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はじめに

私は16年前にコンサルタントとして独立し、さまざまな局面で、さまざまな企業を見てきました。そ

してその「企業を見た」ことが、コンサルタントとしてのかけがえのない財産だと思っています。

私が見てきたシーンは、例えば「コンサルタントとして、クライアントが何とか良い企業になって欲

しいと思って見る」「クライアントのマーケティング戦略を考えるために、ライバル企業やその顧客企

業を見る」「経営者養成塾、リーダー塾のケースワークの教材を作るために、対象企業の戦略を見る」

「中小企業診断士として、診断のために見る」…。

企業を見ているうちに気づいたのは、「企業を見る」ための教科書がないことです。特定の企業を外

部から見る際のノウハウに関する書籍は皆無といえます。企業に関する法律などのルール、経営論、組

織論、マーケティング論、サクセスストーリーなどさまざまな知識、ノウハウ本があります。しかしほ

とんどの本が「企業の内から企業を考えていく」か、「他社でうまくいったことを自社に活かす」とい

うスタンスで書かれており、「企業はこうやって外部から見る」というアプローチの書籍はありません。

そんなことを考えているうちに、自らが試行錯誤でやってきた「企業を見る」という仕事を、誰にで
も使える「ノウハウ」にして、後世に残したいという思いにかられました。本書は特定の企業を外部か
ら見る時の「教科書」であり、「ノウハウ本」であり、「マニュアル本」です。
本書の第1の読者対象は他企業を見ることで、経営の本質を学びたいビジネスマンです。経営者やマネ

ジャーになるために、経営・マネジメントを学ぶには他企業を「見る」ことが最良の手段です。弊社が
ビジネスとして行っているリーダー養成塾、経営者養成塾、あるいは私が教えているMBAでもケース
ワーク、企業研究（自社のまわりにある特定の企業を、数名のグループで調査研究していく）という
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スタイルで、他企業の経営やマネジメントシステムを見ていきます。ここでは企業の経営・マネジメン

トの結果だけに着目して、良い企業に良い所を学ぶのではなく、企業を冷静に一定の角度から見ていく

というスタンスをとることが大切です。本書はこの見る「角度」を提供するものです。

第2の読者対象はコンサルタントの方々です。20年以上前に、私が中小企業診断士という経営コンサル
タントの資格を取った時、学んだのは診断ノウハウではなく、ほとんどが経営学でした。その時中小企
業診断士という資格なのに、企業を診断するマニュアルがないことに愕然としました。（あることは
あったのですが、診断マニュアルというよりも、経営指標の計算式が入っている調査手法のようなもの
でした。）コンサルタントの方々に本書を呼んでいただき、是非本書の内容を批判していただきたいと
思います。そしてこれをトリガーとして、「企業の見方」に関して活発な議論がされていくことを期待
しています。
さらに就職活動中の学生、転職を考えているビジネスマン、株式などの個人投資家が、外部から企業

の本当の姿を読みとるための教科書としても使っていただくと幸いです。
私がここ数年で上梓したセオリーシリーズ、ナレッジシリーズ同様に、本書をビジネスノウハウシ

リーズの第1弾と位置づけ、今後もビジネスマンの方々を対象にさまざまなノウハウを提供する教科書、
マニュアルのような本を上梓していきたいと考えています。



〔本書の使い方〕

本書は外部から企業を見ていくフローを意識して、業績、ガバナンス、経営モデル、組織、ビジネスモ
デルの5章構成となっています。各章はそれぞれ10項目（View Pointと表現しています）からなっていま
す。最初から順に読み、その通りに対象企業を見ていくと、自然にその企業の像がとらえられるように
なっています。また特定の項目について企業を見たい時には、目次からこれに該当するView Pointを探し
て、直接その項目を使うこともできます。
各章の中は次のような構成となっています。

・章扉「どこを見るのか」…各章での大切なポイントが列挙してあります。
・View Point××…目次として検索できるようにキーワードを挙げています。
・ビューイメージ…本文の内容を図、表を使ってわかりやすく表現しています。
・本文…記述レベルはビジネスマンとしての一般常識を持っていることを前提に書いています。そのため
一般ビジネス用語については、原則としてその説明がありません。拙著ナレッジシリーズ（「会社のナ
レッジ」「経理のナレッジ」「マーケティングのナレッジ」「ITのナレッジ」「流通のナレッジ」「生産
のナレッジ」「経済のナレッジ」「法律のナレッジ」すべて同友館）にて、わかりづらい用語を確認しな
がら読まれることをお勧めします。
・レーダーチャート…本文を使って外部から特定の企業を見た後で、その企業について、各章のテーマご
とにレーダーチャートを作ることができます。レーダーチャートは8項目で、各項目は3点を平均として、
5点満点で表示します。点数計算は各項目の点数計算法が一覧表となっています。実際にレーダーチャー
トを引いてみると、その企業の特徴が一目でわかると思います。
・エッセイ…「現代の企業」というテーマで各章ごとにエッセイをつけています。各章の企業の見方を学
んだ後、coffee breakとして、企業の見方のまとめとして読んでみてください。
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はじめに

第１章 業績の見方

View Point1:決算書の見方を知る

View Point2：ライフサイクルは売上高伸び率でわかる

View Point3：商品力はGMRでわかる

View Point4：付加価値で体力と分配を見る

View Point5：設備は営業C/Fで回収する

View Point6：流動資産は在庫と売上債権に着目する

View Point7：資本比率でコーポレート・ガバナンスが

わかる

View Point8：ネットC/Fをゼロと考える

View Point9：C/Fで企業価値を測る

View Point10：与信はC/Fとメインバンクを見る

コラム：なぜ銀行はカネがあるのに元気がないのか

第２章 ガバナンスの見方

View Point11：コーポレート・ガバナンスはパワーバランス

View Point12：上場はガバナンスを証券市場へ移す

View Point13：株の持分割合でガバナンスを見る

View Point14：親子関係を見る

View Point15：ガバナンスを統合する

View Point16：経営者の構成を見る

View Point17：ガバナンスを変える要素

View Point18：新日本型ガバナンス

View Point19：親子ガバナンスの変革

View Point20：ガバナンスタイプとCSR、PR

コラム：なぜ社長は社用車に乗っているのか
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第３章 経営モデルの見方

View Point21：経営をフローとストックで見る

View Point22：ミッションはその対象を見る

View Point23：ビジョンは公表される

View Point24：経営資源は形態別にマトリクスで見る

View Point25：商品志向はライバル志向、顧客志向へ

View Point26：ライバル志向の企業は戦争を見る

View Point27：顧客志向は顧客満足度へ

View Point28：経営計画は期間、目標設定、達成度を見る

View Point29：経営者の7つの条件

View Point30：企業文化は外からわかる

コラム：なぜミッションは無視されるのか

第４章 組織の見方

View Point31：採用で企業の意思とムードがわかる

View Point32：秩序の変化を見る

View Point33：階層数で年齢がわかる

View Point34：部門構造は第1キーを見る

View Point35：ムードは外からもわかる

View Point36：給与は付加価値と比べる

View Point37：業績評価は予算ｼｽﾃﾑを、能力評価は公平さを見る

View Point38：教育には経営者の意思が出る

View Point39：退職が変わる

View Point40：人事部は中央集権か現場分権か
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第５章 ビジネスモデルの見方

View Point41：ビジネスモデルはフローとストックで見る

View Point42：フロー生産性の積み上げがストック生産性

View Point43：品質は組織を見る

View Point44：マクロにマーケットをとらえる

View Point45：マーケティングは商品とMCに分けて見る

View Point46：オペレーション志向かマーケティング志向か

View Point47：情報システムは経営者の関心度を見る

View Point48：メールがコミュニケーションを変える

View Point49：外部ﾈｯﾄﾜｰｸはBtoBとBtoCに分けて見る

View Point50：アライアンスモデルはメンバーの関係を見る

コラム：なぜ若者はマーケターになりたいのか
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・売上高伸び率でライフサイクルを見る
・GMRで戦略、ポートフォーリオ、競合力、マネジメント力
を見る

・付加価値で企業体力と期待度を見る
・O2Dで投資状況を見る
・IRで予測力、スピード、マネジメント力、短期与信を見る
・資本比率でガバナンスのバランスを見る
・営業C／Fはその使い道を見る
・営業C／Fと短期与信を見る
・DCFで企業価値を予測し、現在の株価と比較する
・DCF、担保からメインバンクの気持を読んで長期与信を見る

どこを見るのか



View Point1:決算書の見方を知る

ワンポイントアドバイスビューイメージ

決算書の要注意ポイント

・Ｐ／Ｌ
⇒売上原価は売上と同時に出す
⇒現金が出ていかない費用がある

・Ｂ／Ｓ
⇒資産を時価評価すると
・資産＝負債＋自己資本＝負債＋資本金＋

利益なので利益が変わる
・収益・費用なしに利益が変わる

（特別利益、特別損失）

・Ｃ／Ｆ
⇒利益からさかのぼって現金増減のつじつま

を合わせている。
⇒「減価償却費は入ってくるカネ」これがわ

かればＣ／Ｆはわかる
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企業の業績は決算書（財務諸表ともいう）をベースとして見ます。決算書を「見る」には、それが作ら

れたルールを知ることが必要です。

決算書は一定期間に企業が行った活動を、カネで（単位を円で）表したものです。企業は法律の定めや

さまざまな目的のために決算書を作りますが、企業を外から見る時にもっともフィットしているのは有価

証券報告書（以降「有報」と略す）です。有報は証券市場に上場している企業が、証券取引法にもとづい

て作成する決算書です。上場企業は子会社を持っていることが多く、連結決算（子会社もまとめて1つの

グループ企業として決算）と単独決算（親会社のみ）の2つの記載がありますが、連結決算を中心に見ま

す。

未上場企業については、会社法（株式会社のための法律）などに基づいて、必ず何らかの決算書を作っ

ていますので、それを以って代替します。

決算書にはさまざまな書類がありますが、次の3つを中心に見ます。

（1）損益計算書（Profit & Loss Statement:略してP／L）

「収益－費用＝利益」という式で、一定期間のカネの動きを計算する決算書です。収益（入ってくるカ

ネ）は売上高（企業の本業によるもの。売上、営業収益ともいう）、営業外収益（本業以外）、特別利益

（イレギュラー）の3つに分かれます。無論「売上高」を中心に見ます。売上高は商品を売ったり、サー

ビスが終了した時に計算します（いつ実際にカネが入ったかは関係ない）。

費用も営業費用（本業）、営業外費用（本業以外）、特別損失（イレギュラー）に分かれ、さらに営業

費用は売上原価と販売費・一般管理費（以降「販管費」と略す）に分かれます。売上原価は売上のもとと

なる商品を手に入れたり、作ったりするために「直接」かかったカネを言います。魚屋なら魚の仕入代金

であり、弁当工場なら弁当を作るのにかかったカネです。売上原価は売上高と同じタイミングで計算しま
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す。つまり商品を売ったり、サービスを終了した時です。魚屋であれば魚を買っても、買っても費用はゼ

ロです。売れたさんまの仕入代金を、売れた瞬間に売上原価として計算します。売れていない魚は在庫と

表現され、売れるまで費用として計算しません。販管費は売上原価以外の売るためにかかったカネのこと

をいい、そのカネを計算する期間の最後（期末という）に費用として計算します。

売上高から売上原価を引いたものを粗利（粗利益、売上総利益、差益ともいう）、粗利から販管費を引

いたものを営業利益（本業の収益から本業の費用を引いた本業の利益）といいます。利益ではこの2つを

中心に見ます。営業利益に営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失を考慮して税金が払われ、残っ

た利益を税引後利益といいます。さらに剰余金計算書（剰余金とは利益のこと）というものがあり、税引

後利益から株主へ払った配当などが書かれています。こうして最終的に企業の手元に残った利益を処分後

利益といいます。処分後利益は企業が自由に使えるカネとなります。過去からの処分後利益を足し上げた

ものを利益剰余金といいます。

（2）貸借対照表（Balance Sheet:略してB／S）

企業の特定時点での財産や借金の状態を表したものです。B／Sには企業が持っている財産をすべて書

くのではなく、「カネで買った財産」だけが、原則として「買った値段」で書かれています。この財産を

資産といいます。企業はB／Sに書いていない財産（カネで買っていない財産）をたくさん持っています。

例えば従業員、ノウハウ、ブランド、情報…といったものです。資産はその使用目的によって、流動資産

（商品のようにカネにするために持っている）、固定資産（店舗のように使うことを目的として持ってい

る）の2つに分けます。

借金は負債と表され、流動負債（1年以内に返す借金）と固定負債（1年以上先に返す借金）に分けます。

「資産－負債」を自己資本といいます。つまり「資産＝負債＋自己資本」です。この式の左側が財産を
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買った値段なら、右側（これを総資本という）はその財産を買ったカネの出所です。マンションを5000

万円（資産）で買い、ローン（負債）を3000万円組んだのなら、自己資金（これが自己資本）が2000万

円あったはずです。

負債が「返すカネ」なら自己資本は「返さなくてよいカネ」です。株式会社には「返さなくてよいカ

ネ」が2つあります。1つは資本金であり、株主から出資を受けたカネです。もう1つは利益（正確にいう

と利益剰余金）であり、自らが集めてきたカネです。B／Sのもともとの発想はこのように企業が買った

財産の資金内訳を求めるものでした。しかし有報のB／Sでは徐々に資産を買った値段（取得原価法とい

う）でなく、現在の価値（売った場合の値段など。時価法という）で表そうという方向に向かっています。

（3）キャッシュフロー計算書（Cash Flow statement:略してC／F計算書）

本来「収益－費用＝利益」という計算で、「入ってくるカネ」から「出ていくカネ」を引けば、手元に

残るカネとして利益が計算されるはずです。そしてこの利益の分だけ現金が増えているはずです。

しかし利益は企業の成績を表すものとして使われるようになり、その成績の公平性からルールは複雑に

なり、だんだんと実際の現金の流れから離れていくようになりました。例えば1000万円のコンピュー

タ・ソフトウェアを現金で買った時、ソフトウェア費用を販管費として計算せず、1000万円の現金とい

う流動資産が1000万円のソフトウェアという固定資産に変わったと考え、費用はゼロとします。そのう

えで5年かけてソフトウェアの価値を下げていくことで、毎年200万円ずつ費用を発生させていきます。

これが減価償却費です。

現金の出入り（これがキャッシュフロー：以降C／Fと略す）に着目して、C／F計算書というものを有

報では作っています。未上場企業はP／L、B／Sから、ざっと次のようにしてC／F計算書を作ることがで

きます。
12
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・「内部資金＝処分後利益＋その期に現金支出のない費用（減価償却費など）」内部資金とは企業自らが

生み出した「現金」のことです。処分後利益がこれにあたることは直感的だと思います。しかし先ほどの

ソフトウェアでいえば、200万円の減価償却費は実際には企業は払っていません。「収益－費用＝利益」

でその期に払っていないカネを費用とすれば、現金は減っていないのに利益は減ってしまいます。そこで

この分を足し上げます。

・「営業C／F＝内部資金＋運転資本の増減」 営業C／Fは事業によって得た現金を表します。右辺の運

転資本の増減とは在庫（買って現金が出ていったが費用に計上されていない）、買掛金（買っても払って

いない現金）、売掛金（売ってももらっていない現金）などで、収益、費用と実際の現金の差額といえま

す。これを調整します。ただ企業を見る時は、多くの場合「長い目」で見ますので、この運転資本は無視

しても構わないことが多いといえます（いつかは払ったり、もらったりするので）。長い目で見れば営業

C／F＝内部資金と考えられます。以降営業C／Fには運転資本の増減を加味せず考えていきます。

・「フリーC／F＝営業C／F＋投資C／F」 先ほどのソフトウェアの例では、買った時に1000万円の現

金が減っているのに、費用が出ていません。そのため買った時に現金を1000万円減らさなくてはなりま

せん。これを投資C／Fといいます。投資C／Fは投資すれば（現金が減りますので）マイナスとなります。

本書では直感的に理解できるよう、投資C／Fの正負を逆転したものを「投資額」と表現します。「投資

額＝－投資C／F」です。したがって先ほどのソフトウェアの例では投資額1000万円となります。営業C

／Fに投資額を加味したもの（「営業C／F－投資額」）をフリーC／Fといいます。

・「ネットC／F＝営業C／F－投資額＋財務C／F」 借金をすれば、利益に関係なく現金が増えます。

借入れ、増資（株主から資本金を得る）などによる現金の出入りを財務C／Fといいます。これを加味し

たネットC／F分だけ現金が増減したといえます。上の式をよく頭に入れておいて下さい。
13
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14

これら決算書を使って、指標などを計算して企業を見るのですが、これには比較する相手が必要です。

相手としては2つのものが考えられます。1つは業界平均やライバル企業の指標です。その選択はケース

バイケースですが、これを本書ではベンチマーク（評価基準）と表現します。もう1つは当社の過去、つ

まり時を追ってみることです。これを経年と表現します。



View Point2:ライフサイクルは売上高伸び率でわかる

ワンポイントアドバイスビューイメージ

15

企業が死を迎える時

・営業C/Fの増減はあまり関係ない

・投資額が下降する（投資が上昇する）

・財務C/Fが下降する



View Point2：ライフサイクルは売上高伸び率でわかる

企業はビューイメージ上図にあるように創業期、成長期、安定期の３つの時期をとり、企業ライフサイ

クルとよばれます。この期は企業によってその長さは異なり、また途中で死んでいく企業もあります。

ここではこの企業ライフサイクルの見方について考えてみます。

（1）企業ライフサイクルの判定

企業ライフサイクル、つまり企業の年齢は売上高の伸び率で判定できます。売上高をビューイメージ上

図のように、時を横軸としてプロット（グラフに点を打っていくこと）し、かつ対前年度売上高伸び率を

計算してみればわかります。有価証券報告書では売上高が最低5年分記載されており、未上場企業でも5年

程度の売上高がわかれば判定できます。

①創業期 ゆっくりと売上高が伸びていきます。売上高線はなだらかな右肩上がりであり、伸び率（％）

は1桁から最大でも10％程度の数字となります。

②成長期 売上高が急激に伸びる時期です。売上高線は傾きの大きい右肩上がりとなり、伸び率は2桁台、

場合によっては「倍々ゲーム」のような企業もあります。

③安定期 これには2つのタイプがあります。1つは売上高線がなだらかな右肩上がりで、伸び率が1桁台

のものです。もう1つは売上高は小さくブレながらも（増えたり、減ったり）、ほとんど売上高線が水平

になるものです。

（2）企業ライフサイクルの変化点

企業ライフサイクルでは期が変わる点が大きな意味を持ちます。言い方を変えれば、変化点を予測する

ことが企業の見方のポイントです。企業は永遠の命があるわけではなく、いつか死を迎え（必ずしも上の

3期を経ず、創業期、成長期にいきなり死んでしまう企業もあります）、消滅します。その死を迎える可

能性が高いのもこの変化点といえます。
16



View Point2：ライフサイクルは売上高伸び率でわかる

①創業期⇒成長期の変化点 この変化点を迎える前に、その企業は投資額が大きく拡大します。そのため

売上高がゆっくり伸びていく中で営業利益率が下降していきます。これは経営者（多くは創業オーナー）

が企業の行っていくビジネスの方向が見え、かつその方向で「いける」と判断し、投資を進めていくため

です。営業C／Fは減価償却費の増大で増加し、そのC／Fは固定資産に投資され、キャッシュの不足分を

借入・増資などの財務C／Fが補います。ベンチャーキャピタルなどがサポートするのも、この成長期に

入る直前といえます。

ここで投資額が増えず、財務C／Fがマイナス（借金を返している）で、営業C／Fを食って、ネットC／

Fが減り始めると、企業は死を迎える可能性が高まってきます。創業期に想定したとおりの（数年後に成

長期を期待して、伸び率を高く想定している）売上高の伸びが出ず、経営者や資金提供元に将来への不安

感が生まれている現象と考えられます。

②成長期⇒安定期の変化点 この変化点を迎える前に営業利益率が上昇します。投資額はこれまでと同様

ですが、営業C／Fがさらに増加し、ネットC／Fが増加していきます。ネットC／Fが増加していく中で、

本業（工場、店舗など）への投資が落ち着き始め、借入金を返済し、財務C／Fが下がっていきます。そ

れでもカネが残ると、本社などオフィスの移転・新築への投資が行われます。新本社設立が安定期のシグ

ナルといっても過言ではありません。

一方、営業C／Fに加えて、借入れ・増資などの財務C／Fを増加させ、このキャッシュを本業へどんど

ん設備投資し、拡大路線を取り続けると、売上高の伸び悩みによって死を迎えることもあります。

17



View Point2：ライフサイクルは売上高伸び率でわかる

③安定期⇒？ 安定期の終わりには人間同様に、企業は倒産、M＆Aなどにより死を迎えます。しかし人

間とは違う点が2つあります。

1つは人間のようにゆっくりと老化していくのではなく、ある日突然「健康」だと思っていた企業が死

を迎えることです。そしてもう1つはここで死なずにもう一度生まれ変わる企業もいることです。これは

第2創業といわれ、安定期と一部ラップするような形で、もう一度創業期⇒成長期⇒安定期と進んでいき

ます。これが企業ライフサイクルの「サイクル」という意味です。

この変化点の前に企業は2つの兆候を見せます。最初の兆候は（売上高がブレ、やや上昇のどちらの場合

も）ゆっくりと営業利益率、営業C／Fが下降していくという形で表われます。投資額は安定した一定値

を示し、財務C／Fはマイナスかスライドとなり、ネットC／Fは下降していきます。

次の兆候は最初の兆候の反動のような形で生まれてきます。売上がゆっくり伸びていた企業はスライド

から下降に、ブレのある企業は次第に落ち込みの度合いが大きくなります。一方で営業利益率は増加し、

営業C／Fは下げ止まります。粗利はスライドまたは下降しており、当然のことながら販管費が大きく下

降します。つまりコストカット、リストラという現象です。本業の収益による利益増大でなく、費用減少

による「利益の搾り出し」です。

この2つの兆候を見せた後で企業は最後の変化点を迎え、消滅と再生の2つの道に分かれます。死んでい

く企業は変化点の直前で売上が急降下し、販管費カットも追いつかず死を迎えます。

再生する企業は変化点の直前にいくつかの現象を示します。1つはP/L上で大きな特別損失が生まれ、営業

利益は黒字なのに処分後利益（損失）は大きな赤字となります。これは不採算部門の撤退など大手術を

行ったためです。2つ目は投資額の増大です。特別損失は多くの場合現金流失はなく、むしろ多くの場合

売却によってキャッシュ（プラスの投資C／F。つまりマイナスの投資額）を得ます。投資額の増大とは、
18



View Point2：ライフサイクルは売上高伸び率でわかる

その売却額を越えた新たな大幅投資をしたことを意味します。3つ目はネットC／Fが下降せず、むしろ上

昇していきます。営業C／Fはスライドまたはやや下降ですので、投資額は財務C／Fに頼ることになりま

す。多くは増資、社債などの発行によるものです。「死を迎えるのにカネはいらないが、再生には瞬間的

に多くのカネが必要になる」というものです。そしてこれらの投資を終え、粗利率は固定で、販管費が増

大していく中でも、営業利益は徐々に増大していきます。つまり売上がゆっくりと伸び始め（第2創業

期）、そして間もなく売上高は再度右肩上がり（第2成長期）となります。
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View Point3:商品力はGMRでわかる

ワンポイントアドバイスビューイメージ
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GMRの構造

GMR＝コストダウン力×販売力

GMR ＝価格戦略×価格マネジメント

GMR ＝商品競合力÷顧客圧迫力

GMR ＝ブランド価値－原価

GMR ＝Σ商品力



View Point3：商品力はGMRでわかる

P／Lで当社の商品力を読みとることができます。指標としては粗利率が適当といえます。しかし会計

上の粗利率（売上総利益率ともいう）は利益計算が目的であり、「企業を見る」という目的からすると

やや不適切な面があります。これを下のように定義し、GMR（Gross Margin Rate）と呼びます。

売上高

売上高－商品原価
＝GMR

粗利率では上記の商品原価の部分が、売上原価となっています。売上原価は会計上の理由により生産し

たり、購入した商品の原価をすべて入れるのではなく、売れた分だけを原価（そのため売上原価とい

う）として計上します。GMRでは計算する期間内の原価は、売れていない商品（在庫という）の分も含

めすべて入れ、商品原価と表現します。商品原価は流通業、メーカーではそれぞれP／L上の当期仕入高、

当期製造原価を用い、サービス業などでは売上原価があればこれを用い（サービスは在庫できない）、

ない場合はそのサービスにかかった費用を何らかの形で推測します。

このGMRを使って次のようなことを見ることができます。

(1)商品戦略

GMRは商品原価にいくら乗せて販売価格とするかという経営の意思であり、そこから商品戦略を読み

取ることができます。70円の原価の商品に30円乗せて100円で売れば、GMRは30％であり、「30％の

マージンを出す」という意思です。一般にこの販売価格100円を下げれば（GMRを下げれば）販売数量

が増え、売上は伸び、価格を下げた分がリカバリーできれば利益は増えます。

GMRの変化と売上高の伸びを経年で見て、ビューイメージ上図のようにクロスさせると、企業を次の

4つのパターンに分類することができます。
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View Point3：商品力はGMRでわかる

