム、給与システム、販売システム、仕入システム・・・などをパッケージやオーダーメイ

ドシステムで導入しています。それぞれのシステムはプログラムとデータを持ち、システム間のデータの

やりとりは難しいといえます。したがって経理データは経理部が現場からの入出金伝票、振替伝票などを

入力し、試算表、決算書などを作成しています。給与データは人事部が現場からの残業などのデータを入

力し、給与明細を作成し金融機関に渡しています。また販売データは営業スタッフがデータを入力し、販

売伝票を作成しています。

ここにＥＲＰ（Enterprise Resource Planning）の考え方、あるいはそのパッケージシステムを導入し

ます。ＥＲＰとは企業内のデータをすべて統合化して、各業務プログラムがそれを使うようにしたもので

す。データ入力はそのデータの発生している現場が行い、二重入力を避けます。データの利用はそれぞれ

の部門が自由に目的に応じて行います。

ＥＲＰ導入後、経理組織は３つの担当に分けます。

①集計担当

貸借対照表、損益計算書などは勘定科目を集計キーとする単純な集計です。ただし、決算時にはいくつ

かの決算データの追加および微調整をする必要があります。そのうえで税法上の決算書（税務申告書類）、

商法上の決算書（株主総会へ提出するための決算書）、そして株式公開企業は有価証券報告書という最大

３種類の決算書すなわち集計表を出力する必要があります。これらの集計表をタイムリーに出力するのが

集計担当のタスクです。
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②分析担当
従来、財務分析、キャッシュフロー、ユニット会計など、いわゆる管理会計（①のように法的に必要な

ものを財務会計といい、それ以外のものをいいます）がうまくできなかったのは、次の理由からです。
・財務会計上の決算書（つまり集計表）を活用しようとしていた
集計表は特定の目的（税金計算、株主・投資家への成績表、損益計算）で集計されたものであり、分析

など他の目的に利用するのは難しいといえます。
・集計作業と分析作業が混乱していた
集計作業と分析作業の責任者・担当者が分離されておらず、誰が何をするのかがはっきりしていません

でした。
前者の問題は財務データの分析は現場が入力したままのデータ（つまり全社データベース）と、それを

分析するツール（エクセル、アクセスなどのデータベースシステム）で行なうことで解決します。
後者の問題は集計担当と分析担当を分け、分析担当は分析ツールのプロフェッショナルをあてます。い

なければ教育して育てます。分析担当は経営スタッフとして、ユニットリーダーのスタッフとして、分析
リクエストに応じて財務分析、キャッシュフロー、ユニット会計などさまざまな分析を行ないます。
③現金担当
管理会計のうち上記分析以外に必要な機能は現金管理です。現金担当は次の２つの業務を担当します。

・資金残高管理
現在現金がどれ位残っているかをチェックする

・資金予定管理
将来の支払予定、入金予定を押さえ、資金の調達、運用を考える。仕入・販売でいう在庫管理と同じで

あり、適任者がいない場合は購買部門にいる在庫管理責任者の異動または兼務とします。
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