①ブランド志向型 GMRが上昇、売上高の伸びがプラスの企業です。商品の入れ替えが少なく、生産、

販売などにより原価が下がっていく中で、一定の販売価格をマーケットでキープできている企業です。

多くの場合粗利が増加した分を、広告などのプロモーションに使って（販管費）、企業ブランド、商品

ブランド、ストアブランドの価値向上に努めていきます。プロモーションコストはコントロールできる

ため、営業利益率は毎年ほぼ一定となります。（営業利益率が一定になるようにプロモーション予算を

組んでいる。）

②選択と集中型 GMRが上昇していく中で、売上高の伸びがマイナスの企業です。多くの場合、GMR

の低い商品のカットを行い（この分売上高がダウン）、GMRの高い商品の選択・育成を行うというリス

トラクチャリングに努力している企業です。近年のキーワードともいえる「選択と集中」です。

この処理が済むと、上のブランド志向型に変化していく（売上高が伸びていく）ことも多いといえます。

③価格戦略型 GMRが下降していく中で売上高が伸びている企業です。多くの場合常にライバルの販売

価格、品揃えを意識し戦っている企業です。

タイプとしては2つに分かれます。1つはディスカウント型で、販管費の切り詰めと販売数量の伸びで、

GMRのダウン分をカバーして営業利益を確保していくタイプです。というよりもライバル価格に勝つた

めにGMRを下げることに、すべての商品戦略のベクトルを合わせていくタイプです。

もう1つは品揃え型です。品揃えを多品種化し、原価アップとなり、一方で販売価格でライバルと競争

しているため、GMRを落としてしまうタイプです。いつかこのことに気づいて②の選択と集中に向かっ

ていきます。

④環境圧迫型 「顧客の圧力」または「ライバル価格のダウン」により、販売価格のダウンをせざるを

得ず、原価ダウンの努力もするが、それでも追いつかず、GMRを泣く泣くカットしているタイプです。
22



View Point3：商品力はGMRでわかる

前者の顧客の圧力タイプは固定客が多く、売上数量は安定しており、GMRのダウン分（販売価格のダウ

ン分）だけ売上が小さく下降します。

後者のライバル価格ダウンのタイプは、｢ライバルとの血みどろの争い｣となって販売数量を落とし、売

上、利益を大きくダウンさせることもあります。③の品揃え型同様に②へいずれ向かっていきます。

(2)商品ポートフォーリオ

多くの企業は複数の商品、事業を持っています。この商品（事業）別のGMRと売上高伸び率を組み合

わせることで、そのポートフォーリオ（バランスという意味に使われている）がわかります。これは

ビューイメージ下図のようなポートフォーリオマップに表すのが一般的です。中心を全社の売上高伸び率、

GMRとして、4つの領域に分けます。これによって当該企業の打つべき手（打っている手）がわかります。

Aタイプは延命を図り、BタイプはGMRよりも売上高伸び率のキープを目標とし、Cタイプは原価、販売

価格を見直し、Dタイプは撤退を考えているといったことです。

ポートフォーリオに偏りのある企業もあります。その多くはAタイプとCタイプのみというものです。

この企業ではCタイプの商品のGMRアップまたはBタイプ商品の開発が急務といえます。外部から見れば、

ポートフォーリオ上の商品に対し、当社が上のような手を打ってくることが予測できます。

(3)商品競合力

ベンチマークのGMRと比較すると、商品競合力がわかります。GMRは当社のライバル企業に対するブ

ランド力（高価格で売れる）、価格対応力（ライバルのディスカウントにも耐えられる）、原価力（低コ

ストで作る力）、そして販管費をまかなう力が重なり合って決まると考えられます。
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View Point3：商品力はGMRでわかる

(4)マネジメント力

GMRのブレを見ると、当社のマネジメント力がわかります。GMRの設定（原価に何％乗せて売るか）

は経営の意思であり、この意思がブレることは考えづらいといえます。つまり一定、上昇、下降のいずれ

かのトレンドを取るのが普通です。これが上下するように経年でブレている企業は、経営の意思が伝わら

ず、現場をコントロールできていないため、販売価格がブレているといえます。このブレで当社の現場に

対するマネジメント力がわかります。
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View Point4:付加価値で体力と分配を見る

ワンポイントアドバイスビューイメージ

25

要注意企業

・SSが他社と比べ高い⇒何としてでも配当を

⇒株主偏重型

・ESがダウンしながら利益がアップしている

⇒何としてでも利益を⇒リストラ型

・ES、CSが年によって大きくブレる（多くの

場合給与額が固定）

⇒何としてでも給与を⇒役所型



View Point4：付加価値で体力と分配を見る

P／Lの3つ目の見方は、利益の代わりに付加価値に着目することです。会計上では「収益－費用＝利

益」という式で利益が計算されます。（厳密にいうとここでは営業外収益、営業外費用を含め、特別利

益、特別損失は含めないようにします。ここでいう利益は会計上の経常利益となります。）

企業に入ってくるカネ（収益）から、出ていくカネ（費用）を引いて、手元に残る（受け取り、支払

いのタイミングはあるが長い目で見れば）のが利益というものです。さらにこの利益から税金が払われ、

株主に配当が払われ、企業自身に残ったカネを内部留保といいます。

このフローを考えればわかるかもしれませんが、会計上の利益計算は実は配当（利益を越えては配当で

きない。つまり利益は配当限度額）、税金（利益に法人税、法人住民税はチャージされる）を計算する

ためのものなのです。

この「やり方」の「企業の見方」としての問題点は、企業を構成する従業員（ここでは経営者も含めて

こう表現します）の給与（本書では賞与、手当など従業員、経営者に支払われるものすべてを含めて表

現する）が費用、つまり出ていくカネに入っていることです。「社会に払う税金」を手元に残るカネと

して計算し、給与を出ていくカネとするのはどう考えてもつじつまが合いません。

そこでこの給与を費用の対象からはずし、一方税金をその対象とします。こうして計算された「手元に

残るカネ」をGAV（Gross Added Value：総付加価値）と呼びます。

GAV＝「企業に入ってくるカネ」－「企業から出ていくカネ」

＝収益－費用＋給与－税金

＝配当＋給与＋内部留保

次に配当をどう考えるかです。株主から見れば当然手元に残るカネです（第2章で述べるコーポレー

ト・ガバナンスが株主にあると考えるなら）。企業というのは事業主体のことであり、これを従業員が
26



View Point4：付加価値で体力と分配を見る

運用しているととらえるなら、配当も「出ていくカネ」と考えられます。こう考えて手元に残ったカネを

NAV（Net Added Value：純付加価値）と呼びます。

NAV＝GAV－配当

＝給与＋内部留保

本書ではGAV、NAVをあわせて付加価値と表現します。

企業の「手元に残ったカネ」を、GAVでは株主（配当）、従業員（給与）、企業（内部留保）の3者で、

NAVでは従業員と企業で分けると考えます。この2つの付加価値をベースとして、次のような指標で企業

をとらえます。

(1)1人あたりNAV＝NAV／従業員数（⇒PNAVと略す）

従業員とはNAVの給与対象者（もちろん経営者も入っている）を指します。「NAV＝入ってくるカネ－

出ていくカネ」なので、｢出ていくカネ＋NAV＝入ってくるカネ」となります。

この式はNAVは外から得たモノ（この分の支払いとしてカネが出ていく）に、どれくらいの価値を付け

たか（価値をアップさせたモノを売り、その分カネが入ってくる）と見ることもできます。つまりNAVは

企業の価値創造力、体力といってもよいものです。

従業員1人あたりのNAVであるPNAVは次のように見ます。

①経年変化 前期など過去と比較して伸びているかということです。PNAVはゆるやかに上昇していくの

がノーマルです。下降する企業は2つのパターンに分かれます。1つは何らかの事情で、ある期だけ落ちて

いる企業です。NAVには特別損失が考慮されていませんので、基本的にはアクシデント（資産評価損な

ど）は入っていません。もっとも考えられるのは何らかの構造改革（特別損失に表われない給与改革、事

業再構築コスト…）を行ったことです。
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View Point4：付加価値で体力と分配を見る

2つ目はトレンドとして落ちている企業です。無論要注意であり、逆に構造改革を行わないと企業は消

滅していくことになります。

②ベンチマークとの比較 PNAVは1人あたりの従業員が生み出した価値の量であり、「企業としての

力」を比較するにはぴったりの指標です。NAVは「給与を落として利益を出す」という行為が意味をな

さないので、企業の本当の力（言ってみれば体力のようなもの）がわかるといえます。

③採用 入社時点（特に新卒採用）では、従業員は企業に付加価値をほとんどもたらさないといえます。

つまりPNAVを下降させることになります。成長期などにおいてはPNAVがほぼ一定になるように採用す

るのがノーマルといえます。PNAVの伸びと採用人数を見れば（特に成長期の企業においては）、採用の

妥当性が判断できます。

④教育 教育の目指すものはまさにPNAVの向上です。したがってとらえづらい教育の目標を、PNAV一

本に絞ることができます。

(2)分配率

GAVは株主、従業員、企業への分配割合を見ます。

・株主分配率＝（Stockholder Share：略してSS）＝

・従業員分配率（Employee Share：略してES）＝

GAV

配当

GAV

給与

・企業分配率（Corporation Share：略してCS）＝
GAV

内部留保

・SS＋ES＋CS=1
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View Point4：付加価値で体力と分配を見る

配当は株主との力関係に基づいた経営者の意思で決まるといえますが、近年では配当性向（配当／利

益）を一定にするというのが一般的です。つまり誰の意思も働かせず、利益が決まれば自ずと配当が決ま

るというものです。

SS＋ES＋CS=1であり、配当が決まればES＋CS＝一定となります。この関係を引き算で考えるとト

レードオフとなります。ESを下げれば、つまり給与を下げれば、内部留保が上がります。まさに「労使

交渉」の構造です。そこで多くの企業では成果主義、業績主義と称して利益と給与総額を比例させようと

しています。内部留保は「利益－税金－配当」で、税金も配当も利益の一定比率なら、内部留保も利益の

一定比率です。つまり、GAVを構成している配当、給与、内部留保はすべて利益に比例することとなり、

SS、ES、CSはGAVの額によらず一定比率となります。配当、給与を利益に比例させるという現代のト

レンドは、SS、ES、CSを期によらず一定の値にすることと同じといえます。またこうすれば企業の生み

出した「付加価値」を株主、従業員、企業があらかじめ決められた一定比率で分配することになります。

付加価値（利益）が上がれば皆が喜び、下げれば皆が悲しむことになり、皆が付加価値（利益）という1

つの目標を持つことになります。

次にこの一定比率の決め方を考えてみましょう。給与と内部留保の関係から考えてみます。もしESを

上げ、給与を増やしていけば（従業員が皆で分け合ってしまえば）CSは下がり、内部留保はなくなりま

す。逆にCSを上げれば給与は減っていきます。内部留保とは、従業員がすべてこれを給与で分け合って

しまうのではなく、給与の一部を皆で出し合って内部留保し、企業がこれを使うことで明日のGAVを増

やし、それによって明日の給与を増やす行為と考えられます。つまり従業員の企業への投資です。

配当と内部留保の関係も同じです。株主もすべてのリータンを配当で受けとらず、明日の配当のために

内部留保し、投資すると考えられます。
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View Point4：付加価値で体力と分配を見る

そう考えると分配率の見方は次の2つです。

・ベンチマークと比べる 3者への分け前比率が、ベンチマークと比べてどうかということです。つまり

3者のうち誰の分配が大きいかということです。SSとESを見れば株主と従業員（経営者を含む）の力関

係がわかりますし、CSの大きさは従業員、株主の明日の企業への期待度として見ることができます。

・経年変化 一定のはずの分配率がどう変化しているかです。これも上と同様の見方ができます。特に

CSが着目点です。CSが上がっていく時は明日の企業への期待度は高まっており、下がっていく時は「そ

ろそろ最後の分け前をはっきりさせよう」という気持ちが皆に出ているといえます。
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View Point5:設備は営業C/Fで回収する

ワンポイントアドバイスビューイメージ

31

固定資産の見方

・固定資産はC／Fと比較する

・固定資産は設備と投資資産に分ける

・設備は営業C／Fを見る

・投資資産は財務C／Fを見る



View Point5：設備は営業C/Fで回収する

B／Sは資産構成と資本バランス（View Point7）を見ます。

資産構成では固定資産（使うための財産、本項）と流動資産（カネにするための財産、View Point6）

の２つに分けて見ます。さらに固定資産はB／Sに書かれている区分（有形、無形、投資その他の資産に

分かれていることが多い）とは異なり、減価償却対象か、そうでないかで2つに分けて見ます。機械、建

物など使用すると（時間とともに）価値が落ちるものは、減価償却の対象となります（本書ではこの減価

償却資産を「設備」と表現します）。一方土地、投資有価証券（ビジネスに使うために持っている株）な

ど時間の経過では価値が落ちないものは、減価償却の対象とはなりません（「投資資産」と表現します）。

（1）設備

減価償却という手続きの大原則は、費用をその設備の使用期間に均等に当てていくというものです。

View Point1で述べた1000万円のソフトウェアで言えば、減価償却費は毎年200万円であり、これは営業

C／Fとして企業の手元にカネとして残ります。つまり1000万円のソフトウェアは購入すると、一旦1000

万円のカネが出て行って（費用としては計上しない）、その後に年200万円ずつカネを（売上高を通し

て）増やすことになります。これが「回収」という言葉の意味です。さらにその設備によって利益を生む

と考えれば「利益＋減価償却費」の分だけ、つまり営業C／F分だけ回収されていくことになります。本

来は各設備ごとに回収状況を見たいところですが、このデータの入手はなかなか難しいので、企業全体と

して回収状況をとらえます。これがO2D（Operation cash flow On Depreciable assets：営業C／F対減価

償却資産）であり、経年とベンチマークで見ていきます。

O2D 
う）上の設備額（簿価とい／

／当期の営業

SB

FC
=  
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View Point5：設備は営業C/Fで回収する

①経年変化

・O2Dが上昇 設備額が上昇していれば、それを上回る営業C／Fを得ており、まさにレバレッジ状態

（｢てこ｣のこと。カネをつぎ込めばカネが増えていく状態）です。設備額がスライドであれば、減価償却

費分だけ設備投資（設備補充といったほうがよい）をして、設備効率を上げている状態です。設備額が下

降していれば、設備投資を控え、既存設備を回収中といえます。

・O2Dがスライド 営業C／Fにあわせて設備投資をしている企業です。コントロールがよくなされ、目標

予算を達成していくタイプに多く見られます。

・O2Dが下降 設備額がスライド・上昇している時は要注意です。特に上昇している時は設備投資と営業

C／Fのバランスが崩れていますので、P／L上の利益がかなり落ちているはずです。これを立て直すには

外科手術（工場や店舗の閉鎖、売却）が必要です。設備額が下降している時は徐々に体力が落ちている時

であり、黄信号です。

②ベンチマークと比較して やはりO2Dと設備額を見ます。当社がベンチマークより共に「大」の時はさ

らに売上高を見ます。これも「大」なら規模の利益が働いている状態です。売上高が「小」ならこれから

逆転が期待できます。

O2Dが「大」で設備額が「小」の時はレバレッジ効果が期待されている状態です。当社で今後設備投資

が進んでいくことが予想されます。

O2Dが「小」で設備額が「大」の時はレバレッジの逆であり、ライバルが力をつけていくことが予想さ

れ、ライバルに狙い撃ちされる危険があります。

共に「小」の時は共に「大」の時の反対で、M&A、アライアンスなどで、すぐに営業C／Fを生む他社

の設備を獲得でもしないと赤信号といえます。
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View Point5：設備は営業C/Fで回収する

（2）投資資産

減価償却を行わない土地、有価証券などの投資資産は、直接的には営業C／Fを生まないと見ることも

できます。買った時に費用が発生せず、投資額が生まれ、売った時にプラスの投資C／F（マイナスの投

資額）を生みます。また投資資産を担保などにして金融機関から借入れを行うことも多く、財務C／Fを

生みます。これについてはView Point10の与信の所で述べます。
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View Point6:流動資産は在庫と売上債権に着目する

ワンポイントアドバイスビューイメージ
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今まで使われてきた指標との関係

IR ⇒従来の商品回転率（売上高／在庫）
にあたる
⇒商品在庫は回転として考えるよりも
予測値として見る

CTF⇒従来の正味運転資本（流動資産－流通
負債）にあたる
⇒これでは何を意味しているのかとら
えづらい



View Point6：流動資産は在庫と売上債権に着目する

流動資産のビューポイントは次の2つです。

（1）商品在庫

決算時点で持っている商品の価値（単位は円）です。B／Sでは製品在庫、期末棚卸高、棚卸資産など

さまざまな表現を使いますが、本書は商品、製品は無論のこと、材料、部品、仕掛品、半製品などすべ

てを含めた在庫として、これを商品在庫と表現します。

ここではIR（Inventory Rate：商品在庫率）という指標を使います。

売上高

１商品在庫 GMR)(
IR

+
=

商品在庫は仕入れ原価、製造原価をベースとしてB／Sに記載されます。つまり買った値段、作った値段

です。しかし分母の売上高はあたりまえですが、売った値段がベースです。そこで分子を「商品在庫×

（1＋GMR）」とします。これはその商品在庫が売れたとしたら（売る値段は「ざっと」買った値段の

「1＋GMR」倍になる）いくらになるかを考えて、単位を揃えます。

①予測力 商品在庫は「販売予測（売れるだろう）－売上高（売れた）」と見ることもできます。つま

りIRは販売予測の誤差と考えられます。誤差つまりIRが小さいほど予測力は高いといえます。この予測

力はベンチマークと比較すればはっきりと見ることができます。予測力の高さは「売れるものを、売れ

る量だけ、売れる時期に買う、作る」というJIT（Just In Time）と表現されます。
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View Point6：流動資産は在庫と売上債権に着目する

②スピード 商品在庫を持つ意味は「売りたい」と思ってから商品を作ったり、買ったりしては間に合わ

ないからです。この「買う、作る」から「売る」までのリードタイムの長さに商品在庫量は依存します。

同じものを作るのに、その期間が1ヶ月と2ヶ月ではざっと商品在庫量が2倍ちがいます。

IRがベンチマークとして比較して低いということは、この商品調達、商品生産のスピードが他社よりも

早いと見ることができます。このスピードはロスの減少（商品在庫は売れなくて処分することもある）、

商品の新鮮さ、C／Fの増加（すぐに現金になる）といった効果を生みます。

③マネジメント力 IRを月ごと（できれば半月ごと。月末・月初と月の中ごろでは商品在庫が大きく異な

ることもある）に見ます。これがバラついている企業は、予算などのマネジメント・コントロールが効い

ていないといえます。特に年度末（月末）などに大きく変化（売上高が大きくなり、商品在庫が減るな

ど）する企業は、現場がとりあえず目標を達成してしまうために、無理な販売をしていることが考えられ

ます。

(2)売上債権

売れたのに入金されていない分で、B／S上では売掛金、受取手形などで表されています。これからは2

つのことが読み取れます。

①回収期間 下記の式で売上から入金までの平均期間（債権回収期間、受取リードタイム、入金リードタ

イムなどという）がわかります。

（月）
月間売上高

売上債権
債権回収期間＝      
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View Point6：流動資産は在庫と売上債権に着目する

月1億円の売上高で、2億円の売上債権があれば、2ヶ月分の売上債権（2ヶ月で売上高が現金になる）が

あることになります。

（月）
月間仕入高

買入債務
支払期間＝      

同様に買入債務（買掛金、支払手形など、商品に関するもので受け取ったが払ってないもの）と月間仕

入高の比で、支払の平均期間（支払リードタイムなどという）がわかります。月間仕入高は流通業などで

あればP／Lにある当期仕入高、メーカーであれば製造原価明細書の材料費（材料仕入高がわかればそれ

を使う。わからないことも多いので、買った総額でなく使った分だけだがこれで代替。）、外注費などの

和として求めます。

②金融 上の買入債務と売上債権の差を求めます。

CTF=買入債務－売上債権

本来であれば買った金額＜売った金額となるのが普通ですので、CTFはマイナスとなるはずです。しか

し支払い、入金のタイミングによってはこれがプラスになることもあります（払う方はツケで、もらう方

は現金など）。プラスの場合は買入債務と売上債権の差額はその分だけ外部から資金を得ている（払って

いないカネを他の目的に使うことができる）ことになり、金融（ファイナンス、カネを調達すること）の

一種と考えられます。そこでこの差をCTF(Credit Transaction Finance：信用取引による金融）と呼びま

す。CTFはプラスかマイナスを見ます。

・CTFがプラス メーカー、流通業などは一般に債権回収期間＜支払期間となることが多いといえます

（小売など下流に近いほど現金決済が増える）。この場合CTFはプラスとなって表われることも多いとい
38



View Point6：流動資産は在庫と売上債権に着目する

えます。この企業では資金繰りが難しく、現金残高がどうしても多くなり、ロスが出ることも多いといえ

ます。例えば債権回収期間1ヶ月、支払期間3ヶ月ですと、3ヶ月先の支払金額はわかっているのですが、

2ヵ月後の売上高を見ないと3ヵ月後の入金額がわかりません。したがって、どうしても現金を余裕を持っ

て用意せざるを得なくなります。またこの企業では、CTFは主に給与など現金払いの費用に当てられてい

ると考えられます。従って売上債権の回収条件の変更（取引先が変わって回収期間が延びるなど）などが

あると、直接資金繰りに影響を与えます。

・CTFがマイナス 下請メーカーなどでは債権回収期間＞支払期間のことも多く、CTFはマイナスになっ

ていることも多いといえます。この企業はCTFのマイナス分を別の資金で補填しています。売上債権の早

期回収は資金繰りを良くするだけでなく、他の資金の返済にもあてられ、金融費用（金利など）のコスト

ダウンにもつながります。またこのタイプでは売上増大は売上債権の増大につながり、短期的には資金繰

りを悪化させます（特に支払いのうち給与など現金払いの比率が高い企業では顕著です）。この場合は借

入れなど財務C／Fによる早期かつ短期の資金確保が必要となります。
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View Point7:資本比率でコーポレートガバナンスがわかる

ワンポイントアドバイスビューイメージ
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TBT⇒もっとも手っ取り早いが、金融機関の

経営参入が恐い

CBT⇒後くされが無いが、返済期日が恐い

SCT⇒返さなくてよいのがうれしいが、特定

の株主の出資はイヤ。上場して投資家から少

しずつ獲得したい

RET⇒何といっても魅力的。最後はこれで何

とかしたい。

経営者の気持ち
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B／Sでは、資産の次は負債と自己資本（資本金＋利益）を見ます。この2つを合わせて総資本といいま

す。資産が企業の持っている財産の状態を表すのに対して、負債、自己資本は「資産を買うのに使った資

金」の種類と額を表しています。企業はビューイメージ上図のように資金を調達し、資産を購入し、事業

によってこれを増やし、資産増加分だけ利益を得たと考えられます。これを反対から見ると、利益によっ

て資産増加分を購入したとも考えられます。

これら調達資金（これを資本という）の割合を資本比率といいます。資本比率には企業の「気持ち」が

読み取れます。資本比率は次のような指標についてベンチマーク比較、経年変化で見ます。

(1)資本金

株主から払い込まれた資金であり、次の比率を見ます。

SCT=(Stated Capital to Total capital：資本金比率)

  ＝
総資本

資本金
  ※B／S に資本剰余金がある時はこれを資本金に足す。  

SCTは企業が集めてきたカネの中で株主出資分の割合を示し、企業における「株主の支配度を表す」と

考えられます。企業の設立当初は、資金はこれだけであり、企業は100％株主（オーナーと表現される）

のものといえます。そして企業が成長するにつれ、自らのカネを生んだり、さらにはカネに表わせない財

産（ノウハウ、ブランド…）を生んでいくことで、企業の支配度は変わっていきます。これが第2章で述

べるコーポレート・ガバナンスです。

増資（資本金を増やすこと）を行い、SCTが上昇すれば株主支配度は増していくことになります。
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(2)借入金

借入金は短期借入金（返済期限が１年以内）と長期借入金（返済期限が１年を越える）に分かれて、そ

れぞれ流動負債、固定負債に記載されています。ここでは次の３つの比率を見ます。

TBT(Total Borrowing to Total capital：借入金比率)＝

SBT(Short-term Borrowing to Total capital：短期借入金比率)＝

LBT(Long-term Borrowing to Total capital：長期借入金比率)＝

ここでの見方は２つです

①TBT 借入金は主に金融機関からの借金です。このカネの特徴は2つあります。１つは（法的には）資

本金とは異なり、支配力を持たないことです。したがって本来はコーポレート・ガバナンスに関係がない

はずです。

2つ目は当たり前のことですが、返さなくてはならないカネということです。企業はカネが不足している

から借りるのであり、基本的には借り続けようと思っています。ここで突然「返せ」といわれれば、返せ

るはずがありません。TBTが高いときは、金融機関が生殺与奪の権を持っているともいえます。

一方金融機関側もその企業が「このままでは返せなくなる」と判断したら、結着をつけざるを得ません

（完全に返せなくなってから結着をつけるよりも）。この時全額返ってくることは少なく、金融機関のダ

メージは大きいといえます。そのためTBTが高いと、金融機関側から監査役、取締役が派遣され、経営を
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監視したり、さらには一部経営自身を担当していくこともあります。TBTは金融機関の支配度を表すとい

えます。

②SBTとLBTの比 先ほど述べたように企業は金融機関からカネを借り続けようと思っています。従って
返済期限が来たら返済するのではなく、融資条件を見直して、借入れを続行することが多いといえます。
短期と長期の違いは、いつ融資条件を見直すかと考えることもできます。現在の低金利時代では企業に

とっては、どうせ借り続けるなら金利固定の長期借入金がベターといえます。一方金融機関から見れば逆
です。こう考えるとSBTとLBTの比は金融機関との力関係を表すといってもよいと思います。これから金
利が上がっていくと予想される状況で、SBTが高いと金融機関からの信用は低く、融資条件が見直される
状態であり、LBTが高ければ金融機関からの信用が高く、有利な条件で借りているといえます。
(3)社債
社債とは企業が一般大衆から直接借りるもので、同様に

CBT(Corporate Bond to Total capital：社債比率)＝

を見ます。社債の特徴は２つです。１つは借りる相手が不特定な人であり、コーポレート・ガバナンスに

影響がないことです。２つ目が金融機関の借入金と異なり、「待ったなし」ということです。金融機関か

らの借入金は継続して借りることが原則であり、返せなくても待ってくれるケースが多いといえます。社

債は倒産（借りたカネが返せなくなること）というリスクから考えると、ややリスキーな資金といえます。

ただし転換社債（正確にいうと転換社債型新株予約権付社債。社債を株に転換できるもの）については、

原則としていずれ株に変わると考え、SCTの資本金の額に足しておきます。
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(4)利益

自己資本の中の利益（B／Sには利益剰余金などと表示されている）は企業自身が自らの手で集めたも

のです。同様に

RET(Retained Earnings to Total capital：利益比率)＝

を使います。RETの上昇は「企業自身による企業の支配度」を表しますが、法的にはバックボーンがあり

ません。法的には持株比率が支配度の決め手です。

SCT、TBT、CBT、RETの経年の動きでそれに対する経営者の気持ちを読み取ることができます。こ

のように資本比率はコーポレート・ガバナンスと大きな関係がありますが、これについては第2章で述べ

ます。
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C/Fの見方の基本

・営業C／F ⇒本業の現金ベースでの

もうけ

・投資額 ⇒B/S、P/Lではわからな

い今期の投資額

・財務C／F ⇒本業以外のカネの動き
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ここからはC／Fの見方について述べます。ここではC／F構成（本項）、企業価値（View Point9）、

与信（View Point10）の3つを見ます。

View Point1で述べたように、「ネットC／F＝営業C／F－投資額＋財務C／F」です。何度も言いまし

たが、投資額はC／F計算書にある投資C／Fの正負を逆転させて下さい。投資C／Fがマイナス10億円

（投資C／Fは投資するカネですので、マイナスの方がノーマル）なら投資額は10億円です。

営業C／Fは厳密に言うと｢内部資金＋運転資本（売掛、買掛など）の増減｣です。ここでView Point1

で述べたように内部資金＝営業C／Fと考えると、厳密には「ネットC／F＝営業C／F＋運転資本－投資

額＋財務C／F」となり、「ネットC／F－運転資本＝営業C／F－投資額＋財務C／F」となります。

一方ネットC／Fは期中に増えたカネの量であり、「期末現金残高－期首現金残高」です。企業という

のはカネを使い、カネを増やし、増やしたカネも事業に使っていくものであり、カネをためていくもの

ではありません。したがって現金残高は限りなく0に近づけていくべきといえます。しかし「その日の支

払い」が、「その日に入ってくるカネ」よりも多い時は、一時的なカネが必要となり（これが運転資本

のマイナス分）、その分をネットC／Fで補うといえます。こう考えると企業はざっといえば「ネットC

／F－運転資本」をゼロになるようにしているといえます。つまり「営業C／Fを企業が生み出した内部

資金だけ」と考えると、「営業C／F－投資額＋財務C／F＝0」です。これが企業におけるC／Fの基本式

となります。

C／Fではこの式を用いて、式の中の3つの項目について見ていきます。
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(1)営業C／F

営業C／Fの見方は次の2つです。

①営業C／F＝処分後利益＋その期に現金支払いのない費用 処分後利益が直接わからない時は、税引後

利益から配当、役員賞与を引いて求めます。「その期に現金支払いのない費用」は、多くの企業ではほ

とんどが減価償却費であり、これ以外はイレギュラーなものが多く、無視してもOKです。

営業C／Fは本業による現金の増加分です。企業の当期の成績は利益より、設備の回収分である減価償

却費を加えた営業C／Fに着目すべきといえます。つまりビジネスを一定期間行って、増やしたカネの量

であり、まさに企業の最終成績です。企業はカネを増やしていく仕組ともいえ、営業C／Fがマイナスと

いうのは異常事態といえます。

②営業C／F＝投資額－財務C／F 営業C／Fがプラスであれば、企業がその増やしたカネを設備などに

投資して、明日の営業C／F増加のために使うべきといえます。そしてその投資額を越えて稼いだ分は、

ただ現金として持っているのではなく、当然のことながら、マイナスの財務C／F、つまり借入金の返済

にあてることになります。これが上の式の「－財務C／F」です。つまり稼いだカネよりも投資額が小さ

ければ借金は減っていきます。

(2)投資額

C／F基本式を変形すれば「投資額＝営業C／F＋財務C／F」です。つまり投資は企業自身のカネ（営

業C／F）と外部のカネ（財務C／F）でなされるということです。投資額は営業C／Fとの関係を次の比

率で見ます。

OCI（Operation Cash flow to Investment：営業C／F比率）＝
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View Point5のO2D（営業C／FとB／S上の設備額の比）が、過去に投資した設備がもたらす営業C／F

に着目しているのに対して、OCIは今期の投資額のうちどれ位を自分のカネでまかなっているかを示すも

のです。

OCIが1より大きい時はまだ投資余力がある（来期以降投資を増やす可能性が高い）と考えられます。

OCIが1より小さい時は、一部を借金（財務C／F）で投資したことを意味します。来期以降は投資を控え、

この設備投資が生む営業C／Fでその借金を返済していくと考えられます。

（3）財務C／F

C／Fの基本式を変形すると「財務C／F＝投資額－営業C／F」となり、上で述べたように投資額のうち

営業C／Fでまかなえないものを補うものといえます。ここでOCI同様にFCIを考えます。

FCI（Financing Cash flow to Investment：財務C／F比率）＝

投資額＝営業C／F＋財務C／Fですので、OCI＋FCI＝1となります。

FCIではその経年変化を見ます。FCIがマイナスや減少している時は営業C／Fで投資をまかない、借金

を返している状態です。

FCIがプラスで増加している時は財務C／Fの中身を見ていきます。財務C／Fは大きく「株主との部

分」（増資－配当）と、借入金、社債などの「外部借入れ」（借入れ－返済）に分けられます。そこで

FCIを2つに分解します。

投資額

／財務 FC
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EFCI（Equity FCI：株主C／F比率）＝

DFCI（Debt FCI：借入れC／F比率）＝

投資額

増資－配当

投資額

借入れ－返済

FCIの増加が、EFCI、DFCIのどちらによってもたらされているのかを見ます。EFCIであれば株主の

期待度が高く、上場企業であれば株価の上昇が期待できる時（本来なら株数が増えていくので株価がダウ

ンしてしまう。それを承知で増資しているというのは、この増資による投資で営業C／Fが増えると株主

が期待している）といえます。

DFCIであれば金融機関からの借入金と社債のどちらが中心かを見ます。前者であれば借入先に何らか

の担保を提供していることが多く、企業の持っている設備以外の投資資産（土地など）がベースとなって

いると考えられます。つまり投資資産によって生み出されたカネといえます。後者であれば「返済する自

信」（普通社債）、「株価が上がる自信」（転換社債）という経営者の意思の表れといえます。
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理論株価と市場株価のちがいは

次のどれかの予測値がちがう

・予測営業C／F （売上高、販管費、GMR）

・予測投資額（額、耐用年数）

・予測解散価値（予測資産、予測財務C／F）

・設定した割引率
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C／Fの2つ目の見方は「企業の価値」というテーマです。これはその企業が将来生み出すカネによって、

その価値を測ろうというものです。順を追って説明していきましょう。

（1）将来のカネ

「将来生み出すカネ」と「今のカネ」は価値が違います。「今日の100万円」と「1年後の100万円」な

ら、すべての人が「今日の100万円」の価値が高いと考えるでしょう。「今日の100万円」と「1年後の

200万円」なら多くの人は「1年後の200万円」でしょう。1年後を180万円なら160万円なら…とやってい

くと、どんな人にも「どちらも同じ」というラインがあると思います（人によってその額はちがいます

が）。

これが105万円の時（今日の100万円と同じ価値）、1年後の105万円の「現在価値」は100万円と考えま

す。そのうえで「1年後の210万円」はこの人にとって「今日の200万円」と考えます。つまり現在価値を

考える時の「比率」は一定と考えます。この比率のことを割引率（ディスカウント・レート）といいます。

「1年後105万円＝現在の100万円」では ＝1.05で、この0.05（5％）が割引率です。つまり1年後万円

万円

100

510

の105万円は
1.05

510 万円
＝現在の100万円と計算されます。1年後の210万円は ＝200万円となります。

1.05

210万円

21.05

510

）（

万円
2年後は1年後からさらに5％値引くと考え、2年後の105万円の現在価値は ≒95万円と考えます。

)05.1(
3

3年後は分母が となります。つまり年あたりの割引率は一定と考えます。
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（2）企業の価値

企業を解散して、清算（企業のすべての資産をカネに換え、負債を返す）すると、B／Sにある自己資

本の分（これを実際の財産という意味で純資産といいます）が残ります。もちろん時価法（売った場合の

値段）で資産を計算していなければなりません。この解散時の純資産を解散価値ともいいます。

企業はゴーイングコンサーン（事業を続けていくこと）であり、その事業によってカネを生んでいきま

す。つまり解散価値＝企業の価値とはいいがたいものがあります。しかし企業が永遠に増やしていくカネ

を積み上げたのでは、企業の価値は無限大となってしまいます。そこで次のようなステップで企業の現在

価値を計算します。

①対象期間を決める 何年分の事業によるカネの増加（つまり営業C／F）を考慮するかを決めます。5年

が一般的です。

②フリーC／Fを考える 対象期間のネットC／Fのうち、財務C／Fを除いたもの、つまりフリーC／Fを

予測します。何度も述べたようにフリーC／Fは「営業C／F（処分後利益＋減価償却費でOK）－投資

額」です。

いろいろなやり方が考えられますが、ビューイメージにあるようなフローが一般的です。ここで大切な

ことは5年後のフリーC／Fを「あてる」ことよりも、どういう「やり方」で予測したかが大切です。予測

結果に興味を持たず、「やり方」に着目することです。人によって予測結果に差が出るのは当然ですが、

この時どちらの結果があたりそうかではなく、どのやり方を取るべきかを話し合うことです。

③5年後の解散価値 5年後のB／Sを予測して5年後の解散価値を考えます。つまり5年後にすべての資産

を売り、すべての負債を返すと考えます。5年後にその分カネが増えるので、5年後のフリーC／Fに足し

上げます。ここでも大切なことは予測した｢やり方｣です。
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④割引 この5年間のフリーC／Fは将来のものですから、割引を行います。割引率は「企業価値を考え

る人」が決定します。したがってその見るスタンスによって異なります。例えば、機関投資家（プロの

投資家）であれば期待投資収益率（100万円の現金が1年後にはどれくらいになっていて欲しいか）を、

一般投資家（一般大衆）であれば期待投資収益率や他の金融商品（預金、社債など）の利子率（この企

業に投資するか、他の金融商品を買うか）を、買収を考えているなら資本コスト率（買収するのに集め

るカネの利子率）などを使うことが考えられます。

⑤企業価値 こうして割引いたC／FをDCF（ディスカウントC／F）といいます。5年間のDCFを積み上

げたものを「企業の現在価値」といいます。

V=
( ) ( ) ( ) ( ) ( )5
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V：企業の現在価値 r：割引率

F1～F5：5年間のフリーC／F

I5：5年後の解算価値（マイナスの投資額つまりプラスの投資C／F）

（3）株価

上場企業の株は証券市場で、(2)のような「価値」を細かく分けてやりとりしているとも考えられます。

したがって上の企業価値を発行済株数で割れば、「企業を見る」側が考えた「企業価値」にもとづく株

価が算出されます。これを理論株価といいます。

理論株価＝
発行済株数

企業の現在価値
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この理論株価と「現在の証券市場での株価」を比較すれば、買い頃、売り頃などがわかるといえます。

また逆に現在の市場株価に発行済株数をかけると、現在証券市場が見ている企業価値（株式時価総額と

表現される）がわかるといえます。これを(2)の現在価値と比較すると、自らの企業の見方と市場の見方の

ギャップをとらえることができます。このギャップを生む原因はワンポイントアドバイスにある項目のど

れかがちがうと考えられます。
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従来の安全性指標が使えない理由与信の構造

・流動比率（高いほど安全性が高い）＝

⇒在庫や売上債権が増えると流動比率が
高くなってしまう。

・固定比率（低いほど安全性が高い）＝

流動資産

流動負債

現金も売上債権も在庫も一緒

買入債務も短期借入金も一緒

固定資産

自己資本

「固定資産を自己資本で買う」
というのは買う前に考えること

買う前はその固定資産が計上
されていない
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C／Fの見方の最後が与信です。与信とは「信用を与える」という意味で、「貸したカネが返ってくる
か」を貸す方や貸した方から見るものです。
企業は払うべき時に払うカネが手元になくなった状態になると、一般にこれを倒産といいます。倒産状

態になると、カネを貸している人が企業に殺到して収拾がつかなくなるので、いくつかの法律によって特
殊な手続きをとります。例えば破産(企業を清算して貸している人がカネを分け合う)、再生(民事再生法、
会社更生法などで借金の整理をして生まれ変わる)などです。
企業が倒産すると、ここにカネを貸した人は大損害ですし、株主も株券が紙くずになったり、取引先も

困ります。この与信は、企業のネガティブな見方の中ではもっとも大切なものといえます。「つぶれない
か」です。
会社が倒産する時のパターンは2つです。1つは今日払うべきカネ(「手形」などの支払）がなくなってし

まうものです。2つ目はカネを借りている金融機関などから見離されたときです。これは「もうこれから
先、貸し続けても到底返ってこないから、倒産でも何でもして結着つけよう」というものです。
前者を短期与信、後者を長期与信といいます。

（1）短期与信
企業において支払の多くは月末です。したがって支払に対する現金不足によって倒産するケースでは、

ほとんどが月末です。
企業の外部にいて、リアルタイムに月々の支払状況をとらえるのは難しいといえます。そこで次の3つ

の点に着目します。
①NPM（Net cash flow Per Month：月当たりネットC／F） 月あたりでキャッシュイン（入ってくる
カネ）とキャッシュアウト（出ていくカネ）の差、つまり月別のネットC／FをNPMといいます。NPM

は外部からはとらえづらいので次のような式でざっと推定します。
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NPM=
支払期間

＋
ロー年間営業キャッシュフ CTF

12

ここでCTFはView Point6で述べたようにB／Sにある買入債務から売上債権を引いたものです。

ざっといえば営業C／FとCTFの和の分だけ支払いに余裕があるといえます。前期の決算書を見てNPM

がマイナスの場合は、論理的にはこの先資金が不足（ショートと表現する）していくことになります。

またNPMが小さいとこれを超える資金事故（取引先からの入金がないなど）には耐えられないことも考

えられます。

②買入債務、売上債権の標準偏差 買入債務および売上債権自身が短期与信に大きな影響を与えること

はわかると思うのですが、その実額を見ても与信はわかりづらいといえます。ここではそのブレをベン

チマークと比較するのが基本です。このブレを表すものが標準偏差です。標準偏差とはその数字が平均

値から「平均してどれ位離れているか」を計算するものです。例えば11、9、8、12の平均値は10で、15、

5、3、17の平均値も10です。この時前者の方がブレが小さく、標準偏差は小さくなります。標準偏差は

エクセルなどの表計算ソフトで簡単に計算できます。

買入債務、売上債権について標準偏差を見ます。月次の残高推移がわかればGoodですが、わからない

場合は四半期でも、半年でも、1年ごとでもOKです。なるべく多くの数字を集めます。買入債務、売上

債権とも標準偏差が小さければ①のNPMを使えますが、大きい時は要注意です。

・買入債務の標準偏差が大 カネのある時は払い、ない時は少し待ってもらうという融通の効く支払状

況の時はこうなります。したがって取引先の融通が効かなくなると危険です。
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・売上債権の標準偏差が大 無理な売上や雑な資金回収の企業によく見られます。もちろんこの企業は

ちょっとした資金事故にも弱いといえます。さらにこの値自身が上昇傾向にある時はさらに危険です。

いわゆる不良債権（貸し倒れが起こる可能性が高いもの）が増加している状況といえます。

③IR 在庫は利益計算に表れませんが、短期与信と長期与信の中間位の指標と考えることができます。

View Point6で述べたIRの増加は資金繰りをボディーブローのようにじわじわ圧迫します。これによっ

て買入債務が増大して資金繰りを圧迫し、ロス、値引きなどによって営業C／Fを落とします。IRの増

加は与信上でも黄信号です。

（2）長期与信

与信をしても（つまりカネを貸して大丈夫と思っても）、その後何らかの理由で信用が無くなり、貸

し倒れが発生する（カネが返せなくなる。これを信用リスクという）ことがあります。この貸し倒れが

発生した時にどうするかは、一般的にはカネを貸借するときに貸す側と借り側であらかじめ決めておき

ます。これを担保といいます。担保には土地などを抵当（返してくれない時は貸し手がその財産を没収

する。ただしそれまでは事業にその財産を使うことができる。）としたり、保証人（返さなかった時に

払う人を決めておく）などが立てられます。

これを理解した上で、長期与信は次のような視点から見ます。

①メインバンク 金融機関からの借金の多くは抵当などの担保を入れます。つまり返せなくなっても金

融機関は担保で回収しますので、借金は基本的にはずっと借り続けていくものといえます（金融機関は

カネを貸して金利を取るのが商売で、返してもらっても仕方がない）。

企業もそのつもりですので、前にも述べたように突然「返してくれ」といわれたら多くの企業は倒産

してしまいます。もちろん倒産しても金融機関には何の幸せもないので、企業ごとにメインバンクと
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呼ばれる金融機関がつき、他の銀行が「返してくれ」といったら、原則としてその返すカネを貸してく

れます。そのためメインバンクが金融機関を代表して、その企業の与信を行います。

逆にいえばメインバンクが「返してくれ。その企業が倒産してでも結着つけよう」と言えば企業は倒
産します。メインバンクがそんなことを言うのはかなりイレギュラーなケースです。これには２つの場
合があります。
１つはメインバンクが外的要因でそうせざるを得なくなった時です。これに用いられたのがView

Point9のDCFです。もう1つはメインバンク自身の意思決定です。多くの場合担保にその問題が起因し
ています。
②DCF メインバンクと企業の関係は運命共同体的なものであり、外から見るとわかりづらいといえま
す。特に株価を競う証券市場に上場している企業において、銀行が過度にバックアップするのはアン
フェアだという意見が出てきました。「実質的には倒産した企業も銀行が支えているのではないか」
「つぶれるべきものがつぶれず、銀行が目に見えない手を使って特定の企業を助けると証券市場の株取
引が適正でなくなる」「銀行自身も本当は返せなくなった企業からも、返してもらうことにしておいて、
良い業績にしているのでは。つぶれる企業はつぶして銀行もこれによって損をして、本当の業績を見せ
ろ」という意見がバブル崩壊後に出てきました。いわゆる不良債権処理というものです。これを受け政
府は実質的に自らのコントロール下にある銀行に対して、大口融資先については返済計画を作るよう指
示しました。そしてその返済計画にDCFを使うこととしました。
期間を定め（基本は5年間）、その期間内に生むフリーC／Fで返済することとし、これを利子率など

で割引くというものです。これで返せないものは返ってこないものとして、銀行に損失を出させるとい
うものです。こうなるとその融資先に対して、銀行も「返せ」と言った方が手っ取り早いので、決着を
つけることとしました。こうしてバブルの結着をつけるという形で多くの企業が倒産（その後再生して
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いる企業も多いが）となっていきました。

この考えは今も続いています。5年間のDCFで返せないほどの借金のある企業は要注意といえます。そし

て自らこれに気づいた企業は土地、株、建物など資産を売却する形で借金を返済しています。

また金融機関以外からの借入れ（多くの場合社債）については、このDCFが基本です。このバランスが

崩れていると金融機関の意思ではなく、返済期限によって上と同じ状態をもたらします。

③担保

・抵当 抵当については、借入れしている金額よりその物件の価値がどんどん下がっていくと、金融機関

に「今、結着をつけようか」というインセンティブが働きます。つまり借入金と抵当物件の価値のバラン

スですが、なかなかこれを外から考えるのは困難です。上場企業は有報などで担保資産と記載しています

が、その時価の推定、そして時価がわかったとしても、果たして金融機関の手でこれが売れるのかといっ

たことを考えるのは難しいといえます。さらにここでは金融機関の意思（つぶすか、残すか）のようなも

のが左右します。

B／Sから見て明らかに抵当による借入金がある企業（土地、有価証券を持ち、それに相当する借入金、

特に長期借入金がある企業）については、借入金の増減を見ます。借入金が増加している企業は金融機関

が「余力あり」として、つまり与信をして貸付けたことになり、ある意味では安心ともいえます。

一方借入金が減少している企業は営業C／Fの動きを見ます。営業C／F以上に借入金を減らしており、

それが増資以外のC／F（つまり財務C／Fがマイナス）による企業は、資産を売るなどして（プラスの投

資C／F）返済していることになり、要注意です。

・保証人 その企業の借入金を誰が保証しているかよりも、その企業が他企業の保証人になっているかど

うかを見ます。
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上場企業では「保証債務」（他の企業の保証人になっている借金）としての記載があります。これにつ

いてはその企業にその分の資金余裕（手持ち現金、NPMなど）があるかを見ます。

非上場企業については、これはわからないことが多いといえます。特に手形の裏書（支払義務のない手

形の保証人となる）などは倒産の大きな要因といえます。この場合は業界内の慣習をベースに推測し、

資金余裕があり、多少の事故（つまり保証すること）には対応可能かを考えるしかありません。



業績・レーダーチャート
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１

３

５

平均

商品収益力

投
資

意
欲短

期
人的効率

項目 計算法

収益

商品収益力
当社ＧＭＲ

ベンチマークＧＭＲ

付加価値力
当社ＮＡＶ

ベンチマークＮＡＶ

投資
投資意欲

当期Ｏ２Ｄ

前期Ｏ２Ｄ

投資余力 ＯＣＩ×３

効率

人的効率
当社ＰＮＡＶ

ベンチマークＰＮＡＶ

商品効率
ベンチマークＩＲ

当社ＩＲ

安全性

短期
「ＮＰＭ正、ＣＴＦ正は５」 「ＮＰＭ正、ＣＴＦ負は３」

「ＮＰＭ負、ＣＴＦ負は２」 「ＮＰＭ負、ＣＴＦ正は１」

長期
前期ＴＢＴ

今期ＴＢＴ

×３

×３

×３

×３

×３

×３
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COLUMN：なぜ銀行はカネがあるのに元気がないのか

バブルの崩壊は日本企業を直撃した。値上がりを続けた土地、株式を持っていた企業はいきなりの値下

がりに、これを売らずして損益を悪化させてしまう。固定資産評価損である。企業は資産を売ってもいな

いのに、営業状況が変わってもいないのに、利益だけが悪化していく。一方、土地、株式を担保にカネを

貸した銀行は担保価値の急落に身動きがとれない。ここで金融庁は不良債権処理と称して倒産してもいな

いのに、返済してもらえそうもない企業に貸している分を「貸倒引当しろ」と迫る。そして金融機関のP

／LそしてB／Sはみるみる無残なものになっていく。ここでも実体は何も変わっていないのにルール変更

で決算書だけが悪化する。

バブルの崩壊はデフレ（物価の下落）を招き、企業は販売価格の下落に伴い、売上高を減少させていく。

当然のことながら、材料、部品などの購入単価も落ち、さらに人件費ダウン（リストラ、派遣の利用）に

より、利益だけはキープしていく。こうして企業はシュリンクモードを迎え、構造調整が進められていく。

そしてここに来て景気は回復し、企業業績も安定してきた。しかし多くの企業にはバブル後遺症が残っ

ている。利益は回復し、営業キャッシュフローが増加しているのにそれを投資に回そうとしない。投資に

よって減価償却費を生み、利益を傷つけるのが恐ろしいのである。数少ない設備投資も、すぐにコストダ

ウンによる利益上昇が見込める中国などの海外投資へと向かう。

キャッシュリッチとなった企業の目は「減価償却費を生まないタイプの固定資産」へと行く。従来なら

このときのターゲットは土地となるのだが、バブルの後遺症で手を出せない。そして目をつけるのが株式

である。しかも証券市場のギャンブル株式でなく、経営権つきの株式である。つまりM&Aである。他社

を吸収、買収することでシェアを拡大し、競争力をつけ、競争環境を緩和し、さらにはM&A準備のため

の持株会社化がブームとなる。このM&Aゲームで証券市場の株価は上がり、競争緩和で商品価格は下げ

止まり、デフレは止まる。
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COLUMN：なぜ銀行はカネがあるのに元気がないのか

一方、銀行は回収不能のはずだった企業が「再生」し、戻し益が生まれ空前の黒字決算を迎える。しか

し上場企業は銀行借入れでなく、高株価につられ増資でキャッシュフローを得る。そしてこのカネは設備

投資よりもバブルの時の「貸しはがし」をトラウマとして、借入れの返済へと走り、銀行は空前のカネあ

まり現象となる。そして銀行の客は、唯一のマイナスキャッシュフローを持ち、借金王といえる「国家」

となる。今や銀行は国債を支える大スポンサーとなっている。

好決算でも利益悪化を恐れて給与にも回さず、設備投資もせず、M&Aゲームをくり返す企業、そして銀

行で行き場のなくなったカネ。どこへ行く日本！



・ガバナンスはステークホルダーのパワーバランスとして見る
・上場するタイミングとライフサイクルでガバナンスの変化を見る
・特定企業の株の持分割合で株主の意思を見る
・企業の親子関係はスピンアウト、新規事業開発、買収の3つに分けて見る
・合併、経営統合では株式交換比率と発行済株式数でそのバランスを見る
・取締役はランキング、人数、トップ年代・出身、チェック機関を見る
・執行役員制では取締役との兼任状況を見る
・持株会社はその設立目的を見る
・CSR、PRはガバナンスタイプで決まる
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第２章：ガバナンスの見方

どこを見るのか



View Point11:コーポレート・ガバナンスはパワーバランス

ワンポイントアドバイスビューイメージ

66

トップガバナンスの関心事

・株主・・・株価、配当

・経営者・・・戦略、シェア

・従業員・・・ビジネスモデル、給与

・取引先・・・利益

・金融機関・・・設備投資

・社会・・・企業イメージ
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コーポレート・ガバナンスとは「企業統治」と訳されるもので、一般的には「企業は誰のものか、誰が

支配しているか」というテーマ、話題を総称して言います。本書ではこれを企業（特に株式会社）におけ

る「ステークホルダーのパワーバランスを見る」という意味で使います。株主、経営者、従業員、社会、

金融機関、取引先などのステークホルダー（企業によって利益を受ける人たち）が、当該企業においてど

のような力関係を持っているかを考えるものです。

法的には株式会社の設立時点では、出資者である株主がすべてのガバナンス（支配権）を持っています。

そして時間的、能力的に経営（業務執行も含めて）を実行できない株主は、取締役という経営者に委任し

ます。この委任において、株主は企業の所有権（他の人に売ったり、換金したり…）は保留し、かつ経営

実行による「もうけ」の配分権（配当）を得ます。こうして株主は経営者選任権、所有権、配当権という

3つの基本的ガバナンスを持つことになります。

しかし経営者が従業員を集め、これと一体化し、事業を拡大していくと、経営者と一体化した従業員抜

きには企業としての体をなさない状態となります。ここで大きくパワーバランスは変化します。さらに事

業を行うには従業員の他に顧客などの取引先、メインバンクなどの金融機関、そして地域社会などの協力

なしには成り立たなくなり、このパワーバランスはさらに複雑な関係を示してきます。近年のライブドア、

楽天、阪神電鉄、北越製紙などの買収案件を見ても、株主が絶対的なガバナンスを握っていないことは明

らかです。

コーポレート・ガバナンスでは次の3つのポイントを見ます。

・トップガバナンス ガバナンスはステークホルダーの間にいつの間にか生まれた関係であり、秩序と

いってもよいものです。そしてこの秩序は意見の優先度（誰の意見が優先されるか）、そして意思決定

（その意見を実行する）という形で表われます。ここで見るのはこの秩序のトップに立つのは「誰か」と
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いうことであり、その企業において最終的には誰の意見が通るかというものです。

・安定度 コーポレート・ガバナンスはパワーバランスであり、さまざまな要因で変化します。業績、

株価、法規制、ライバルとの力関係…といったものです。ガバナンスがこれらの要因に対して変化しや

すいかどうかが2つ目のポイントです。日本全体で見ると、バブル期は安定していたのですが、バブル崩

壊後ガバナンスの変化は大きくなっています。

・トレンド どんなにガバナンスが安定していても、動かないということはありません。そして多くの

企業は一定の方向に動いていきます。日本全体でいえば、バブル崩壊後、一旦は株主ガバナンスに大き

く動きましたが、ライブドア事件などを通して、ややその反動（反株主へ）も出ています。

またコーポレート・ガバナンスは次のような企業の要素に影響を与えます。

・業績 先ほど述べたように業績はガバナンスの安定度に大きな影響を与えます。業績が良ければ安定

度は増し、悪化すれば変化の兆候を示します。逆に見れば、ガバナンスによって業績が変わるという思

いがステークホルダーにあると言えます。

・株価 上場企業の株価は「株主の権利」の売買価格といえます。つまり論理的にはガバナンス・バラ

ンスで株主の力が強い時、株価は上がるといえます。

・法規制 ガバナンス・トレンドの社会的なコンセンサスが法を動かすといえます。株主重視の社会的

ムードは株主重視の法を作るといえます。

・経営モデル、ビジネスモデル ガバナンスによって経営およびビジネスのやり方は変わります。一般

に株主重視・取引先志向の企業は利益志向に、経営者・従業員にガバナンスがあると売上、シェア志向

になることが多いといえます。
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・組織 ガバナンスの変化は直接的に組織構造に影響を与えるだけでなく、組織内のムードにも大きな

影響を与えます。従業員重視の会社で「がんばれば社長になれる」というタイプと、経営者が外から

やってくるタイプでは、企業のムードが違うのはわかると思います。

以降はこのコーポレート・ガバナンスの状況を外部からどのようにとらえ、どう見ていくかを考えま

す。
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株価の上がる企業

・成長期にあって資金需要が旺盛

・ガバナンスを企業内から証券市場、社会へと

移す企業

・マネーゲームをしている企業

（落ち方も激しい）
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コーポレート・ガバナンスという観点から見ると、上場企業と非上場企業は全くといってよいほどそ

の見方は異なります。

（1）上場企業

上場企業はView Pointポイント2で述べた企業ライフサイクル上のどの時期に上場したかによって、そ

のガバナンスは異なります。

①創業期に上場 ベンチャー向け市場の登場により、企業が誕生して間もない時期での上場も可能と

なっています。多くは創業メンバー（創業者という1人の時も多い）の「アイデア」（ビジネスモデル、

商品など）をベースとして上場するものであり、成長期に向けての資金需要に証券市場が応える形で急

拡大していきます。事業拡大し、株価が急上昇していき、さらなる増資をくり返しても、創業メンバー

の持株比率をそれほど落とすことはありません。したがって創業メンバーはガバナンスをキープします。

例えば1株5万円（額面という。当初発行した金額）で1000株発行（資本金5000万円、創業者100％持

株）で、証券市場において1株50万円（時価発行という）で5000万円（100株）集めると、資金量は同じ

なのに株の比率は10：1です。上場により、ガバナンスへの影響を小さくした株を発行できることになり

ます。

当初のアイデアによる事業は資金が豊富なため一気に成長し、すぐに安定期に入ります。しかし証券市

場からはまだまだ資金が得られると考え、今度は自らのアイデアではなく、他社を買収するという形で

事業を拡大し、何とか創業メンバーのガバナンスを保ちながら、成長期を長く続けようとします。

このガバナンスモデルも永遠というわけにはいかず、いつか訪れる安定期での資金需要では株価は動か

ず、創業メンバーの持株比率は落ち、次第にそのガバナンスは証券市場へと移っていきます。
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証券市場へガバナンスが移ると、証券市場のルール（証券取引法）がこの企業をコントロールし、株価

がその経営目標となります。ここで株価が下がれば必然的に経営者が交代し、従業員の中から証券市場

を向いた経営者が生まれたり、その企業自身が売却されたり、といったことが起きます。

②成長期に上場 特定の商品、ビジネスモデルが成功することがわかり、成長を続けている中で上場す

るものです。この成長パワーに証券市場のカネが流れていくものであり、本来あるべき姿ともいえます。

上場時には創業メンバーの中からマネジメントのプロといえる経営者がはっきりと生まれ、組織として

ある程度の体をなした状態にあることが多いといえます。成長することがほとんどわかっており、見方

を変えると先が見えているので、証券市場としてもギャンブル性が低く、①よりも株価の乱高下は少な

いといえます。比較的長く成長期は続き、その中で増資を繰り返し、いつの間にかそのガバナンスは証

券市場へと移ります。いつの日か増資を終えて安定期に入り、①の最後と同じ状態になります。成長期

と安定期の境は増資の状況を見ればはっきりとわかります。

③安定期に上場 成長が止まっているのに上場するものです。この時は再度の成長ではなく、社会的地

位の向上、企業ブランドの向上、借入金返済の資金を証券市場に求めるといったことが目的となってい

ます。上場後も何らかの形で安定株主（株価が上がっても基本的にはその株を売らない）がいて、ガバ

ナンスも経営者、そして従業員にあることが多いといえます。上場によって証券市場にガバナンスが移

行するのではなく、株主に一般投資家が増え、安定株主のガバナンス度は落ち、相対的に経営者、従業

員のガバナンス度を高め、一流企業としての格などを身につけることになります。

当然のことながら株価は業績のわりに上がらず、増資による資金獲得も思うようにはなりません。ま

た安定株主に何らかの変化（株主である企業の業績が落ちるなど）が生まれ、買収の可能性が出てくる

と、株価が安いため、ガバナンスの一大変化の危機を迎えます。バブル崩壊後の株主企業の変化で、
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このリスクはかなり高まりました。安定期に上場して、ほとんど増資せず、株価低迷している老舗大企

業の多くは、今ガバナンスピンチを迎えています。

（2）非上場企業

非上場企業は次の4つのタイプに分かれます。

①上場目的の企業 上場するために生まれた、あるいは現在の経営目標が「上場」となっている企業です。

IT、介護、人材派遣など成長分野で多く見られます。株主、経営者たちにガバナンスの確保といった意識

はなく、「上場企業を作る」という夢に向かって走っています。ベンチャーキャピタル、大企業などがイ

ンキュベーター（卵のふ化器のこと、企業を育てることを業としている企業）になっていることも多く、

上場時の株式高騰によるもうけを期待しています。少しきついいい方をすると、これがまさにマネーゲー

ムであり、「成り金」と批判されているものです。上場後は多くの場合(１)の①のパターンを進んでいき、

どこでゲームオーバーとなるかがポイントです。

②上場予備軍 頃合いを見計らって、自社のアイデア、商品、ビジネスモデルなどのリソースに証券市場

での投資を求めるものです。証券市場のコンディション（株価の全体状況)にタイミングが合うと、急成

長します。株主、経営者のガバナンスの確保、あるいは放棄の心がけは十分できています。比較的成長期

が長く続き、安定期になっても変わらぬガバナンスを保ち続けます。

③上場できない中小企業 株式市場とは無縁の、日本に数多く存在する中小企業であり、ガバナンスは

オーナー社長にあります。しかし工場など設備投資型の企業では、その資金を借入金に頼らざるを得ず、

実質的なガバナンスを金融機関が握っていることも多いといえます。
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④上場しない大企業 大手上場企業と比べても遜色ない規模、業績を持ちながら、あえて上場しない大

企業もあります。タイプは２つあります。１つは公的、社会的な企業であり、証券市場の投資家という

特定の人のガバナンスを避けるものです。｢官から民へ｣の波の中で、電力会社、NTT、JRなどが上場し、

次第に減っています。もう１つは何らかの手段で資金確保ができており、あえて証券市場からカネを得

て、リスクを背負う必要のない企業です。多くの場合、創業者などのオーナーが絶対的なガバナンスを

持っています。
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各ガバナンスタイプの経営者

・オーナー経営者型
⇒オーナー社長

・子会社型
⇒親会社の落下傘社長

・従業員キャリアアップ型
⇒従業員キャリアアップ社長

・持ち合い型
⇒従業員キャリアアップ社長 or 

グループ金融機関などの天下り社長

・取引先型
⇒従業員キャリアアップ社長

・M&A型
⇒株主構成トップの企業の落下傘社長
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株主構成（その企業の株を誰が持っているか）を見ると、コーポレート・ガバナンスの状態が読み取れ

ます。株主の権利行使は株主総会であり、ここではビューイメージ上図のように２種類の決議がなされま

す。また上場企業の株主側の企業から見れば、証券取引法によって多くの制約を受けます。例えば特定企

業の株を20％以上持っていると、連結決算の対象となります。さらに5％を越える株式を取得した企業は、

その保有目的（経営を支配、投資…）などを大量保有報告書として公開しなければなりません。上場企業

の株主構成は、大株主（株を多く持っている人、企業）については有報にその記載があります。

この株主構成によって、次のようなガバナンスタイプに分かれます。

①オーナー経営者型 非上場企業ではもっともポピュラーなものです。オーナーやその親族が株の大半を

持ち、すべてのガバナンスを持っています。

上場企業であれば、筆頭株主がオーナー一族（オーナーの個人会社で持っていることも多い）になって

いるものです。しかしオーナーは個人であり、上場企業の増資に合わせて持株比率分だけカネを出してい

くというわけにもいかなくなり、成長とともに次第にオーナーの持株比率は下がっていきます。またオー

ナーの死亡などにより、相続を経ると、相続税のために株を売却せざるを得ないことも多く、一気にその

割合が下がります。

上場企業でオーナー一族が50％を確保していたら、オーナー（ほとんどの場合社長などのトップに立っ

ている）が所有権だけでなく経営においても絶対的なガバナンスを持っているといえます。30％～50％

未満の時はView Point下図の拒否権というよりも、未だガバナンスを持っている状態です。株主総会には

株主が全員出席するわけではないので、平時には(買収騒ぎなどの緊急事態を除き)オーナーが完全な経営

権を持ち、取締役といえども経営にはあまりタッチできないことが多いといえます。このガバナンスが変

わるのは、多くの場合何らかのトラブル（社会的不祥事が多い）が起きた時です。
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10～20％台ではオーナー一族から経営者を出しているが、徐々にオーナー色を落としていっていること

が多く、次第に後で述べる従業員キャリアアップ型へと変身していきます。

②親会社型 筆頭株主（持株割合がもっとも高い株主）が大企業で、多くの場合その会社の社名に｢大企

業の社名の一部｣が入っているものです。日立製作所であれば「日立××」という子会社で、親会社を含

めて日立グループと表現されます。非上場企業では親会社が100％の株式保有が普通です。上場企業でも

親会社が50％を超える株を持ち、完全な経営権を持っているものも多く、残りの株主(というより投資家)

は株価以外に興味がないか、後で述べる「株式の持ち合い」のように、何らかの仕事上の付き合いで株を

持っているのが普通です。

親会社の持株割合が30～40％台でも、オーナー型の時と同様に経営権を掌握しているといえます。親会

社持株割合20％台というのは、経営権がないのに親会社（この場合は法的には親会社、子会社といわず

関係会社、関連会社という）の連結対象となっている状態であり、やや中途半端な状態です。この場合は

まさに20％を切ろうとしているか(売りの最中か)、あるいは何らかの形（他の企業と共同で株を持ってい

る)で実質的には経営権を持っているか、複数の企業で経営権を分け合ったりしていることが普通です。

また上場企業の株を、親会社が2／3を超えて持っているのはどちらかといえば異常です。このとき投

資家は絶対的な所有権を持っている株主がいる企業の株を買うこととなり、むしろその親会社に投資する

ほうがノーマルといえます。これはいずれ完全子会社化（持分を100％）するか、持株割合を下げる(売

る)と考えるのが普通です。
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③従業員キャリアアップ型 筆頭株主が1桁台の持株割合で、大株主のほとんどが銀行などの金融機関や

投資信託などの機関投資家の場合です。証券市場の多数の投資家が株主となっています。はるか昔に上場

した老舗大企業に多く見られます。実質的なガバナンスは現経営陣にあり、証券市場の監視の下、経営が

進められています。ほとんどの場合、経営者は従業員がキャリアアップしてなっていくものであり、従業

員がガバナンスする会社といえます。

M&Aの対象となったり、社会的不祥事でも起こさないかぎり、このガバナンスは安泰です。証券取引法

などの市場ルールや投資家の意識(利益重視、キャッシュフロー重視…)の変化は、経営に極めて大きな影

響を与えます。

④持ち合い型 一見純粋な従業員キャリアアップ型に見えるのですが、実際はグループ経営を行っており、

このグループがガバナンスを持っているものです。

戦前に持株会社（企業の株を保有してその企業のガバナンスを持つことだけが目的の会社のこと）に

よってコンツェルン（持株会社のもとにできた異業種の企業グループ）を築いた財閥グループ企業は、戦

後アメリカによってこれを解体されました。しかし各企業の株をグループ内の企業で互いに少しずつ持つ

こと（「持ち合い」という）で、銀行を中核とした企業グループを作り、独立経営ながらビジネスでは互

いに関係し合うという不思議なガバナンススタイルを築きました。三菱、三井、住友、芙蓉などのグルー

プがその代表です。しかしバブル崩壊による銀行の力の低下・合併、業績悪化のために持ち合い株の売却

で利益を出そうとする企業の出現などで、ゆっくりと崩壊しているグループが多いといえます。そしてそ

の結果として従業員キャリリアップの色を濃くしていっています。
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⑤取引先型 顧客、仕入先などの取引先が大株主となっているもので、親会社型（親会社が子会社を作

る）とは異なり、ある時期に資本参加という形で株主になったものです。オーナー経営者型、親会社型と

の折衷タイプも多いといえます。このタイプは持株割合にも増して、取引先のガバナンス度は高く、場合

によっては経営権、というよりも生殺与奪の権（仕事を出す、出さない）を持っていることも多いといえ

ます。つまりこの取引先なしではその企業が存在しえないという絶対的ガバナンスです。

⑥M＆A型 合併、分割など株主構成のダイナミックな変動によってガバナンスを大きく変えた企業です。

これについては次のView Point14で述べます。
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スピンアウトした会社の名前

・親会社名＋商品名

⇒新しい事業を開発してくれ

・親会社＋地域名

⇒転勤なしで地域の学生を雇用してくれ

・アルファベットで親会社の略称を入れる

⇒グループにいながら外販してくれ

・全く親会社名が入っていない

⇒いづれは独立独歩でやってくれ
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ある企業が別の企業のガバナンスを持っている状態(親子関係と表現される)について整理してみましょ

う。親子関係がスタートした状態によって、次の3つに分けることができます。

(1)スピンアウト

ある企業が行ってきた仕事の一部を、別の企業として分離させるもので、スピンアウトと表現されます。

スピンアウトにはビューイメージ上図のように分社型と分割型があります。

分社型はX社がB社の完全なガバナンスを持っているので、事業自体にほとんど変化はありません。つま

り何らかの事情で企業組織のスタイルを変えたものです（X社がB社の株を売ることもできますが）。一

方分割型は完全に2つの会社に割ってしまうことです。ここでは一旦は両社共通の株主を持ちますが、こ

の株主はB社の株だけを売ることもできます。つまりA社、B社は別々のガバナンスに進展していくはずで

す(というよりもそのための分割といえます)。

スピンアウトは分ける事業によって、大きく次の2つのパターンがあります。

①スタッフ機能のスピンアウト 会社の機能は本業(ラインと表現する)とそのサポート(スタッフ)に分か

れます。スタッフとは人事、総務、経理、ITといったものです。このスタッフ機能をスピンアウトするも

ので、ほとんどが分社型です。部門としてはIT、教育などの子会社化がその代表です。

これには3つの意味があります。1つは事業の拡大です。大企業などでIT、教育などをスタッフが実施し

ているうちに、そのメンバーがプロとして通用するノウハウを持ったので、これをサービス商品として事

業化し、他社にも販売するというものです。

2つ目は社内サービスの明確化です。IT、教育などのサービスを自社内で受けていると、そのコストの
割り当て額(ライン部門がスタッフのサービスに対し社内でカネを払う形を取ること。ライン部門にサー
ビスのコスト意識を持たせるために行う)、サービスレベル(外部からもっと良いサービスを受けられるの
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では)に関するライン側の不満が出ることも多いといえます。これを別会社にすることで、コスト負担で

はなく、従来のラインとスタッフが「サービス＆料金」という請負契約スタイルをとることができます。

3つ目はモチベーションです。IT部門、教育部門などは、そこにプロフェッショナルを必要とします。そ

のためライン部門がプレイヤー⇒リーダー⇒経営者とキャリアアップしていくのに対して、スタッフ部門

のキャリアアップは部門内のみで行われ、部門長止まりとなっていることも多く、今1つ元気が出ません。

IT会社を作れば、IT部門はラインとなり、その従業員は当然のことながら経営者までのキャリアアップが

期待できます。

②ライン機能のスピンアウト 次の2つのパターンがあります。

・垂直型 仕事の流れを上流と下流で垂直に切るものです。典型的なものがメーカーが生産部門（上流）

と販売部門（下流）に分けて別の会社にするというものです。これまでは分社型がほとんどであり、第3

章で述べるミッションに近い方が親となってきました。ミッションが「技術で生きる」なら生産会社が親、

販売会社が子となり、ミッションが「消費者の望むモノを、望む時に届ける」なら販売会社が親、生産会

社が子となることが多いといえます。

垂直型スピンアウトの目的には２つのことが考えられます。１つは各部門の業績の明確化です。｢作る｣

｢売る｣といったそれぞれの仕事の業績が、別会社とすることではっきりと見えてきます。もう１つはミッ

ションへの特化です。「作る会社」は「作る」ことにミッションを絞り、｢作る｣に徹し、「売る」ことは

子会社を含め｢売る｣プロに任せるということです。一方「売る会社」は「売ること」にミッションを絞り

…というものです。
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近年まれに見られる分割型はこれをさらに突き詰めたものです。分割型は先ほど述べたようにその会社

を完全に2つに割ってしまうことで、資本関係をなくし、「作る会社｣と｢売る会社｣にはっきり分けてしま

います。｢作る会社｣はどこへでも販売し、「売る会社」はどこからでも製品を買うことになります。

・水平型 企業内にある複数の事業を別会社とするものです。人材派遣会社がいつの間にか始めた介護
サービスを別会社にするといったものです。
水平型スピンアウトの分社型にはさまざまな目的が考えられますが、代表的なものが２つあります。１

つは勤務形態、給与などの組織ルールを分けるものです。明らかに異なる労働スタイル、給与体系をとら
ざるを得ない事業が社内にある場合にはよく行われます。
２つ目は上場する時です。株式上場においては、定款の中にある事業目的が大切となります。魚屋を事

業目的として上場するのであれば、｢魚屋がもうかる｣と思う人がこの会社に投資することになります。い
くら肉屋がもうかるからといって、ここに直接投資したカネが流れるのはアンフェアともいえます(それ
なら肉屋に投資していた)。だからといって総合販売業では投資家から見るとピントがボケて、魅力的な
投資対象企業にはなりません。ここで魚屋を前面に出し、肉屋を子会社にして、肉屋は魚と一緒に肉を販
売することで、｢魚屋の利益を得るため｣とするものです。もしさらに肉屋という事業にも証券市場に投資
を求めるなら、子会社の肉屋も上場するというものです。
分割型は分割した事業のうち、本業ではない部分を他社へ売ったり、他社と共同でやるための共同会社

の受け皿を作るというものが多いといえます。
(2)新規事業開発
新規事業を開発し、既存事業の衰退をカバーしたり、両事業のシナジーを得るために子会社を作るとい

うものです。社内でプロジェクトを組むなどしてやってもよいのですが、ライン機能の水平型分社と同じ
2つの目的(勤務形態、事業目的）で子会社を作ることが多いといえます。
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(3)買収

すでにある会社の株を過半数取得することで、子会社にするものです。次の2つのパターンがあります。

①敵対的買収 すでに発行されている会社の株を、経営者の意に反して(もちろん株主は合意しています

が)取得していくものです。ここでわかる通り、敵対的買収は、株主ではなく経営者がガバナンスを持っ

ている企業において、第3者が株を過半数取得することでそのガバナンスを得るものといえます。従業員

キャリアアップ型の多い日本での成功例はあまりありません。

買われる側の防御としてはもっとも簡単で確実なのが、株式譲渡制限(株式を取得するには取締役会、

つまり現経営陣の承認を得なければならないと定款に記すこと）です。2006年度からの会社法では、こ

の条項が付くか付かないかで、ガバナンスの法的ルールが変わることとなりました。

もちろん上場企業はこれを採用することはできません。上場企業にとっての安全策は、経営者自身、そ

の一族、仲間(現経営者と一体感を持っている人や企業)で過半数を持つか、持ち合うかです。しかしこれ

をやってしまうと、証券市場から得られるカネが半分以下（経営者や仲間を除くと）になってしまいます。

また買収という株価が上がるチャンスがないので、魅力に欠ける株となってしまいます(買収者が現れれ

ば株価は確実に上がります)。

一方、上場企業を買う側のつらさは、証券市場外で買う時はTOB(Take Over Bid：公開買付：買収す

ると宣言して買う)を強制されます。市場内で買っていくと当然のことながら株価が上がって買いづらく

なります。そこで内緒で少しずつ買っていこうと思っても5％を超えると大量所有報告書を提出して、そ

の意思を明らかにしなくてはなりません。そのため買っている最中に現経営者の反感を買い、猛烈な抵抗

にあってしまいます。
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②友好的買収 ガバナンスを持っているオーナーが、他人にその株をガバナンスごと売ったり、ガバナン

スを持っている経営者の了承のもとに、積極的に買収されるというものです。多くの場合ビューイメージ

下図のような株式交換という方法がとられます。この場合A社は上場企業で株主は不特定多数の投資家ま

たは持ち合いであり、ガバナンスはA社経営者が持っていることが多いといえます。無論B社のガバナン

スはA社経営者のものとなります。
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合併、統合と買収のちがい

・合併、統合は株主が増え、力が薄まり、相

対的に経営者のガバナンス度が高まる。

⇒しかし両社の経営者のガバナンス関係が難

しい

・買収では親会社が子会社をガバナンスする

だけで、親会社の株主、経営者のガバナンス

関係は変わらない。
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2つ以上の会社のガバナンスを統合させる方法として、合併と経営統合というものがあります。

(1)合併

A社とB社が合併する時、法的には新設合併（A社、B社を解散し、新C社を作る）と吸収合併(A社を残

し、B社を解散)がありますが、実際にはほとんどが後者です。

法的には上の2つに分かれるのですが、ガバナンスの面から考えると、対等合併と吸収合併に分けるこ

とができます。対等合併というのはA社とB社がまさに互いに対等の立場で１つになるものです。（この

場合でも法的には上の吸収合併のスタイルをとることがほとんどです。）ガバナンスでいう吸収合併とは

A社がB社のガバナンスを得るために、買収ではなく合併という手段をとるものです(A社がB社を吸収す

る場合でも諸般の事情により、一旦A社を解散し、B社と合併し、その後B社の社名をA社にするというこ

ともたまに行われます。本書では吸収合併の対語として新設合併ではなく対等合併を取ることとします）。

このため買収と吸収合併を合わせ、｢他社のガバナンスを得る｣という意味でM&A(Merge：合併、

Acquisition：買収)といいます。

対等合併と吸収合併は連続分布（｢完全対等｣と｢完全吸収｣の間にさまざまなパターンがある。「対等に

近い吸収」「ほとんど吸収同然」など）ですが、次のような点からこれを見ます。

①合併比率 合併の典型的なパターンで考えましょう。A社とB社が｢A社を存続会社｣として合併し、あ

わせてA社の社名をAB社に変えるとします。この時A社の株主は社名の変更だけです。B社の株主がB社1

株につき新AB社の株を何株もらうかを合併比率（株式交換比率と表現したほうが分かりやすい）といい

ます。もしこれが1：1なら対等合併なのでしょうか？

ビューイメージ上図を見てください。これでわかるとおり、発行済株数に大きく依存していることがわ
かると思います。
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一般にA社の株式交換比率が1：1、B社が1：aなら、実質的な合併比率は

a
B(A

B
      

BA

A


社）の発行済株数社＋

社発行済株数
：

社）の発行済株数社＋（

社発行済株数

＝A社発行済株数：B社発行済株数×a

となります。ビューイメージ上図の例では10：1の合併となります。

株式会社の合併比率は発行済株数を考慮して、DCF法（両社が今後生むC／Fで決める）、時価純資産

法（現在持っている純資産で決める）、市場株価法（現在の株価で決める）などがとられます。つまり、

A社、B社のDCF、時価純資産、市場株価の比と合併の比(上の10：1)が揃うようにします。

②社名 A社とB社が合併して社名をA社にすればほぼ吸収合併であり、AB社なら対等合併に近いといえ

ます。(ABかBAでもめることも多いようです。ABの時は何となくA社の方が上のような感じもします…)

③経営者 次の2点でA社、B社の力関係がわかります。

・トップ 元A社、元B社のトップが新AB社のどこにつくかです。元A社のトップが会長、元B社のトッ

プが社長なら対等に近いのでしょうが、まあA社の方が上のような気がします。元B社のトップが会長、

社長、CEO、COOのどれにもつかないなら、A社による吸収合併でしょう。

・取締役の数 「法的には」取締役会は多数決です。この人数比を見ると吸収度がわかります。両社が

ちょうど半分ずつなら会長(取締役会の長)をどちらが取るかでしょう。片方が過半数を持っていれば常に

多数決では勝てます（もちろん意見が分かれた時ですが）。近年では第三者の社外取締役を数多く入れて、

その対立色を薄めるのが普通です。
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(2)経営統合

合併とよく似たスタイルに｢経営統合｣というものがあります。A社とB社が共同で持株会社AB社を作り、

その持株会社のガバナンス下に入るというものです。それぞれの株主から見ると、AB社の株が一定の比

率(統合比率という)で手に入るものです。合併と同様にA社、B社それぞれの統合比率（株式交換比率）が

1：1だとすると、ビューイメージ下図のようになります。株主から見ると合併のケースとほとんど変わり

ません。

しかしガバナンス構造はいくつかの点で異なります。1つ目は(1)の合併の場合は、AB社という事業会社

（実際に業務をやっている会社）を株主が直接ガバナンスできます。しかし経営統合の場合、株主は持株

会社AB社をガバナンスすることができるだけで、事業会社であるA社、B社はAB社の経営者が株主とし

て(多くの場合A社、B社の経営者も兼ねて)ガバナンスすることになります。直接統治と間接統治では大ち

がいです。

2つ目は解消です。合併してからこれを解消するのは困難です。会社分割をすることになるのですが、

どこでその線を引くのかが極めて難しいといえます。経営統合では持株会社AB社がA社かB社の株を他社

に売却すれば、これで統合解消です。逆にいえば合併は解消しないことを誓い合うものといえます。

3つ目は経営統合では持株会社AB社がA社、B社の100％株主ということです。したがって事業会社A社､

B社の定款変更（社名変更や事業目的変更…）、分割、解散、合併などの株主総会の特別決議(株主はAB

社しかいない)がスムーズに行えます。これからも本当に一緒にやっていく気なら、その誓いとしてA社と

B社を合併することも簡単です。
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4つ目はさらなる経営統合です。持株会社が他社を買収（株を持つことが目的なので他社株式を取得す

る「買収」は本業）すれば、その会社を配下に置いて、A社、B社と同様のガバナンスを取ることができ

ます。

5つ目は経営統合の場合、A社とB社のさまざまなルール(組織、勤務形態、給与体系など…)をそのまま

にして統合できます。合併ではさすがに同じ会社で2つのルールというわけにはいきません。

持株会社が解禁となって、現在は合併よりもむしろ経営統合の方が増えています。合併する時でもまず

は統合からというケースも多くなっています。
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合併、統合と買収のちがい

・トップの年齢、取締役の数、ランキングの

深さ、企業の年齢には正の相関（片方が増

えると片方が増える）がある

・同一名称の役員(副社長、専務、常務、平

取）が2人以上いる時は、その中に必ず

リーダー（筆頭)がいる。リーダーはなっ

た日付が古い人である。

・社長の年齢が若い会社は自分の任期中に取

締役会の仕組をイノベーションする。
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株式会社のガバナンスの中核は、株主から委任を受けた取締役という経営者です。上場企業では有報に

ある「役員の状況」という項目でほとんどのことがわかります。このガバナンスは次の3つの角度から見

ていきます。

(１)取締役会の構造

①取締役の人数 取締役の人数は2006年の会社法からは１人以上でOKですが、従来の商法では３人以上

でした。取締役会は多数決による意思決定機関ですので、あまり多くの人がいても大変です。設立当初は

ほとんど少人数ですが、会社が大きくなるにつれ取締役の人数はどんどん増えていきます。これは企業が

大きくなることで取締役という経営の仕事が増えるというよりも、ポストとしての取締役を必要とするた

めです。つまり従業員の最後のキャリアステップとして取締役というポジションが位置づけられるように

なり、そのポジションに時とともに次々と従業員が入ってきます。

取締役の人数が増えるとそのガバナンスが分散していくのではなく、次に述べるランキングによって、

階層化し、社長、会長などトップのガバナンス度はかえって高まっていきます。

②取締役のランキング 見方は大体次のような感じです。

・社長－取締役 会社が生まれた時はこのパターンです。社長がすべての意思決定を行うワンマン経営で

す。社長はガバナンスの頂点に立ち、それ以外の取締役は業務担当（営業担当取締役、経理担当取締役

…）を持ちます。社長が自分の子息など後継者を決めると、この人に専務、副社長といった肩書きを与え

ます。

・社長－常務－平取（肩書きなき取締役） 次第に会社が大きくなってくると、各部門担当の取締役がど

んどん増えます。そして秩序を保つために階層化します。まずは各部門取締役の責任者として常務取締役

を作ります。営業担当常務、経理担当常務…といった感じです。
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・社長－専務－常務－平取 会社がさらに拡大して、社長が引退せず、長期に渡ったりすると、平取か
ら時間的関係で常務に昇格する人が増え、常務のキャリアアップポストが欲しくなります。そこで１ラ
ンク上に専務を作ります。
・社長－副社長－専務－常務－平取 専務の中から次期社長候補として副社長を作る所も出てきます。
しかしこれも時とともに副社長が何名も出て、いつの間にか上で述べた専務と同じ立場の人が副社長と
なってしまいます。
・会長 社長ポストが増えず、次第に組織(というよりも出世ゲーム)は行き詰ってきます。そこで社長は
思い切って自ら退き、その上に会長というポストを作り、そこに自らが就任します。次第に会長ポスト
も行き詰まり、下に副会長（！）や上に名誉顧問などを作ります。会長は多くの場合社内の経営よりも
対外的な活動（業界団体の理事など)を行います。
ランキングの深さを見ると、ガバナンスの時間的経過がよくわかります。

③代表取締役 代表取締役はその名前のとおり、会社の代表としての役割を果たします。代表というく
らいなので１人にするのがノーマルですが、法的には何名いてもかまいません。もちろん創業当時の会
社は１名が普通です。
会社が大きくなってくれば、いつの間にか取締役ランキングの中に組み込まれて、「代表権のある取締

役」と「ない取締役」という階層を生みます。代表取締役の上には何も作れませんので、横並びのよう
な感じとなりますが、内部の序列としては会長、社長、専務、などを使って、上下をはっきりさせます。
代表取締役が10名(！)もいて役割分担する所もあります。これを使って、合併の時は代表取締役を両社か
ら出せることになります。
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（2）取締役の配置

取締役になっている人を見ると企業のガバナンス体質がよくわかります。

①年齢 これには2つの見方があります。１つは社長などトップの年齢です。従業員の一般的定年として

は60歳あたりが1つの境です。50代のトップなら｢若い会社｣、60代前半なら「普通」、60代後半～なら

｢ベテラン重視｣「伝統的企業」といえます。

もう1つは団塊の世代（1947～49年生まれ）です。彼らは常に会社の仕組を変えてきたといえます。彼

らが取締役に入り出した会社はView Point18で述べるようなガバナンスの変革中か、これから変革を起

こす可能性が高いといえます。彼らが常務クラスの主流であれば次のトップマネジメントを大きく変え

ていくはずです。彼らがすでにトップについている場合は、すでに変革が終わっているか、終わりつつ

あります。

②出身 トップや取締役がどこから出ているかで、そのガバナンス構造がよくわかります。（有報には

取締役会の略歴が載っています）

・株主がトップ 創業型企業に多く、株主兼経営者が絶対的ガバナンスを持っています。

・親会社からトップ 当然のことながら、株主である親会社にガバナンスがあります。経営者の目は株

主に向かっています。

・トップだけではなく取締役全員が親会社から これはもうガバナンスというよりも親会社と完全に一

体化している企業であり、何らかの事情で分社していると考えたほうがよいと思います。外から見れば

この親子会社は1つの会社です。逆に親会社からの取締役が減少している会社は、いよいよ自立する手前

と見ることができます。
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・トップおよび取締役のほとんどが従業員出身 キャリアステップの最後に取締役、社長があるもので、

まさに従業員（よくプロパーと表現します）にそのガバナンスがあるといえます。さらにトップがどの

部門から出ているかで、そのコアコンピタンス（その企業の中核となるもの）やミッションがわかりま

す。人事部門から出ていれば「人」がそのコアであり、販売部門からなら「マーケティング」、企画部

門からなら「統制」がその会社のテーマと考えられます。

・いろいろな会社出身の人がいる M&Aをくり返したか、ある時期急成長して経営者不足でヘッドハン
ティングしたと考えられます。
・金融機関からトップ 借入金依存の企業で、かつ一度ピンチを迎えた企業に多いといえます。

（3）チェック機関
取締役のチェック機関としては監査役、社外取締役、外部経営委員会などがあります。

①監査役 誰が監査役かでそのガバナンスがよくわかります。
・元取締役 当社の元取締役が監査役になるというものです。ガバナンスが経営者にある場合です。日
本ではもっとも多いパターンです。もちろん監査機能は働きません。むしろ先輩経営者としての助言、
サポート的な役割といえます。
・社外監査役 大企業には会社法で社外監査役（就任前にその会社、子会社の取締役、従業員でないこ
と）の設置を要求しています。親会社など目に見える大株主がいる場合はそこから派遣されますが、そ
れ以外の場合は、取引先、株の持ち合い先、中立的な立場の人（弁護士など）を選んでいます。この選
び方にもガバナンスが現われます。
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②社外取締役 社外監査役同様に当社の従業員でない人、なかった人を取締役にするものです。現行では

委員会設置会社（View Point18参照）を除いて、法的には社外取締役の設置義務はありません。あえて設

置する会社には2つのパターンがあります。1つは株主側がガバナンス機能を担保するために、株主の代表

者を取締役会に出席させるものです。もう1つは上場企業などで経営者にガバナンスがあり、経営者が一

般投資家などへ経営、事業活動の透明度を高めるために、有識者などを社外取締役として入れるというも

のです。2つのパターンの識別は社外取締役の出身を見ればわかります。

③経営監視委員会 法的なバックボーンはありませんが、有識者などによって経営を監視する機関を作る

ものです。社会のガバナンス度が高い企業ほどこれを設置します。公的な業務を行っている株式会社や、

過去に社会に対する事故、トラブルを起こした企業（社会がもう一度NOといえばなくなってしまう企

業）などがその代表です。稀に株主などが特別な事情で作ることもあります。
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経営者ガバナンス

⇒上場しない。しても50％は知り合いで持つ。

⇒金融機関から借金しない。カネが欲しい時

は社債にする。

⇒取引先は偏らず、広く多数にする。

ガバナンスするには

⇒ディスクローズはしなくなる。

⇒ホームページは顧客と従業員のために作

られる。

⇒利益よりも売上を求めるようになる。

ガバナンスをキープすると
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ここで株主構成、経営者構成以外でコーポレート・ガバナンスを見るポイントを整理しておきましょう。

①資本構成 View Point7で述べたように、各ステークホルダーのパワーバランスは資本比率でとらえる

ことができます。TBT（借入金比率）が高ければ、ガバナンスは金融機関の比率が高く、その証しとして

金融機関が株を持ったり、取締役、監査役を派遣したり、場合によっては救済と称して経営トップそのも

のをとることもあります。経営者はこのガバナンスを拒否するために、上場、社債といったファイナンス

に走るともいえます。

上場してSCT（資本金比率）を高めると、株主の声は高まります。しかし大株主にせず、株主の数を多

くしていけば一人当たりの声は小さくなります。そのため株式分割（株の単位を小さくして、個人投資家

にも買いやすくする）をしたり、さまざまなプレミアム（株主優待。プロの機関投資家はこれでは動かな

い）、ディスクローズ（素人にもわかりやすい会社にする）などにより、個人投資家の株式取得を希望し

ます。

そして経営者がもっとも望んでいるのが、時間はかかるのですがRET（利益比率）を高めることです。

事業に企業自身のカネを用いることで、企業自身が支配するというものです。この弱点は法的なバック

ボーンがないことです。そのためこれをどんどん高め、企業価値が高まっているのに株主への還元が弱い

（株価が低い、配当がない）と、「買収者に株を売る」という形で反乱が起き、法的手段で株主のガバナ

ンスを取り返されるリスクを抱えます。

②ホームページ ホームページにも経営者の「ガバナンスへの思い」がよく表れます。個人投資家を増や
し、逆に大株主のガバナンス度を低くしたい企業はホームページのIR（Investors Relations：投資家との
関係を良好にする活動）部分に力を入れます。ここでのIRは素人にもわかりやすく、かつ情報照会の操作
性が高いものとなります。その企業のIR部分のホームページを使ってみると、その使いやすさで
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「気持ち」がよくわかります。
大株主がガバナンスを持ち、経営者がそのために株価を意識すると、ホームページのIR部分は中期計画、

ビジョンなどの機関投資家（株価へ与える影響大）などプロ向けの資料が中心となります。
経営者がガバナンスを完全に掌握し、株主よりも業績が気になると、ホームページはIRよりも消費者な

どの顧客へのアプローチが前面に出ます。特に従業員キャリアアップ型ガバナンスでは、顧客と合わせて
人材採用にも力を入れたホームページとなります。ホームページでは先輩社員の声、教育体系の充実、働
く楽しさなどがアピールされます。
③有報 ホームページでのIR同様に、上場企業が作る有報を見てもガバナンスはわかります。従業員キャ
リアアップ型経営者が完全にガバナンスを持っていると、極めてわかりづらい報告書となります。ディス
クローズすることでライバル企業にもその情報を知られてしまうことを恐れているからです。
一方証券市場が完全にガバナンスを持っている企業の有報は、極めてわかりやすく、すべてのことを公

開しようという「意気込み」さえも感じられます。
老舗大企業（前者）とITベンチャー（後者）の有報を比較してみるとよくわかります。

④株主総会 株主総会の日時などからもガバナンスはわかります。東証、大証の一部に上場している企業
の80％は3月決算です。株主総会は90日以内に開催すればよいので、6月末までのいずれかの日にやれば
よいことになります。投資家の株主は複数企業の株を持っていることが多く、同じ日に株主総会を実施さ
れると同時に出ることはできません。しかし多くの企業は6月の最終週の同じ日に株主総会を開催してき
ました。これがピークであった1995年には、何と3月決算の企業の90％が同じ日に行っていました。
このタイプの企業の株主総会はいわゆるしゃんしゃん総会（始まったと思ったらあっという間に手を

しゃんしゃんして終わらせる）でした。完全に経営者にガバナンスがあるタイプといえます。近年はこの
集中度は「徐々に」下がっており、さらに株主総会が「しゃんしゃん」ではなく、株主として本当の決議
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を行うようになってきています（経営者側の株主総会への提案が否決される事も増えています）。上場

企業のガバナンスは徐々に証券市場、株主、投資家へと向かっている傾向にあるといえます。

⑤付加価値分配 View Point4で述べた付加価値の分配率にパワーバランスは表れます。SS（株主）、ES

（従業員）、CS（企業）は本来各々一定比率のはずです。SSが増加している企業は株主のガバナンスが

強くなっており、また株主が将来よりも今すぐに配当を求めているともいえ、この株主ガバナンスが他者

へ移る（持っている株を売る）兆候ともいえます。

ES（経営者への分配も含めて）がベンチマークに比べ高い企業は、従業員キャリアアップ型の経営ガバ

ナンスを持っており、平時には安定しています。しかし上場企業では株主の反乱により買収といった形で、

一気にバランスが崩れる危険もあります。逆にESがベンチマークよりも低い企業は、オーナー、親会社

などの株主ガバナンスが強いといえますが、社内のムードアップのために次第に上がっていくのが普通で

す。

CSが上昇している企業は経営者が強いガバナンスを持っていることが多いといえます。ここで業績が落

ちると株主からの抵抗が大きくなり、CSを下げ（利益を取り崩し）、株主へ還元し、一気に競争力を

失っていくことも多いといえます。

⑥顧客構成 顧客が企業であり、特定の取引先の売上の含める割合が高いと、実質的なガバナンス機能が

その取引先に移ってしまうことも多いといえます。典型的な例がメーカーの「親－下請」のような関係で

す。この場合はリスク回避（取引がなくなること）のため、下請会社が資本や取締役（天下りと表現され

る）を取引先から受け入れたりして、そのガバナンスを明らかにすることが多いといえます。代理店、特

約店（特別な販売契約を結ぶこと）、フランチャイズ契約などもこのカテゴリーにあるといえます。
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新旧肩書き

（旧） （新）

社長の上に会長
がいる会社

⇒ 会長＝CEO、社長＝COO

⇒ 会長が取締役会のリーダー（代表取締役）、

社長が執行役員（執行役）のリーダー

（社長執行役員、代表執行役）

会長がいない
会社

⇒ 社長＝CEO兼COO

代表取締役が複
数いる会社

⇒ 代表取締役のトップがCEO、2番目がCOO
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View Point18、19ではガバナンスの変革について述べます。本項では企業内ガバナンスの変革を、

View Point19では企業間ガバナンスの変革について述べます。共に証券市場からの要求による変革であ

り、対象はほとんどが上場企業およびその子会社です。

バブル崩壊によって株価は急落し、プロ、アマを問わずバブル時に大もうけした多くの日本人投資家た

ちが、証券市場から去っていきました。代わって日本企業の実力を評価し、バブル崩壊後の株価に割安感

を感じたアメリカを中心とする外国人投資家が、次々と日本の証券市場へと参入してきました。

彼ら外国人投資家は、日本の上場企業が従業員キャリアアップ型の経営者ガバナンスを取っていること

を知り、その改革を要求しました。コーポレート・ガバナンスは法的にははっきりと「株主にある」はず

だ。これをはっきりと宣言しろというものです。特に株主による経営者選任という絶対的ガバナンスを

もっと明確にせよというものです。ここではその主張と日本側の上場大企業の対応について考えてみます。

(1)アメリカ型ガバナンス

外国人投資家が日本へ導入して欲しいアメリカ型ガバナンスは、ビューイメージ上図のようなものです。

株主が株主総会で取締役を選び、彼らが取締役会を構成し、この会長（chairman：議長のほうが良い日

本語訳と思いますが…）を選びます。つまり取締役会のリーダーです。

取締役は経営、業務執行を行わず、これを行うものとして執行役員を選びます。さらに執行役員の中か

らCEOというリーダーを選びます。その上でCEOを中心とした執行役員が経営、業務執行を行い、取締

役会はこれを監視（経営ではよく使う言葉ですが、なかなかぴったりの表現です）します。

アメリカでは会長とCEOを兼ねることが多く（経営監視の面からやや問題となっています）、この場合、

CEOの下に経営ではなく、業務執行のリーダーとしてCOO(Chief Operating Officer)を選びます。
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このガバナンスはまさに資本主義をベースとしています。資本主義は「カネ、設備を持つ資本家（そ

ういう意味でオーナーと表現する）が労働者を雇う」というパラダイムです。資本家の集まりである株

主総会が、労働者の監視役としての取締役と、労働者のリーダーとしての執行役員を選ぶというもので

す。

一方日本ではカネと設備だけでなく、自身の労働力をも提供する「雇い主」が、仲間を集めて仕事を

するという経営家族主義がそのパラダイムであり、アメリカ型資本主義とは相容れないものを持ってき

たといえます。

(2)委員会設置会社

外国人投資家がイニシアチブを持つ証券市場では、このアメリカ型ガバナンスにもとづく法改正を日

本に求めてきました。閉鎖経済、島国日本もグローバル化（というよりもアメリカ化）せよというもの

です。2003年日本ではこのガバナンスをバックボーンとする会社スタイルが商法によって作られました。

これが委員会等設置会社であり、大企業の株式会社を対象として、株主による絶対的なコーポレート・

ガバナンスを受け入れるものです。この会社は同じ「株式会社」と名はつくのですが、従来のものとは

まったくといってよいほど異なるガバナンスを要求するものです。2006年の会社法ではこれを委員会設

置会社（等がとれた）として、大会社だけでなくすべての株式会社を対象として、定款に定めればこれ

に移行できるものとしました。

ここでのガバナンスはView Point中図のようなものです。株主総会で選任される取締役は取締役会を
構成し、主に経営メンバーの選任と監督を行います。取締役会には指名委員会（株主総会へ出す取締役
候補案の決定）、監査委員会（取締役、執行役のチェック）、報酬委員会（取締役、執行役の報酬を決
める）が置かれ、各委員会は取締役3名以上で構成されます（ただし過半数は社外取締役）。取締役会は
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業務執行を担当する者として執行役、そのリーダーとしての代表執行役（一般会社の代表取締役にあた

る）を選びます。

まさにアメリカ型ガバナンスの実現といえます。

(3)新日本型ガバナンス

一部の上場大企業はこの委員会設置会社へ移行済ですが、多くの上場企業はまだためらっている状況で

す。そしてその折衷案とも、過渡的措置ともいえる「執行役員制」という新しいガバナンススタイルを

取り始めています。

従来の日本型ガバナンスでは取締役も従業員のキャリアアップの1つであり、経営（といっても経営と

いう仕事の定義は難しいのですが、ここでは「方針を決める」などの意思決定と考えます）というより

も「業務の遂行」（決められた方針どおりに仕事をする）を担う取締役の方が多かったといえます。

経営の意思決定は常務会（常務以上が出席）、経営会議（常務も業務遂行をしていると専務以上、副社

長以上、さらには代表取締役が大勢いる所はその人たちが出席）といった機関でなされてきたのが実際

の姿です。

この従来の取締役が行っていた2つの仕事をはっきりと分け、取締役は「経営の意思決定」のみとし、

業務遂行する従業員のリーダーは執行役員とするものです。しかし執行役員といっても、取締役とは異

なり会社法に定められるものではなく、委員会設置会社の執行役（会社法で定められている）とも全く

異なるものです。

執行役員導入が大企業で相次いでいる理由は次のようなものと考えられます。
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・取締役のポスト不足 高度成長期、バブル期を通して業務拡大を続けてきた日本企業は、これに合わ

せる形で取締役の人数をどんどん増やしてきました。しかし、業績の拡大が止まる一方で団塊の世代が

取締役適齢期となり、そのポストが不足してきました。彼らが部長適齢期の時に専門部長、担当部長と

いった部下なき部長を作ったのと同様に、取締役の下に執行役員というポスト（というよりも感覚的に

は従来の取締役を執行役員とよび、その上のポストとして新しい取締役があるというイメージ）という

ものです。ポストの需要と供給の関係がもたらしたものといえます。

・取締役の責任 取締役は本来は株主から委任を受けた者であり、経営結果に対してすべての取締役は
連帯して責任を取るのが「法の精神」です。近年になって法の精神に則り、株主代表訴訟（会社が損害
を負ったことに対して、特定の株主が会社を代表して、取締役個人を損害賠償で訴えるもの）の多発、
不祥事に対するマスコミの経営責任追及（取締役も法的には経営者なのだから責任を取れ）が続きまし
た。
これを受け本当に経営者と呼べる人だけを取締役とし、その責を担うこととし、業務担当を持った平取

締役（営業担当取締役など）は執行役員として、業務遂行部門の長にしようとするものです。しかし
××長では降格のイメージがあるので、執行役員の「役員」というフレーズの響きを求めたといえます。
・株主、証券市場からの声 取締役は法的には株主から委任を受けた者です。そのため株主の構成比に
よって、その受任者の人数比が決まると考えてもよいものです。60％株主と40％株主がいたら、その比
でそれぞれ3人、2人の取締役を出すべきと考えるものです。筆頭株主でも持株比率5％という上場企業は
証券市場、というよりも社会の代表者が取締役に就任すべきといえます。その取締役は業務執行よりも
株主の意向を反映して、その執行適任者の選定、および株主に代わってその執行を監視すべきといえま
す。この法的なそして正論ともいえる「声」が強くなったことがそのトリガーといえます。
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日本では執行役員制度をここ2～3年で取り入れた企業が多く、未だ手さぐりの状態といえます。そのた

め取締役と執行役員の兼任が目立っています。この傾向は次第に消えていく（そうでなければ導入した意

味がないと思います）と考えられます。

しかし「肩書き社会日本」では、執行役員へもランキングをつけます。上席執行役員、常務執行役員、

専務執行役員、社長執行役員（！）、代表執行役員（代表取締役が兼ねている）…です。

執行役員制はガバナンス改革というよりも現在の日本的ガバナンスを適確に反映したシステムといえま

す。
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持株会社のタイプ
持株会社化

・経営統合型⇒共通の親会社を持つ

・事業再編型⇒事業の多角化混乱による子会

社の整理

・M&A型⇒買収を専門に行う会社を持株会社

として作る

・分割型⇒NTTのように何からの形で分割し

なくてはならなくなった

・証券市場型⇒証券会社のように証券市場の

ルールに即応する
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親子関係という企業間ガバナンスは、時とともに次のような問題を抱えることになりました。

①どれが本業か View Point14で述べたように、上場企業は定款に定められた事業目的（いわゆる本

業）を遂行するために、証券市場から資金を得るとも考えられます。つまり本業以外の事業にはこの資

金を使うべきではないとも考えられます。

一方複数の事業を同一組織体で行うことにより、本業にもシナジーを与えることが多いことも事実です。

また証券市場からのカネではなく、企業自らの手で生み出したカネ（内部留保）で新たな事業体として

子会社を作って、本業とは別の事業をやることまでは制限されないとも考えられます。

こうした背景の下、多くの上場企業は本業以外の子会社を数多く持っています。しかし事業の多角化

が進んでいく中で、一体何が本業で、何が副業かわからなくなり、親会社よりも子会社トータルの方が

売上高、従業員数などの事業規模が大きくなってしまう所も現れてきました。

これを受け証券取引法では連結決算（親子を1つの会社として見る）を重視するようになりました。し

かし有報上では決算書は確かに連結されていますが、事業などの状況は提出会社（親会社）を中心とし

て、子会社は「親会社との関係」という形で記載されているものがほとんどです。そのため投資家から

見ると「やっていることがよくわからない企業グループ」というイメージを持たれてきました。わかり

づらければ株価が上がらないのも当然で、巨大企業グループなどは親子合わせた本来の実力ほどには証

券市場で評価されず、長い間株価が低迷していました。

②事業重複 親会社の事業領域を拡大していくケースでは必ずしも子会社化せず、定款変更などで対応

していくこともあります。この時、損益計算をはっきりさせることなどを目的として事業部制を取りま

す。そして意思決定のスピードアップのためにこれを社内カンパニー制として完全な独立採算制とし、

あたかも子会社のようになっていくものも生まれてきます。さらにこのカンパニーがシナジーを求めて
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独自の子会社を持つようになり、企業グループ全体としては事業領域がかえって重複し、混乱するように

なってきました。この典型的な例がビューイメージに挙げた電気メーカーです。彼らは長期に渡って急拡

大し、多種多様な商品・サービスを開発し、組織をその度に変えてきました。

③M&A 事業多角化ではなく、他社の買収によって急拡大していったITベンチャーなどの新興企業も同

じような悩みを抱えていました。ここではグループとしての本業、副業という概念さえもなく、特定の事

業会社のガバナンスを別の事業会社が握ったというものです。またこの手の新興企業は買収資金も証券市

場から調達することが多いのが特徴です。市場から調達したカネで、市場において別の会社の株を買い、

複数の事業を行い、…と進めていくと、カネの流れが今1つ見えづらくなってきました。この典型がソフ

トバンクやライブドアであり、これがライブドア事件の発端といえます。

④子会社の上場 さらに問題がややこしいのは子会社が上場している場合です。③のケースでは上場企業

を買収することも多く、①、②のケースでも市場からの資金調達のため子会社が上場するというケースも

数多くあります。こうなると次のような問題を抱えることになります。

・連結が複雑 子会社が上場する場合は、孫会社を抱えることが多く、連結が極めて複雑となります。

そしてますますわかりづらくなってしまいます。

・親子の重複 子会社が上場すると、その資金で事業を拡大します。子会社はある意味で親から独立した

ともいえ、親会社の事業領域と重なってしまうこともよく見られます。これは②のケースよりももっと重

複度は激しいといえます。親子が同一の顧客に営業に行くなど成長企業ではめずらしくありません。

・子会社の株主、投資家 子会社の株主や子会社へ投資しようかと考える人にとって、「親会社の意向」

（子会社の株を売る気なのか）がわからないと、極めて難しい株取引となってしまいます。難しければ実

力に見合った株価がつかないことも事実です。
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これらの問題点を持株会社を使って解決しようとする動きも現れています。ビューイメージの例（親会

社ABC電気と子会社ABCソフトが上場している）でいえば、次のような手続きを踏みます。

・ABC電気をABCホールディングに社名変更し、各事業部をABC家電、ABCコンピュータ、ABCネット

ワークとして分社化する。ABCホールディングは株式保有を事業目的とする純粋持株会社となる。

・ABCソフトの株主（ABC電気以外）に対して、ABCホールディングスとの株式交換を提案し、完全子

会社として、上場を廃止する。

・ABCホールディング配下の子会社、事業会社を会社分割、合併などの手法を使って事業再編する。

以上の持株会社化によりABCグループは次のようになります。

・持株会社がIR窓口 持株会社は証券市場に対するグループ全体の窓口となります。そのため、親子双方

で行ってきたIR、株価対策といった業務が効率化でき、かつカネの流れもすっきりします。

・ディスクローズ 従来親と子では異なっていたディスクローズ度の差がなくなります。持株会社は事業

を行っていないため、事業に関するディスクローズは当然のことながら、すべての事業子会社が等しく対

象となります。

・事業再編 グループ内の事業調整も持株会社が担当し、かつ事業の撤退、参入を事業会社の株式売買で

容易に行えるようになります。

・ガバナンス 持株会社がグループ全体の経営資源獲得（ヒト、モノ、カネなど）の経営意思決定を行い、

各事業会社が業務執行することになります。グループ全体としてみれば、委員会設置会社が目指した「経

営と業務執行の分離」も同時に行うことができます。

この動きを法的にも、連結納税（グループ全体で納税）、トラッキングストック（子会社の業績に連動

した株を発行）といった形でサポートしています。
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欲求5段階説企業版

・生の欲求（生きたい）
⇒ 企業が生きるか死ぬかの時にCSRなんて考えら
れない

・安全の欲求（ずっと生きたい）
⇒社会からの「退場宣告」だけは避けたい（公共責

任）

・所属・愛の欲求（愛されたい）
⇒ 社会に迷惑をかけずにいたい。社会から愛された

い（公共責任から公益責任へ）

・尊敬の欲求（尊敬されたい）
⇒社会から尊敬されたい
（公共責任から存在責任へ）

・自己実現の欲求（自己の能力を活かしたい）
⇒企業のミッションを大切にしたい（存在責任）
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ガバナンスが大きな影響を与えるものにCSR（Corporate Social Responsibility：企業が社会に担う責

任）があります。CSRは「企業は何のために存在し、どんな責任を負うのか」という「経営テーマ」を考

えることといえます。企業は次の3つの責任を担うべきといわれています。

・存在責任 企業は特定の機能を分担して社会の一員となり、存在し続ける責任がある

・公益責任 企業は社会利益へ貢献する責任がある

・公共責任 企業は社会に害を与えてはならない

このCSRを包含するものがPR(Public Relations：広報。社会との関係）です。PRとは企業がCSRとい

う責任を持ち、社会との良好な関係を作っていくにはどうすればよいかという「経営テーマ」を考えるこ

とです。このCSR、PRをガバナンスのタイプごとに見ていくことにします。

①社会型 組織上は明らかに従業員キャリアアップ型ガバナンスの体をなしているのですが、そもそも企

業の存在目的が社会のためにあるというものです。電力、ガス、鉄道、通信、航空、郵政、金融、マスコ

ミなどの社会基盤を支える企業であり、この機能喪失が社会に大きなダメージを与えるものです。まさに

企業の本線はCSRの存在責任、公益責任にあり、PRそのものが事業目的といえます。「官から民へ、競

争原理導入」の中で、このガバナンスが社会から経営者、従業員へと移っていく中で、CSRを見失うこと

も多いタイプといえます。CSRと自社利益というある意味でトレードオフの関係の中で、これをもっとも

悩んでいるタイプです。そして少しのCSR、PRのミスでも、マスコミに不祥事として叩かれ、企業存続

の危機、そこまでいかなくとも経営者のクビだけは確実に飛んでいくタイプです。

②証券市場型 これも従業員キャリアアップ型ガバナンスの一種ですが、証券市場が強い影響力を持って

いるものです。CSRの存在責任はライバル企業の存在で証券市場からはそれほど重視されず、公益責任が

強く求められます。自社の利益を上げ、それによって税金を払うことで公益責任を果たし、かつ利益アッ
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プが株価アップにつながるというパラダイムです。当然のことながらPRもIRがその中心です。公共責任

は証券市場におけるルール遵守が中心で、その違反はライブドアのように証券市場からの退場を要求され

ます。

しかし現在では株価は必ずしも利益と連動せず、市場内の思惑で動くようになり、マネーゲームだとし
て社会の批判を受けています。CSR、PRと株価の連動の理論的バックボーンを求めてさまよっている状
態です。
③従業員キャリアアップ型 ①、②以外の従業員キャリアアップ型の企業は成長期から安定期に入ってい
く中で、CSR、PRについて考え始めます。売上高の伸びが止まっていく中で、従業員の年功序列といっ
た秩序が崩れ、企業内のムードは下降気味となります。この時、経営者はイノベーションと称して変革を
訴えます。イノベーションの最大のポイントは秩序の回復です。秩序を取り戻すべく「企業は何のために
存在するのか」「自分たちは何のために働いているのか」といった問いへの答えを探し始めます。まずラ
イバルと戦うことが事業目的ではないことを社内で合意して、コンプライアンス（ルールを守る）を訴え、
第3章で述べる自らのミッションをよく考え、どんなCSRを果たすべきかを話し合います。従業員キャリ
アアップ型の大企業が安定期に入った時には必ず向かうベクトルであり、過去何回かCSR、PRのトレン
ドを生みました。しかし今回はバブル崩壊という大きなイベントがあったため、それを同時に回復した多
くの大企業が同じ道を歩んでいます。
これらの企業がCSR、PRについて考えていくと、最後に落ち着く先はプライドです。「この会社に勤

めて良かった」という思い、そしてまわりの人に「私は××社の人間だ」と自慢できるプライドを、売上
高、利益といった業績ではなく、CSRに求めようとします。
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④オーナー経営者型 ここでCSRを考えるのは次のようなケースです。

・環境対応 自社ビジネスが社会環境へ何らかの悪影響（大気、水質、騒音など）を与える可能性がある

時です。公共責任を強く意識し、PRで「環境へのやさしさ」を訴え、従業員に徹底します。CSRもPRも

「自社のブランド確保のため」と見ることができます。

・企業の格 企業は一定以上の利益を生むようになると、従業員キャリアアップ型がプライドを求めるの

と同様に、オーナー経営者が企業に「格」を求めるようになります。つまり社会におけるポジションであ

り、PRの一種です。人間が一定以上の年収を得て生活が安定すると、人格のようなものを強く意識する

ことと似ています。特にオーナー経営者は企業と本人が一体化しており、最後は必ず企業の格を求めます。

そしてCSR、PRを訴え、社会貢献するよう従業員に求め、自らの個人財産で社会貢献のための財団など

を作ります。

⑤親会社型（取引先型） 親会社がガバナンスを持っているタイプでのCSRは、2つのものがあります。1

つは④と同様に環境対応です。この場合は環境にどれ位のコストをかけるのか、それをどうやって親会社

である株主に説明するのかに悩みます。そして環境会計（企業が環境確保のためにかけた費用、かかる費

用とそれによる効果を金額で表現したもの）という不思議な会計処理を行います。これは②の証券市場型

でも見られます。②では公益責任を考えてギリギリのラインを求める公共責任的な対応が取られますが、

ここでは株主である親会社を見てそのラインを考えます。

2つ目が親会社の意向です。親会社が環境対応、企業の格などからCSR、PRについて考えたことを受け

て、グループ企業として対応するものです。

これらのことは親会社型の変形ともいえる取引先型でも全く同じ現象が見られます。
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⑥金融機関型 金融機関がガバナンスを持ち、「毎日が資金繰り」というタイプではCSRが話題に挙がる

ことはありません。戦争中にモラルがあまり求められないのと同じです。この戦争が終わり、売上が安定

し、借金返済のめどがついて、オーナー経営者型などへシフトした時、CSRを考え始めるといえます。
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１

３

５

平均

オーナー支配度

特
定
企
業
支
配
度公

共
支
配
度

取引先支配度

項目 計算法

ヒト

オーナー支配度 オーナー一族持株割合÷２０

従業員支配度
従業員出身取締役数

全取締役数

資本
特定企業支配度 トップ株主企業持株割合÷２０

証券市場支配度 （１００－上位株主５者株持割合）÷２０

外部
取引先支配度

トップ取引先の売上高

売上高

金融機関支配度 ＴＢＴ×５

社会

公共支配度
公共企業「５」、マスコミ・金融機関「４」、顧客が消費者「３」、
左記以外の上場企業「２」、左記以外の非上場企業「１」

企業グループ支配度
企業名にグループ名（三菱など）あり親会社なし「５」、同左で親会
社あり「４」、メインバンクがメガバンク1行「３」、それ以外「２」

×５

×５

※持株割合は％
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COLUMN：なぜ社長は社用車に乗っているのか

現代の上場企業のコーポレート・ガバナンスにおける本流は「株主スポンサー説」である。株主はカネ

を出し、経営者を選ぶ権利はなく、経営に少し注文をつけ、株価、配当でリターンを得る。そしてそのリ

ターンの権利を売買する場として証券市場を見る。企業の主たる構成要素は従業員そしてその代表者とし

ての経営者である。したがって敵対的買収は行うことが極めて難しく、いくら法的に可能にしても、従業

員の反対を受けては、買収する意味がなくなってしまう。株主は外部であり、企業内には従業員しか存在

しない。

株主とのガバナンス関係はこうして結着し、むしろ現代のガバナンスのテーマは企業内部にあるといっ

てよい。企業内部は労働法の想定している取締役という使用者と、企業と労働契約を結ぶ労働者という構

造にはなっていない。

ここには不思議なパワーメカニズムが働いて、階級制度のようなものが生まれる。現代大企業のガバナ

ンス構造は、トップ（社長、会長、代表取締役、CEO、COO…）、部門マネジャー（取締役、執行役員

などの肩書きを持つが、販売、生産、経理などの部門責任者）、マネジャー（プレイヤーへの指揮命令権

を持つ）、プレイヤーという4層構造をとる。そしてこの4層は上司－部下という関係で重なり合い、層を

上がっていくことで、権力だけでなくカネ、名誉もついて回る。

マネジャー、プレイヤーたちが満員電車でもまれて通勤するのに対して、社長は企業のお抱え運転手が

家に来て、飲み屋などプライベートゾーンなどへもこの社用車が行く。交際費枠を持ち、秘書を抱え…そ

して高額な所得を受け、場合によっては子会社へも天下り出来る。

しかしよく考えてみると、トップといえども実質的にはサラリーマンという従業員であり、株主のよう

に自らの金を出資して、リスクテイクしているわけではない。
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COLUMN：なぜ社長は社用車に乗っているのか

給与はどう考えても従業員同士のもうけの分配であり、トップ、部門マネジャー、マネジャー、プレイ

ヤーの順に給与が高いという理論的裏付けが見当たらない。分配の原理・原則は貢献度なのだろうが、ど

う考えてもつじつまが合わない。この分配ルールを支えているのは上下関係だけであり、言い方は悪いが、

権力があるから「自分の給与を大きくする」という構造である。

証券市場の発達と定着でオーナー型企業がどんどん減っていく中、オーナー型企業が作り出したこのガ

バナンス構造を、サラリーマン経営者型の企業は守っていけるのだろうか。落ち着く先は、ベースは変わ

らず、プレイヤー、マネジャー、部門マネジャー、トップという職種によって、固定給と変動給のバラン

スを変える（トップは経営成績に応じて給与をもらう、悪い時はゼロ、良い時は膨大な給与）というルー

ルだろう。このようにルールを変えるなら業績の落ち着いている今しかないが、果たしていくつの企業が

イノベーションできるのだろうか。



・ミッションの対象で企業のタイプがわかる
・ビジョンはディスクローズ、合ミッション性、期間、ライフサイクルを見る
・経営資源は形態別に競合優位性とパフォーマンスを見る
・戦略は商品志向からライバル志向、顧客志向へ向かう
・ライバル志向の企業はパワーかニッチかを見る
・顧客志向の企業は顧客満足度を数値化しているかどうかを見る
・経営計画は目標をMUST、WANT、MAYBEに分けて見る
・経営者は愛、信頼感、人材育成力を見る
・企業文化は企業内部よりも外から見るとよくわかる
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第３章：経営モデルの見方

どこを見るのか



View Point21:経営をフローとストックで見る

ワンポイントアドバイスビューイメージ
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経営の公式

・ミッション×経営者＝ビジョン

・ビジョン×経営資源＝組織+ビジネスモデル

・経営戦略+経営目標+評価モデル＝経営計画

・経営計画×実行＝業績

・業績÷経営目標=評価
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企業経営の仕組のことを経営モデルといいます。本章ではこの経営モデルの見方について考えていきます。

経営モデルはフローとストックの2つの面から見ることができます。フローとは「仕事の流れ」で見る

ことであり、一方ストックとはその「仕事の要素」で見ていくことをいいます。

経営モデルのストック要素としては次のようなものがあり、これらがビューイメージのようなフローを

通して、経営が行われていきます。

・ミッション（View Point22） ミッション（mission）とは企業の社会的使命（その企業が社会に何の

ために存在しているのか、どんな役割を果たしているか）、組織目的（企業として集まって仕事をする目

的）のことです。株主、経営者、従業員などの企業メンバーや社会といったステークホルダーの基本的合

意事項となります。そのためView Point20で述べたCSR（企業の社会的責任）と表裏をなすものといえま

す。ミッションは抽象的な短い文章やキーワードで表されることが多いといえます。

・経営者（View Point29） 企業内部において、ミッションを受け、経営の実行や業務執行の方針を決め、

経営資源を調達・配分し、ビジネス実行・業績の最終責任者となる経営主体です。

・ビジョン（View Point23） 経営者はミッションをどのように実行していくかを考え、そのあるべき姿、

そこまでへの基本的道筋を描き、ステークホルダーに伝えます。これがビジョン（vision：将来の見通し

という意味）です。

・経営資源（View Point24） 経営リソースともいわれるもので、ヒト、モノ、カネ、情報、ノウハウな

ど企業がビジネスを実行するために必要な要素をいいます。これらの獲得は経営者またはそのスタッフに

よってなされ、かつビジネスの実行によって自然と醸成されていきます。

・経営資源モデル（第4章、第5章） 経営資源は経営者によって配分され、それらの使い方、働き方が体

系化されます。この体系化されたものを経営資源モデルといいます。経営資源モデルは「ヒト」と
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「それ以外」に分かれ、前者を組織、後者をビジネスモデルといいます。これらの見方はそれぞれ第4章、

第5章で述べます。

・経営戦略（View Point25～27） ビジョン、経営資源モデルをベースとして、業務執行の基本的方向が

決められます。これらをどういうわけか戦争をイメージして経営戦略と呼びます。

・経営計画（View Point28） 経営戦略はさらに具体的な目標へと展開されます。目標設定、遂行、評価

には一般に予算システムという考え方が用いられます。このあたりからを経営計画といいます。経営計画

は期間によって長期（5～10年）、中期（3～5年）、年度計画（または半期計画）に分けられます。また

年度計画は組織の各部門が実行する計画となり、これを上位計画として各部門計画が作成されます。

・ビジネス実行、業績、評価（第1章） ビジネスは組織、ビジネスモデルによって実行され、業績とい

う結果が生まれます。そしてこれを経営者が評価し、ステークホルダーに報告します。この見方は第1章

で述べました。

これら経営フローは各企業とも同じようになされるのですが、上記の要素はさまざまな名称で表現され

ます。社訓、企業理念、経営理念、行動指針、アクションプラン、ビジネスシステム･･といったものです。

本書ではこれらをすべて上の用語で統一します。各企業を見る時は上の各要素の定義を見て、その企業の

要素をここにあてはめてみて下さい。

・企業文化（View Point30） 企業はビジネス実行によって業績以外の不思議な要素を生んでいきます。

それが企業文化です。ビジネスをやっていくうちに企業内に生まれた風土のようなものです。そしてこの

企業文化は経営に大きな影響を与えていきます。

本章では経営ストックをベースとして（つまり各要素別に）、フローを追ってその見方を考えていきま

す。



View Point22:ミッションはその対象を見る

ワンポイントアドバイスビューイメージ
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ミッションの表現ガバナンスタイプと典型的なミッションスタイル

ミッションをどのような言葉で表現している

か

・ミッション･･･経営を根本から見直した変革

企業に多い

・企業理念･･･もっとも多い。ホームページな

どを作る時に確認した企業に多い

・創業理念、創業者理念

･･･｢もう一度原点に帰ろう」

「ミッションを見直そう」

・社訓･･･「これをいつも考えていなさい」と

いうオーナーの思い

・なし･･･ミッションよりも業績第一
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ミッション、ビジョン、経営戦略、経営計画といった経営フロー上の主要素は、企業によってさまざま

な名前、区分、そしてスタイルで表現されています。企業を見る時大切なことは、経営フロー上でミッ

ションとビジョン以降の境をはっきりと意識して見ることです。

ミッションとは日本語でいえば「使命」であり、ビジョンは「将来の見通し」という訳がぴったりです。

こう訳せばわかるとおり、経営者から見るとミッションは「与えられたもの」であり、ビジョンは経営者

の「将来への思い」を表現したものです。

View Point21で述べたようにミッションは社会的使命、組織目的であり、それを果たすことが社会への

責任といえます。つまりCSRの中の第一テーマ「存在責任」を意味します。ミッションは株主、経営者、

従業員、社会などのすべてのステークホルダーが合意すべきものといえます。ミッションが「生活に楽し

さを」なら、その企業は楽しさをもたらすために生まれたものであり、楽しさをもたらすことによって存

在責任を果たすということです。ステークホルダー全員の合意であるミッションは、株主、経営者といえ

ども勝手に変えることはできず、その変更も全員の合意が必要となります。

一方ビジョンはそのミッションを果たすために、何をなしていくべきかという具体的方向を示すもので

す。ビジョンは企業の代表者として、経営者が他のステークスホルダーに対して宣言し、合意を得るもの

であり、経営戦略の原点、そして経営目標の根拠となるものです。

ミッションとビジョンの区別がはっきりしなかったり、そもそもビジョンしか存在しない企業もありま

す。これにはコーポレート・ガバナンスが強く影響しています。オーナー経営者型などガバナンスが経営

者に完全にある時は、社会、株主（自ら）との合意は不要であり、自らの所有する企業について主に従業

員に見通しを示せば良いことになります。
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これだけのことがわかれば企業が社会へ発表しているものをミッションとビジョンに分けることができ

ると思います。

上場企業では企業理念、経営理念（理念とは「基本的考え方」という意味）という表現をとることが多

いといえます。企業理念は多くの場合企業としての存在価値について述べており、ミッションにあたるも

のです。一方経営理念はまさに経営者の考え方であり、ビジョンといえます（経営者の頭が整理されてい

ないと企業理念といいながら、経営者の考え方、つまりビジョンを述べていることもあるので注意しま

しょう）。理念という言葉が重複するとわかりづらいので、企業理念とビジョンという2つで表現する企

業も多くあります。

創業理念、創業者理念という表現は企業の創業時の思いを大切にしようというもので、オーナー型企業

で2代目、3代目がトップとなった時に注目されることが多いミッションです。

社訓、社是という表現をとることもあります。社訓とは辞書によれば「その会社で働く社員の指針とし

て定めた理念、心構え」と書いてあります。英語ではmotto(モットー)と訳されます。経営者のガバナンス

が強い企業で、経営者が従業員に伝える「我社のモットー」といえます。ここでは企業の存在価値を述べ

ていることが多く、ミッションといえます。社是とはやはり辞書によれば「会社の経営上の方針」と書い

ており、まさにビジョンといえます。

ミッションについては次の4点を見ます。

(1)対象

ミッションが見ている対象としては次のようなものがあります。これでその企業が何を第一に考えてい

るかがわかります。もちろん複数のものを対象としていることもあります。
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・コアコンピタンス 経営資源の中で核となっているものを対象としている企業です。「ヒトがすべて」

「作る力」「技術」といったヒト、ノウハウなどに関するものが多いといえます。この場合顧客、商品よ

りも従業員第一と考えられ、ミッションは従業員を募集する旗（こういう仕事をやりたい人集まれ）とし

ての役割が第一といえます。

・商品 もっとストレートに「食品」「流通サービス」「情報ネットワーク」といった商品を表すキー

ワードが入っているものです。社会や証券市場に対して事業領域限定の誓い（これ以外の商品は仮にもう

かるとしてもやらない）であり、やはりこの商品に興味のある人を募集する旗となります。

・顧客 「お客様第一主義」「シルバー世代への提案」「中小企業のための…」など顧客がキーワードに

なっているものです。本来はビジョンで訴えるべきものといえます。経営者ガバナンス型の企業に多く、

その目は顧客と働いている従業員に向けられていて、経営者として従業員に対しライバルや商品ではなく、

顧客をしっかり見て欲しいというメッセージといえます。

・社会 「社会」｢人々｣といったキーワードが入っているものです。創業理念的ミッションであり、商品、

顧客よりもCSRを大切にしたいという思いです。ミッションを見直したり、イノベーションしたり、不祥

事が起きたりした時に、我が身を振り返って従業員へ徹底する時にはこのミッションを取ります。

ただしこれに地域、世界といった言葉が入るとややニュアンスが異なります。「地域社会」という言葉

が入ってくると「地域の協力がなければビジネスが成り立たない」（水などの資源活用…）「地域からの

雇用を期待する」といった思いが入っていることが多いといえます。世界、グローバルという言葉が入っ

ている時は、従業員のプライド（世界的企業）、外国人従業員雇用の旗、あるいは証券市場へのアピール

などさまざまな意味があります。
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(2)キーワード

対象以外にどんなキーワードが入っているかによって、企業のカラーのようなものがわかります。例え

ば次のようなものです。

・創造 その目は従業員に向かっており、「新しいものを作る」楽しさ、ムードを求めているといえます。

・変革、改革 ビジョン、戦略ではなくミッションに入っているのは少し奇異な感じもしますが（企業の

使命が「変える」というのは…）、思った以上にこれを掲げる企業が数多くあります。安定している企業

がピンチを迎えた時、新しいミッションとして打ち出していくことが多いといえます。

・貢献、奉仕 社会を対象としている場合によく見られるキーワードです。従業員のプライドの向上、企

業の社会的地位の向上、格を目指していることが多いといえます。

・特徴 商品やコアコンピタンスの特徴を表したものです。スピード、低価格、高機能などを表現したも

のが多いといえます。成長期の企業でマーケットへのアピールに使うような感じです。

(3)スタンス

どの角度から見ているかということです。「我々は～」というのは従業員を代表する経営者の宣言のよ

うなものであり、従業員キャリアアップ型ガバナンスによく見られます。「～に努める」「～でなければ

ならない」といった表現はオーナー型ガバナンスでよく見られ、秩序がはっきりしている企業が上から下

への伝達する印象を受けます。またこれらをはっきりさせずに、主語なしの体言止めのようなミッション

もあります。例えば「地域にやさしく」「健康とやすらぎを」といったものです。スタンスがはっきりし

ていないので、逆にどのような状況（経営から従業員、社会と従業員の関係など）でも使えます。
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(4)徹底

ミッションは多くの場合ホームページのトップに書いてあります。さらにこれをどれ位徹底しているか

で企業自身の気持のようなものが読み取れます。毎朝唱和したり、社歌を作り、社員手帳に書き、ポス

ターで貼り出し、社内報などで意味を訴え…。ミッションを本気で徹底させる時はそれをベースとして社

名さえも変えます。徹底を図るのはオーナー経営者型企業の成長期（がんばろう！）や大企業の変革期に

おいて、企業へのロイヤルティ(忠誠心)を求めている時が多いといえます。
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ミッションとビジョンの対象のちがい

・ミッションは社会や顧客で、ビジョンは商品
⇒本当のテーマは商品

・ミッションは社会で、ビジョンはコアコンピ
タンス

⇒安定期から変革期に向かう企業に多い
⇒自分の力がもっと生きるはず

・ミッションはコアコンピタンスで、ビジョン
は商品、顧客

⇒実力があるのに売上が伸びない

・ミッションは商品で、ビジョンは顧客
⇒商品さえ知ってもらえれば必ず伸びる
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ビジョンについては次のような点を見ます。

（1）構造

ビジョンは企業が進むべき方向を、経営者が考えるものです。このビジョンをベースとして経営戦略、

経営計画にブレークダウンしていきます。したがって、ビジョン、経営戦略、経営計画の境にははっきり

とした定義はありません。

しかしビジョンの見方ははっきりとこれを分けることです。ビジョンは従業員のみならず社会、顧客、

取引先、金融機関などすべてのステークホルダーに公表するものであり、経営戦略、経営計画のエッセン

スともいえます。本書では経営戦略、経営計画のうち「社会に公表するもの」をビジョンと定義します。

そう考えるとビジョンは社会、株主など外部ステークホルダーに経営者が約束する企業の目指すべき姿、

それを実現する目標、および目標にいかに到達していくかという道筋について、経営者の考えを外部に公

表したものといえます。このビジョンをより具体的にして、特に従業員の行動指針にまで落としたものが

経営戦略です。そしてこの経営戦略にしたがって進んでいった時、時間軸で見てどのように企業が変わっ

ていくかを予測したものが経営計画といえます。

したがって公表されるビジョンは経営理念（経営の基本的考え方）、展望（見通し）、経営計画、基本

方針、コーポレートメッセージ、行動指針といった複数のものから構成されることが多いといえます。た

だし経営戦略という表現は公表にはあまりなじまないので（戦争のやり方というイメージが強い）、社会

に公表されるビジョンにはほとんど用いられません。

（2）ディスクローズ度

ビジョンをどの部分まで社会へ公表するかによって、その企業の思いがよくわかります。創業期の企業

などでは一切公表しないこともあります。
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・数値目標のみ 「2010年に売上1000億」「業界トップシェア」など目標のみがディスクローズされて

いる企業です。成長期にありシェア第一主義で、かつView Point26で述べるライバル志向の企業に多く

見られます。目標を達成することが生きがいという経営者の思いが見えます。

・目指す姿のみ 数値目標が提示されず、目指す姿のみが提示されているものです。このケースでは一般

に目指す姿も抽象的で「人にやさしい、家族にやさしい、社会にやさしい企業をめざす」といった程度し

か公表しないものがほとんどです。多くの場合はライバル志向の企業で、その目標が公表できないケース

（「打倒××社」など）で見られます。企業内部でははっきりとした目標があり、ライバル企業との臨戦

態勢を取っており、企業内のムードは外部からは想像できないほど盛り上がっていることも多いといえま

す。

・目標＋目指す姿 「医薬品事業を経営の柱として、日本および東南アジアにおけるリーディングカンパ

ニーを目指します。目標利益は…」といったもので、単なる数値目標だけでなく、目指す姿もはっきりと

提示するものです。目標はほとんどが利益であり、この利益を目標とする根拠（「なぜそんなにもうける

のか」という反論に対する答え）を示し、当社の利益が社会に大きく貢献するという仮説を訴えています。

従業員に対してプライドを持って「利益を目標とせよ」という経営者の思いがよく見えます。

・目標＋目指す姿＋道筋 さらにその目指す姿までのプロセスをも公開するタイプです「健康をキーワー

ドとして食品、日用品、運動器具など幅広く生活をサポートします。そのために健康測定法に関する研究

開発にあらゆる経営資源を投入し…」のように経営者がこれから打つ手を含めてほとんどすべて公表する

ものです。ミッション対象が社会であり、顧客が一般消費者で、証券市場型ガバナンスを持っている企業

に多く見られます。View Point27で述べる顧客志向の企業であり、ライバルよりも顧客にその目が向

かっているとこのようなスタイルとなります。経営者が社会のために働く、顧客のために働くということ
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を心底思っていないと打ち出せないビジョンです。

（3）合ミッション性

このビジョンがミッションとどの位ベクトルが合っているかというものです。ミッション、ビジョンを

両方読んで、違和感のない企業は合ミッション性が高いといえます。ミッションでは「社会の幸福」を対

象としているのに、ビジョンでは「売上1000億円を達成するには」がテーマになっているというように、

かい離している企業も多いといえます。

合ミッション性の高い企業はミッション、ビジョンが共に社会・顧客を対象としていることが多く、外

から見ると企業の格、中から見ると従業員のプライドのようなものとなって現われてきます。これがある

とそこに勤めている従業員は「私は××社の人間だ」というプライドのようなものが生まれ、企業内に秩

序、そして格を守るムードが生まれ、皆で社会的責任を考え、もっと社会に貢献すべきだという議論が生

まれてきます。

（4）期間

ビジョンは将来の見通しです。したがって将来をどこに置くかという意味で、当然時間的制約がありま

す。期間はビジョンのタイトルに入れることも多く、ビジョン2010（2010年までに到達）、Dream2012

といった形で表現されます。そしてそのビジョン期間に相当する経営計画が存在していることになります。

この期間の長さで経営者の実質的な任期がわかります。もっと言えば経営者の任期が1年であれば、

「将来の見通し」というビジョンはあまり意味をなさないものとなってしまいます。
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（5）ライフサイクル

ビジョンは企業ライフサイクルによってその見方は異なります。

・創業期 ここではミッションとビジョンの区別がほとんどなく（そういう意味では合ミッション性が高

く）、企業は1つの方向を目指して進んでいます。もっと言えばミッション、ビジョンなどなくても、企

業は1つのベクトルに向かっており、これらは不要ともいえます。

・成長期 特定のヒット商品や得意客を見つけて、企業は大きく成長します。この時ミッションは忘れ去
られ、ビジョンは数値目標が中心となります。数値目標は意識しなくても多くの場合クリアされ（そうい
う意味では目標さえも意味がなく）、毎日が戦争で日に日に大きくなっていく「結果」だけがその企業の
生きがいとなっています。この時、戦争をしているので戦略が必要な時ともいえるのですが、戦略・計画
を作ったり、考えたりする時間も惜しんで、必死にビジネス実行にのみ没頭します。したがってミッショ
ン、ビジョンはあっても、誰も見ないしほとんど意味がありません。壁に貼られているミッションなどの
ポスターが古くなってしまっている企業がこれにあたります。
・安定期 安定期に入ると、ビジョンのうちの数値目標が達成されなくなってきます。時を同じくしてガ
バナンスが経営者から証券市場へ少しずつシフトしていくことも多く、経営者は株主、証券市場との約束
ともいえる目標を達成するにはどうしたらよいかを考え始めます。まずは目標自体の見直し（売上高から
利益など。マーケット依存でなく経営者の努力で達成できる目標へ）から入り、これを社会に納得しても
らうためにその根拠をビジョンで訴えます。さらに従業員に理解させるために、経営戦略、経営計画を時
間をかけて作るようなり、この取りまとめセクションとして経営企画室などを創設します。このビジョン
では合ミッション性よりも、何とかビジョンにある数値目標を達成することだけに注力していて、ミッ
ションはいつの間にか忘れ去られてしまいます。
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・変革期 それでも安定期の目標達成は思うようにいかず、企業は大きく変革することになります（変革
しなかったり、変革に失敗すると消滅してしまいます）。これには分割、買収、合併、統合、事業の選
択・集中などを通して、抜本的変革、つまりミッションをも見直すタイプと、忘れていた創業期のミッ
ションに戻ろうという2つの企業があります。前者は第二の創業なのですが、過去の経営学習があり、か
つオーナー型創業経営ではないのでミッションをきちんと立て、ビジョンをできる限り公開し…という形
で進めていきます。一方後者は従業員に「創業時のバイタリティ」復活を求め、あわせて企業の格、従業
員のプライドといったことが大きなテーマとなります。
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経営資源の関係

・ヒトとモノが情報を生み育てる

・ヒトとカネと情報がモノを生む

・コアのヒトがコアのモノを担当すると経営

は安定する

・ポテンシャルのヒトがポテンシャルのモノ

を担当すると企業が急拡大する可能性があ

る

・ポテンシャルのヒトがコアのモノを担当す

ると情報が変わる
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企業がビジネスを行う上で利用できるものを総称して経営資源といいます。経営資源はその形態によっ

て大きくヒト（従業員、経営者…）、モノ（商品、設備…）、カネ、情報（ノウハウ、ブランド、技術、

システム…）の4つに分けることができます。この経営資源の見方は次の2つです。

（1）形態別に見る

その企業の経営資源を形態別に、使用性（これを使用すると消費するか、増えるか）、劣化性（時間と

ともにどう変わるか）、規模の利益（これが増えると相乗効果があるか）、範囲の利益（いろいろな種類

が集まると相乗効果はあるか）、優位性（一度優位となった時、他社はどれくらいのスピードで追いつけ

るか）、再配分性（資源を別の分野にあてる）といった視点から見ます。

①ヒト ヒトの見方は量（人数）と質（能力）です。この資源は、使えば使うほど能力という質が高まっ

ていきます（使用性）。ただ時間（年齢）とともに衰えていく能力も多くあります（劣化性）。

規模の利益はそれほど大きくなく、むしろ企業の人数が増えてくるとコミュニケーションロスなどを生

みます。一方範囲の利益はいろいろな能力を持ったヒトが集まるとシナジーが生まれるとともに、能力や

年齢層にバラツキがあると、教育という形で高い方のヒトが低いヒトの能力を押し上げます。

ヒトの能力によって他社との優位性を持つと、これを使うことでますます差が広がります。また人事異

動という形で再配分性も高いといえます。

このようにヒトは量よりも能力という質に着目すべきといえます。

②モノ これは商品とそのための設備（機械、店舗…）に分けて考えます。

商品は売れるとなくなり、劣化性は高いといえます。規模の利益は作れば作るほど、売れば売るほど生

産性の向上という形で働きます。範囲の利益も品揃えの豊富さという形で大きなシナジーがあります。
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一方、商品で優位性を持っても情報（ノウハウ、システム、技術）の裏づけがないと、ライバルに同じ

商品を作られてしまう危険は高いといえます。商品自体の再配分は難しい（せいぜい商品を別の所へ移

動する程度）といえます。

設備については使用、時間とともに磨耗していき、規模の利益、範囲の利益は一般的にはそれほど高く

ない（台数、種類が増えてもあまりシナジーはない）といえます。優位性維持は店舗など一部のもの

（同じ場所に出せない）を除けば、同じ設備を投入すればすぐに追いつかれます。再配分性もほとんど

ないといえます。そういう意味で設備はカネを使って投資して、それをカネで回収していくという第1章

の減価償却費的な考え方があてはまるといえます。

③カネ 手持ち現金や集金力（増資、借入れ）を指します。その使用とともに消費し、劣化性はほとん

どありません（金利などのコストを除く）。カネがカネを呼ぶとも言いますが、経営資源として見れば

規模の利益はほとんどなく、範囲の利益もあまりありません。資金的な優位性というものがあることは

ありますが、他の経営資源にそれが依存していることが多いといえます。再配分性はもっとも高いとい

えます。カネは他の経営資源を購入するために一時的に保有しているものであり、他の経営資源の価値

を表わすものとして見ます。

④情報 ブランド、ノウハウ、技術、システムなどは、ヒトの能力と同様に使うほど高まり（使用性）、

劣化性もほとんどなく、規模の利益よりも範囲の利益が大きく働きます。優位性維持については知的財

産権法（特許法、商標法、著作権法など）で守られるものが多く、一定期間独占性を保つことができま

す。再配分性も流用という形でかなり広範囲に可能となります。
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（2）競争・活用マトリクス

次は各資源をライバルなどに対する競争優位性とパフォーマンス（その資源を有効活用して成果を出し

ているか）という2つの指標で、ビューイメージ下図のようなマトリクスを考えます。経営資源の単位は、

ヒトは各能力別（開発力、販売力…）、モノは部門、事業別、カネは手持資金、集金力程度、情報は原単

位別（ノウハウ、ブランド、技術、システム…）で考えます。

①コアコンピタンス 競争優位性、パフォーマンスともに高い資源です。これが特定の能力であれば、そ

の能力を持った人たちに企業がどのような環境を与えているかを見ます。これを常にウォッチングし、そ

の人への給与分配、再配分（人事）を考え、周囲への教育などにより、さらなるパフォーマンスアップを

目指していれば、絶対的な優位性を得ていくといえます。

ヒット商品であればそのヒットをもたらした資源（能力、技術、システム…）に着目します。それがコ

アコンピタンスでなければ、いわゆる一発屋に終わる可能性が高いといえます。設備であれば、それを他

社が獲得可能かを考えます。

カネであれば活用しているので手持現金ということはなく、増資などによる集金力にあたるものです。

M&Aなどをくり返している企業に見られますが、いわゆるバブル性（いつか破綻する）も高いといえま

す。

情報であればそこへさらなる投資がなされているかを見ます。投資されていればまったく新しいノウハ

ウ、技術などが出て業界にイノベーションが起きるまでは、競争優位性が続くといえます。

②インフラ 他社と同程度や劣っている資源が、高いパフォーマンスを上げているものです。この資源に

ついては多くの場合、他社とアライアンスなどをして共同利用したり、集中投資したりして競争性を高め

て、①のコアコンピタンスに育てていくことが予想されます。



View Point24：経営資源は形態別にマトリクスで見る

139

③ポテンシャル 競争優位性が高い資源なのに、パフォーマンスが出ていない資源です。再配置などの経

営戦略、マーケットなどの環境変化で、このポテンシャルでその企業が大きくブレイクする可能性を秘め

ています。経営者がこれに気づいていればその可能性は高く、気づいていなければM&Aなどを仕掛けら

れる可能性が高いといえます。

④リストラ 競争優位性、パフォーマンスとも低いものです。ヒトであればまさにリストラと称して退職

を勧告したり、商品、設備、情報であれば撤退、廃棄していくことが予想されます。ただ近年では規模の

利益を目指して、これを競争優位性の高い企業に売却することもよく見られます。
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商品志向企業が変わる時商品志向企業

・変わるきっかけ

⇒大型ヒット商品が出ると変わる

⇒上場を機に変わる

⇒赤字が2期続くと変わる

⇒経営者が開発部門以外から出ると変わ

る

・何が変わるか

⇒社名から商品名が消える

⇒商品開発部門とマーケティング部門が

合体する

⇒経営企画室が予算コントロールをする



View Point25：商品志向はライバル志向、顧客志向へ

141

次は経営戦略の見方について考えます。経営戦略についてはほとんどが公表されていませんが、その企

業が取っている行動を見ることで、その方向を感じることができます。

公表されていない経営戦略の見方のポイントは、何を戦略のメインターゲットとしているかを予測する

ことです。このターゲットは組織、ホームページ、市場に投入する商品、販売価格などを見ると比較的簡

単に識別されます。代表的なものには商品志向（商品が経営戦略の中心の企業、本項で述べる）、ライバ

ル志向（ライバル企業と戦うことが経営戦略の中心の企業、View Point26で述べる）、顧客志向（顧客

との関係を考えることが経営戦略の中心の企業、View Point27で述べる）の３つがあります。

商品志向の企業のビューポイントは次の2つです。

（1）特徴

商品志向の企業は次のような特徴を持っています。

①商品への愛 ミッションには商品、事業領域または開発、創造といったことが唱えられています。ビ

ジョン、経営戦略もそれを引き継ぎ、どんな分野へ進出していくか、どんな商品を作って行きたいかとい

う夢が描かれています。

経営者、従業員の目は自社の商品に注がれ、商品について従業員が話し合い、その意見も建設的で

（｢うちの商品はだめだ｣という否定的な意見でなく「こんなふうにしよう」）、その意見が取り入れられ、

新商品が作られ…と好循環をし、企業全体に自社商品への愛が生まれます。

自社商品の最大のファンとなった従業員は自社へのプライドを持ち、一丸となって日夜を問わず商品の

ことを皆が考え、仕事とプライベートもなくなり、企業は家族のようになっていきます。
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②商品開発部門 企業が誕生した頃は、メーカーでいえば従業員全員が商品開発担当であり、生産担当で

あり、販売担当であったのですが、成長するにつれ職種が分化していきます。商品志向の企業では当然の

ことのように商品開発部門が企業内をガバナンスするようになり、その他の部門はそれをサポートするス

タッフのようになっていきます。

採用においても優秀な人は商品開発部門へと配属され、企業内に商品開発のための研究所が誕生したり

します。そしてその研究所が企業の花形部門となり、リーダーとなり、意思決定機関となり、企業全体を

支えるようになります。

一方で生産などのオペレーション、販売などのマーケティング部門は商品開発に頼るようになり、弱体

化し、View Point26で述べるライバル志向の企業に負けてしまう企業も出てきます。

③ノーマネジメント 商品開発部門が社内をガバナンスをしていくと、経営目標といったものがあまり意

味をなさなくなってきます。売上高、利益よりも大事なものがあるからです。それが｢新しい｣商品です。

「どれだけ新しいか」が焦点であり、サプライズ商品を生むことが企業としての喜びです。

目標なき所にマネジメントはなく、予算、見通し、管理といったことが話題にも昇りません。

④ムード マネジメントなき企業には、｢自由｣というムードがあり、従業員はサラリーマンという感じは

なく、服装も勤務時間もフリーで、上下関係もあまりなく、開発能力の高い｢若き人材｣が働きやすい環境

となります。

従来でいえば創業時のメーカー、広告代理店、マスコミ、近年でいえばITベンダー、ニューサービス

業、コンサルティングファームなどがその典型です。
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（2）変化の兆し

商品志向の企業は、時とともに変化の兆しを見せはじめます。その理由は次のようなものです。

①事業の拡大 商品のヒットにより事業が拡大してくると、商品開発部門よりも、工場などのオペレー

ション部門、セールスなどのマーケティング部門にヒトの需要が大量に発生し、異なったタイプの人材が

入ってきます。

一方働くヒトという供給側から考えると、企業がヒット商品開発に燃えていた時代には、その「開発の

楽しさ」を求めて従業員が入社して来るのですが、ヒット商品が「売れた｣ことによって、次第に｢売れて

いる企業｣を目指して「売ることが好き」な人たちが入ってきます。こうして次第に企業は商品志向とい

う色を失っていきます。

②商品開発部門の変化 企業が大きくなるにつれ、商品開発部門の人材にも変化が表れます。アイデア、

創造力といったタイプの人から、一流大学でその商品分野に関する基礎的な学問を学んだ人たちがどんど

ん入ってきます。

一方商品開発部門自体も研究所などと名を変え、開発よりも｢研究｣にその目が移っていきます。次第に

商品開発よりも基礎研究重視となり、商品開発スピードは落ち、一方であっと驚くような商品ではなく、

学術理論に基づいた、ありふれてはいるが品質の高い商品へとシフトします。そしてこの商品のうちマー

ケットニーズに合った商品だけが売れるようになり、商品開発部門のガバナンス力は低下し、商品のヒッ

トを左右するマーケティング部門へそのガバナンスは移っていきます。

③業績が不安定 ヒット商品を出して企業が大きくなることで、逆にその後ヒットが続かないと、ヒット

を出した時に投資した設備などが回収できず、赤字となる可能性が高くなってきます。業績が赤字となる

とコーポレート・ガバナンスに大きな変化が生じ、株主、証券市場、金融機関、取引先などの圧力が増加
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してきます。

赤字を原因として経営者が交代すると、当然のように商品志向を捨て、ノーマネジメント企業から脱却
し、外部から見て結果の予測がしやすくなるようにマネジメント強化を図ります。PDCA（PLAN－DO

－CHECK－ACTTION：マネジメントの基本）、報連相（上司への報告、連絡、相談）、権限委譲と
いったマネジメントキーワードが社内を飛びかい、予算必達が第一命題となり、予算を持たない商品開発
部門は単なる一スタッフ部門へと変わっていきます。

（3）変革
商品志向の企業は（2）の兆しを受け、次の3つのタイプの異なった企業に変身していきます。

①ライバル志向へ 企業が大きくなるにつれ、商品開発力（というよりも改善力といったほうが良い）が
高まり、商品は極端な多品種化傾向となります。ここで経営の教科書にある「マネジメントの鉄則」に基
づいてポートフォーリオ分析を行います。その多くがいわゆるPPM型（プロダクト・ポートフォーリ
オ・マネジメント）です。これは商品をシェア（ライバルとの競争の結果）と市場伸び率（高いほど競争
が激しい）によって、金のなる木（高シェア＆低伸び率。利益貢献商品）、花形製品（高シェア＆高伸び
率。次期金のなる木）、問題児（低シェア＆高伸び率）、負け犬（低シェア＆低伸び率）の4つに分けま
す。そのうえで負け犬および問題児で勝てそうもない商品は撤退し、金のなる木で「もうかったカネ」を、
花形商品と勝てそうな問題児に投入していくものです。このポートフォーリオはライバルとの力関係がす
べてであり、次第にライバルだけを見つめるようになっていきます。
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②顧客志向へ 商品開発力が落ちていく中で、次第に新商品を見つけられないようになっていく企業も

あります。そこで着目するのが顧客です。商品を販売していく中で特定の顧客から得た信用、つまりブ

ランドを前面に出して、自らが開発したものではない商品までも販売するようになります。典型的なも

のが開発・生産の外注によるファブレスメーカー（作らないメーカーという意味）、インテグレーショ

ンビジネス（IT業界や建設業界で見られるように顧客の窓口となって他社商品を含めて統合サービスを

行う）、ソリューションビジネス（自社商品を使って顧客の問題を解決していく）といったものです。

③商品志向の分離・独立 企業によっては商品開発の部分と生産・マーケティングの部分を分けて、前

者を商品志向として残そうとします。しかし多くの場合一度できた流れは抑えられず、商品開発会社も

商品志向からライバル志向、顧客志向へと移っていきます。
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戦争の特徴

・勝つと次の戦いを求めたくなる

・負けると消滅してしまう

・勝負のつかない均衡状態がもっとも安定

・戦争をすれば勝っても負けても最後は虚しさ

を知る
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ライバルと「戦う」ことをその戦略の骨子としている企業をライバル志向といいます。ライバル志向の

企業のビューポイントは次の3点です。

（1）戦略ベクトル

ライバル志向企業の経営戦略の骨子は、マーケティング戦略です。戦略のベクトルはパワーマーケティ

ング（力でねじふせる）か、ニッチマーケティング（相手のすきや弱点をつく）です。パワーマーケティ

ングはまさに強者の論理であり、経営資源の優位性からライバルには絶対に負けるわけはないと考えるも

のです。一方ニッチマーケティングは相手の弱い経営資源などに着目して、そこを突破口として勝利をつ

かもうとするものです。

（2）マーケティングミックス

ライバル志向企業のマーケティング戦略は、マーケティングミックス（マーケティングの要素のこと）

をベースとしています。このタイプの企業においてマーケティングミックスは4Pとして表現され、

Product（商品）、Price（価格）、Place（場所、チャネル）、Promotion（その他）をその要素とします。

4要素のどこに力を入れるかで戦いは変わってきます。

①Product 商品によって勝ち抜こうとするものです。パワーマーケティングを取るとラインナップ＆ブ

ランドプッシュをとります。これはライバルを含めた業界に存在する商品をすべて持ち（ラインナップと

表現する）、ライバルと同様の商品でありながら、自社のブランドの強さで売り切るというものです。一

方ニッチマーケティングでは商品差別化を図ります。ライバルの商品とは異なるものを販売し、ブランド

でなく商品そのものの選択を迫るものです。

パワーマーケティング同士がぶつかると、業界は果てしない商品多品種化状態となり、どちらかがニッチ

に変わるか、業界全体が疲弊してしまうまで続けられます。パワーとニッチがぶつかって最終的にニッチ
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が勝つのは1パターンだけです。ニッチ側の商品がヒットし、ライバルが何らかの事情（特許、技術、

ノウハウ…）でその商品を用意できない時です。共にライバル志向でニッチとニッチがぶつかることはま

ずありません（その場合は共に商品志向といえます）。

②Price ライバルに価格で勝とうとするものです。パワーマーケティングがその中心となり、ロープラ

イス保証（他社よりも必ず安くする）のようなスタイルをとります。相手はニッチで対応すべく、ポイン

ト付与（100円で１ポイントなど）などで価格競争を避けようとしますが、結局はパワーに勝てないこと

を知り、商品志向、顧客志向にチェンジしていきます。パワーとパワーがぶつかるとどちらかが「まいっ

た」というまでとことんやります。この時負けた企業は勝った企業に吸収されることも多く、企業自体が

消えてしまいます。

③Place ここでも戦いはパワーマーケティングが中心です。メーカーが流通などのチャネルを抑えてし

まい、他社製品を顧客に届かないようにしてしまうというものがその代表です。独禁法もあり、1社です

べてのチャネルを抑えるとはいかないので、パワー企業2～4社でのすみ分けがなされます。膨大なコスト

がかかりますが、勝利すると、競争がなくなり、大きな利益が得られます。しかしいずれはニッチなどが

生み出す新しいチャネル（コンビニ、量販店、インターネット…）の登場で、旧チャネルは崩壊し、大き

なダメージを受けることも多いといえます。ここでの永遠の天下はありえません。

④Promotion プロモーションは大きくマスメディアなどによる「広告」と、人による「セールス」に分

けられます。広告についてはパワーマーケティングがその主体といえます。ライバルが「まいった」とい

うほどのテレビCMを流して、とことんまでやるものです。パワーとパワーがぶつかると、拡大していく

CM量に応じてマーケットが拡大しない場合は消耗戦となってしまい、2～4社が一定の所で均衡して、そ

の目を商品に向けていくことが多いといえます。ニッチはむしろ広告以外の要素に走ります。
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セールスではパワーマーケティングを取ると、固定費が大きくなるので、いわゆるコミッションセール

ス（売った成績に応じてカネを払う）にシフトしていきます。商品差別化が難しい生命保険会社などがこ

の典型です。このスタイルが業界で定着するとセールスマンの数でシェアが決まるようになって、むしろ

戦争は落ち着いていきます。ただこのスタイルを何らかの形（インターネットで販売など）で崩すニッチ

が生まれると、多くの場合ニッチを含めた2位以下の企業から新しいチャンピオンが生まれます。

（3）ポジションと勝敗の行方

ライバルとの戦いは、無論その業界での位置によって異なります。

①トップ企業 ライバル志向のトップ企業はきついといえます。すでに勝っているだけに「勝つ」喜びが

企業に生まれません。言い方を変えるとライバル志向の企業は勝ってしまうと（トップになると）、その

戦略目標を失ってしまうことになります。しかし2位からトップになったばかりの企業（勝ったばかりの

企業）はその勝利の喜びが忘れられず、新しい戦いに挑みます。つまり自らをトップの位置でないと考え

るものです。例えば「日本で1位になったら世界で1位を目指す」「ビールで1位になったら、飲料すべて

で1位」…といったものです。また2位以下の企業が｢勝てる｣と踏んで、さらなる戦いを挑んでくると状況

はもっともきつくなります。勝っても1位のままであり、得るものは少なく、負けると大変なことになる

という戦争に、膨大なコストをかけざるを得なくなっていきます。多くの場合これらの戦いもいずれ終わ

りを遂げ、多くの企業は顧客志向へと向かっていきます。
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②2位以下の企業 これは経営者が｢勝てる｣と思うか、「勝てない」と思うかで2つに分かれます。前者の

｢勝てる｣チャンスがあると思うと、企業は一気に盛り上がります。戦争に向かって従業員が一致団結し、

最高のムードとなります。そして｢勝つ｣か｢勝てないことがわかる｣までこの戦いは続きます。

後者の｢勝てない｣と思った企業は2つの道を選びます。1つは勝てない者同士が集まり、アライアンス、

合併などをして｢勝てる｣企業に変身することです。この時前者の企業となります。もう1つはライバル志

向をやめ、顧客志向、商品志向へ移るものです。
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顧客志向企業のサクセスファクター

・顧客満足度を数値で表しているか

⇒上がったことを従業員が実感しているか

・顧客満足度と利益、給与の関係が理論化でき

ているか

⇒販売部門のリーダーがこの理論を納得、

理解できるか
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商品志向、ライバル志向の企業が、共に最後にたどりつく先は顧客志向といえます。そして顧客志向

を考え始めた企業は、次のようなステップで真の顧客志向へと変身を進めていきます。現在のステップ

を見ると、その企業の次のステップ、つまり明日の姿が予測できます。

（1）第1段階「顧客志向への目覚め」

顧客志向への第一歩は当然のことながら顧客を見つめることです。情報システム内に顧客データベー

スが作られ、顧客のさまざまな分析が始まります。マーケティング戦略はセグメンテーション・マーケ

ティングと呼ばれる顧客区分型となり、顧客のタイプに応じて異なるマーケティングミックスがとられ

ます。

そしてそれにあわせる形で組織も顧客別へと変化していきます。View Point25で述べた商品ポート

フォーリオから、顧客ポートフォーリオによる分析がなされるようになり、次第に限られた特定の顧客

が自社に大きなパフォーマンスをもたらしていることがわかります。そしてロイヤルティ・マーケティ

ング（得意客重視のマーケティング）がとられはじめます。

企業内では自社の最終顧客をお客様、流通業などのチャネル（自社商品を再販売する企業）を取引先と

いって区別するように経営者が指示し、誰が自社の顧客かをはっきりと意識しはじめます。

（2）第2段階「利益志向へ」

従来の目標であった売上の伸びが鈍化していく段階で、顧客志向へ移る企業も多く、売上に代わって

利益を目標に選ばざるを得なくなっていきます。一方ロイヤルティ・マーケティングを進めていくと、

得意客は自社に売上高よりも「多くの利益」をもたらしてくれることがわかってきます。
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こうして経営者は「利益重視」を社内に訴えます。しかし突然の目標変化に、特に売上目標達成を生き

がいとしてきた販売部門のリーダーたちは戸惑ってしまいます。売上高は売れば売っただけ増えますが、

利益は必ずしもそうではなく、きちんと計算しなくてはなりません。販売部門には計算が苦手なヒトも多

く、また利益の計算ルールでもめ（スタッフ部門の経費の配分など）、販売部門は大混乱となっていきま

す。

一方で目標も利益一本というわけにも行かず、販売部門は売上高と利益の2本立て目標となります。そし

て販売部門のリーダーはチームの志気を維持するため、何とか売上高だけでも目標達成しようとして、販

売価格の値下げなどを強行して販売し、結果として経営の目指す利益を逆に落としてしまいます。

一方オペレーション部門は利益志向に即座に反応し、ひたすらコストダウンを図ります。従来の売上目

標では自らがそれに関与している実感がなかったのですが、今度は自らの努力が利益という経営目標の達

成に直結するということで一旦は盛り上がります。しかし当然のことながらコストダウンの中心は、出銭

（資材などの購入費）のカットから合理化、つまり人件費という自らの給与が主な対象となっていきます。

売上高が伸びている時の合理化は残業削減、外注費削減というものですが、売上高がスライドの時代にや

れば自らの給与カット、従業員削減を目指していることに気づきます。オペレーション部門に若き人材が

入ってこなくなり、1年に1つずつ年を取り、その衰えを合理化でまかなうようになります。こうして逆に

ムードはダウンしていきます。

（3）第3段階「顧客満足へ」
「利益を出す」ということが必ずしも企業のムードを上げることにつながらないことを感じた経営者は、
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しかしこの「顧客満足」というキーワードにどこから着手してよいかわからず、とりあえず顧客対応窓
口（消費者相談室など）を新設します。ここで顧客のクレームという顧客不満足をチェックし、これを満
たすことで顧客満足を高めようと考えます。しかし、重大なクレームを除けば、小さな顧客不満足を聞く
ことで業績が高まるとはとても思えず、企業内、特に販売部門にこれを疑問視する声が挙がってきます。

（4）第4段階「品質へ」
経営はこの顧客不満足をベースとして、商品価値を高めることを現場へ提案します。つまり小さなク

レームをすべて改善した商品にすることで顧客満足を上げるというものです。これは言い方を変えれば顧
客ニーズに合わせて品質向上を目指すことであり、特にオペレーション部門が抱えていた「合理化」とい
う難問に対する1つの答えとなります。
つまりムダ、ムリ、ムラをなくしてヒトを減らすのではなく、ヒトを減らさずに（もちろん増やさず）

品質向上という仕事を増やしていくというものです。そしてこれは品質のプロとしてのプライドをオペ
レーション部門の従業員にもたらします（合理化のプロは今ひとつプライドを持てませんが…）。

（5）第5段階「顧客満足度へ」
この品質向上を測定するものさしとして、顧客満足度という指標を思いつきます。顧客満足度をきちん

と数値化することで、それ自身をあらゆる部門のマネジメント目標とでき、かつ品質との整合性がとれる
ことに気づきます。
そのうえで顧客満足度と、経営目標とせざるを得なくなった利益との関係を模索します。経営者は顧客満
足度を高めればView Point4で述べた付加価値が高まり、付加価値が高まれば利益が上がるという仮説を
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立てます。つまり利益は顧客満足度の遅行指標（後でチェックできる指標）であり、顧客満足度向上の努
力の結果を測る指標となります。さらにやはりView Point4で述べたように付加価値を従業員給与と完全
にリンクさせることで、利益と給与をリンクさせます。こうして「顧客満足度が高まったことを利益で
チェックし、利益が上がれば給与が上がる」という顧客志向企業の最終像を作り上げます。
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良い経営目標

・経営目標は予想でも希望でもない

⇒考えられるケースをシミュレーションして、

もっとも利益の高い案を選択すること

・達成できるのが良い経営目標ではない

⇒ヒト、カネなど資源配分の最適値を求める

ためのバロメーター
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ここでは経営計画の見方について考えます。多くの企業で見られる経営計画はミッション、ビジョン、

戦略を包合したものがほとんどです。経営計画からこれらを除くと、残るのは経営目標といえます。経営

目標については次の3つがビューポイントです。

（1）期間

経営計画は長期経営計画（5年～10年。主に経営資源の長期的な調達、配分を考えるもの。長計と略

す）、中期経営計画（3年～5年。主に損益の中期的なバランスを考えるもの。中計と略す）、短期経営計

画（1年、つまり年度計画。経営者の約束としての計画。年計と略す。半年の所もある）の3つに分けられ

ます。これによって次の3つのパターンに分けることができます。

ただし長計と称して目標が設定されず、戦略のみを提案しているものは計画とはいえません。せめて予

測P／Lのシミュレーションがなされているものをこの対象とします。

①長計、中計、年計の3種類がある 従来10年の長計、5年の中計、年計というものが多かったのですが、

現代では5～6年、3年、1年あたりが中心です。

10年の長期に渡って損益シミュレーションを行うということは、経営者によるガバナンスが安定してお

り、ヒト、カネなどの経営資源の配分を長期に渡って考えることができるということです。ここでは一般

的に強気な計画（特に後半の6～10年目あたり）が多く、「10年で5倍の売上」などいくら何でも無理だ

ろうというような目標も多いといえます。株主、証券市場、社会など外部へ約束する目標というよりも、

経営者が従業員と共有する明日の夢、希望の提案といえます。一方このケースでは中計（特に直近）、年

計の目標は極めて現実的な目標が計画されています。近年経営者ガバナンス型の企業で長計の期間が短く

なっているのは経営者のガバナンスが不安定となり、目標の達成度合で経営者が交代することが前提に

なっているためです。
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証券市場ガバナンス型企業ではこのように3種類の計画があることも多いのですが、ここでは経営者は1

年ごとに経営委任を受けていると考えられ、本当の長計を作っている企業はむしろレアです。長計、さ

らには中計も形だけという企業が多いといえます。そのため資源調達、特に人材の採用などが短期的な

業績に依存する（業績の良い時はヒトを採用するが、悪くなるとやめる）傾向があり、企業体力を落と

しているともいえます。

目標としての長計を持っているのはオーナー経営者型や完全な従業員キャリアアップ型企業（夢を

持っている）、公共型企業（10年先もほとんど変わっていない）に多いといえます。

②中計、年計のみ 長計が存在しない企業です。長期がないのに中期というのも変ですが、残念ながら

このタイプが（特に上場企業では）マジョリティとなりつつあります（そのため3年計画を長計と呼んで

いる企業もあります）。中計には期間固定型と期間ローリング型があります。

前者は2006年～2008年といった形で、スタートとゴールの年があり、計画期間が固定（期間内の計画

の「見直し」をローリングと称している企業もあります）のものです。実質的な社長任期に合わせ、そ

れが6年なら前期3年、後期3年に分けるのがもっともポピュラーです。この場合前期は投資期間として、

売上高はスライドで利益を少し落とし、後期でその花が開き、売上高が伸び、それによって利益が急上

昇というのが典型的なパターンです。

社長の任期に一定の不文律がない企業では、3年単位にローリングして計画しています。つまり毎年、

向こう3年間の計画を作るものです。この場合は実質的には直近の1年目が中心となり、先ほど述べたよ

うな証券市場ガバナンス型の弊害が現れることが多いといえます。
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③年計のみ 中小企業などに多いといえます。明日をも知れず、中長期など考えられないという企業もあ

るにはありますが（このタイプではそもそも年計さえもあまり作る意味はありませんが）、株主と経営者

が一体化しており、中長期的展望を経営者が出す相手がいないので、作る必要がないという方が多いとい

えます。

（2）目標設定

目標の設定の仕方によって、次の3つに分けることができます。どのタイプでも設定された目標は現場サ

イドヘ予算として降りて行きますが、設定方法によってマネジメントの状況がよくわかります。（なお詳

しい予算の設定方法についてはView Point37で述べます。）

①MUST型 何らかの理由で、一定期間（3年、5年）で一定の利益を積み上げていかなくてはならない企

業で見られます。

例えば3年間で累積損失解消（過去の赤字を一掃して黒字化する）、5年間で有利子負債半減（そのため

に一定の営業C／Fが必要となり、一定の処分後利益が必要となる）といったものです。

株主、金融機関など外部の厳正なチェックのもと、ビューイメージ上図のような形で計画され、各部門

へ予算として配賦されます。そしてすべての予算の必達、厳守が求められます。

②WANT型 オーナー型など経営者自身がガンバナンスを持っているケースで多く見られます。この場合

自分の目標を自分で作り、自分で評価していくことになります。過去のP／Lの状況を見て｢こんな風に

なったらいいなぁ｣位の感じで目標を作ります。目標のベースはもっともわかりやすい売上高であり、「5

年後に1000億円企業へ。そして日本一へ」といったものです。

①のような厳しい予算統制はなされず、順風が吹くと達成して喜び、逆風が吹くと達成できず｢明日はが

んばろう｣となります。
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③MAYBE型 経営者にガバナンスがないか、あってもその経営者がマネジメント志向（PDCAが好き、

特にチェックが好き）の時、このような形となることが多いといえます。

ここではトップダウンの目標売上高を作り、一方でボトムアップの販売予測を積み上げ、その調整がな

されます。こうすると現場が自らが立てた目標を達成すれば、経営も目標を達成するということで合理的

であり、かつ未達の場合、誰の責任かがはっきりします。

（3）達成度

過去の中期計画、長期計画を使って、その達成度を見ると、その企業の実体をとらえることができます。

①MUST型 基本的には達成しているはずです。もっといえばこれが達成されていなければ、その企業が

M&Aなどで消滅しているはずです。

②WANT型 ｢こうあって欲しい｣と思う目標を立てれば、むしろ達成しない確率のほうが高いはずです。

したがってタッチの差で達成しない、たまに達成する、…といった状況が起きているのがノーマルです。

むしろ次のような2つの状況が問題といえます。

・毎期、計画とはかけ離れた実績となっている そもそも業績に波がある企業なのでしょうが、これでは

経営資源配分がうまくいくはずがなく、資金的問題さえも起こりかねません。どこかで何かの歯車が狂っ

ています。

・毎期ジャストフィットで達成している ビューイメージのような感じ（直線を引いているようなタイ

プ）の目標で、毎期達成しているとしたら、2つのことが考えられます。1つは現場のリーダーが無理して

予算を達成させていることです。つまり明日の業績を先食いしたりして数字を合わせてしまっている場合

です。期末の売上高、売掛金の増加状況などを見ればわかります。もう１つはそもそも目標が甘く、もっ

と体力があるのに抑えている場合です。顧客サービスの低下（売上高は達成しているからもういらない。
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よく「満腹で運動不足状態」と表現されます）などが考えられ、これも要注意です。

③MAYBE型 このタイプは基本的には達成し、未達の場合もタッチの差という形になっているはずです。

ただこのタイプで一部の現場のリーダーがWANT型で述べた「無理した達成」をやるケースもありますが、

多くの企業ではマネジメントシステムでこれを発見できる仕組を持っています。
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経営者７つの条件の関係

・愛が信頼感、マネジメント力、人材育成力を

生む

・将来を見通す力が変革力、資源配分力、マネ

ジメント力、リスクヘッジとなって表われる

・人材育成力が信頼感を生み、変革力、リスク

ヘッジを高め、愛を生む

経営者のビューポイントと経営フロー
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経営フローを支えているのは経営者です。ここでいう経営者とは法律上の取締役ではなく、社長などの

トップ経営者を指します。これはホームページを見ればすぐにわかります。たった1人の経営者が、企業

を代表してメッセージを述べています。「良いトップ経営者」かを判断する基準は次の7点です。

（1）企業への愛

経営者にとってもっとも大切なことはその企業、従業員、商品への強い愛です。もっと言えばこの愛の

もっとも強い人が、その企業を代表する経営者になるべきといえます。

愛の強さは特に経営者の気持の合ミッション性という形で表われます。その企業のミッションに心底合

意しているかです。これはミッションとその経営者の発言、発表しているビジョンを比べればよくわかり

ます。「技術で生きる」がミッションなら、経営者の発言は「技術」が常にテーマのはずです。商品もラ

イバルとの差別化でなく、自らの技術が生きているかを考え、顧客も技術を通して見ているはずです。

これが欠けていると、短期的に業績が上がっても組織のムードは落ち、長期的には必ず業績は下がって

いきます。見方を変えればムードが盛り上がっている企業は、トップに愛があるといえます。

（2）信頼感

従業員から信頼されていることが良い経営者の第2の条件です。この信頼感はその企業の従業員から話

を聞けばよくわかります。この時「あなたの会社の社長をどう思いますか」ではなく「あなたの会社の社

長が普段言っていることはどんなことですか。それをどう思いますか」という質問が妥当です。「うちの

社長はいつも××を言い、私はこの点では納得できるが、この点ではやや疑問に思っている。社長はこう

いう性格で…」とストレートな意見が出た時は信頼感が高いといえます。もっとも信頼感が低いのは「よ

く考えていることがわからない」という答えの時です。
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信頼感は決して「すべて社長の言うとおりにやる」という感じではなく、「言っていることがよく理解
できる」というものです。この信頼感の強さはチームワークという企業の体力となって表われ、特に逆風
の時にこの信頼感がその力を発揮することになります。
（3）変革力
企業を変革していく力が経営者の第3の条件です。これはホームページで訴えている経営戦略、経営計

画、つまりビジョンの斬新性を見るとよくわかります。ライバル企業が数社あれば、その最大公約数的な
ことを訴えている経営者はもっとも変革力が低いといえます。また変革力の高い経営者の特徴は、キー
ワード作りが上手なことです。企業の目指すべき変革の方向を、わかりやすいキーワードで表す努力をし
ている人です。
（4）資源配分力
経営者の仕事の根幹ともいえる経営資源の配分、特にヒト、カネを配分する力です。この力は先天性の

ものがあり、予測力となって表われます。つまりどういう資源配分をすれば、どういう結果になるかとい
うことを見通す力であり、見積能力といってもよいと思います。
この資源配分力は一緒に働いてみればすぐにわかりますが、外から見るのにもっともわかりやすいもの

は原価です。売上原価を表示している企業では、この原価率の年々の低減度合、つまりコストダウン力を
見ることでよくわかります。資源配分力はマーケティングではなくオペレーションにはっきりと見ること
ができます。
（5）マネジメント力
マネジメント力は企業全体をコントロールする力といってもよいものです。現代の経営者においては、

カリスマ的コントロールよりも数値的コントロールがポイントです。
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コントロール力はその企業で実際に働いてみるとよくわかります。マネジメント力が高い経営者は計画
と実績の違いに反応し、その違いをすぐに計画へフィードバックできます。外部から見るにはその結果
とその企業の目標達成度を見るとよくわかります。View Point28で述べたMAYBE型の経営目標を取る経
営者はマネジメント力が高いといえます。
（6）リスクヘッジ
まだ起きていないトラブルのことをリスクといい、それを未然に防止することをリスクヘッジといい

ます。リスクヘッジはリスクを予期する力のことであり、これも先天性の強い能力といえます。微妙な
変化を察知し、リスクを予測するということは人間の本能のようなものであり、これも一緒に仕事をす
るとすぐわかります。外からはその企業でのトラブル発生度合、予算達成率などでよくわかります。
（7）人材育成力
次世代を担う人材を育成する力であり、言い方を変えれば経営者が企業の未来にどれぐらい興味がある

かです。オーナータイプの経営者はこの力は極めて強いといえます。一方サラリーマン経営者にとって
はややきつい面もあります。彼らにとって経営者はサラリーマン最後の仕事です。次世代育成をしても、
その成果は自らが経営者の時代には現われないことが多いといえます。これは（1）の企業への愛と深く
関係します。
人材育成力（というよりもその思い）ははっきりと形になって表われます。それはその企業がどのよう

な教育体系を作り、どの位のコストをかけているかを見ればよくわかります。短期的な業績だけを追い
かけて、人材育成にあまり興味がない経営者は教育にコストをあまりかけず、あっても実務的なOJTな
どに頼ります。一方次世代育成に関心のある経営者は、当然のことながら成長、改革はOJTではできな
いことを知り、新しい経営者、リーダー作りに大きなコストをつぎ込み、自らの成績といえる任期中の
利益を落としてでも、明日への投資を続けます。
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企業文化を見るポイント

・経営者、リーダーに文化はよく表れる

⇒誰が経営者、リーダーになるかは文化で

決まる

・文化を作っているのは企業の組織、ルール

⇒文化は従業員の合意であり、いつの間に

か組織に反映されている

・文化を変えるには人を変えるしかない

⇒文化が変わる時、多くの退職者と新入社

員が生まれる
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企業はいつの間にかカラーのようなものを生んでいきます。その企業で働き、カラーを生んだ人たち

は気づいていませんが、外から見るとはっきりと読みとることができます。これを企業文化（企業風土、

社風ともいう）といいます。この企業文化によって、企業は次のようなタイプに分けることができます。

（1）カリスマ型

その企業文化が創業者によってすべて作られた企業です。社名にその創業者の名前が入り、創業者の

話したことが社訓や社歌になり、ミッションは創業理念と呼ばれます。

社内のいたる所にミッションが張り出されます。新入社員教育、新任管理者教育といった階層別教育で

は、これら理念（××イズムとも表現される。××は社名）の徹底が中心であり、まさに皆が1つの色に

染まっていきます。

従業員はその企業に勤めるプライドを持って（持てない人は退職し、より強く持っている人がリー

ダーとなって）、胸には社員バッチをつけ、業績よりもムードを大切にします。そして上位者は若い人

に対し｢近頃の若い者はしつけがなっていない｣と言い、その若者もいつの日か上司として同じことを

言っています。

創業者が亡くなると、博物館のようなものを作り、宗教の教祖のように絶対的な文化を企業に残して

いきます。

業績が落ち込み、周囲の圧迫がきつくなると、経営者がニュー××と称して新しい風を吹き込みます

が、組織の上位者の多くがその色についていけず、業績回復とともに振り子のように元の文化に戻りま

す。言い方を変えれば企業文化がはっきり見られる時が業績の良い時であり、「××らしさ」がなく

なったと思える時が業績が悪化している時といえます。
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（2）秩序型

View Point32で述べる秩序をもっとも大切にするタイプの企業です。この秩序の中心ははっきりと目に

見えるものであり、年齢、学歴、性（残念ながら）といったものです。公的企業、元公的企業、準公的企

業（金融機関など社会機能を分担して存在している企業で政府などからの規制を強く受ける企業。長い安

定期を続けている企業が多い）に多く見られます。社員が同じようなダークスーツや制服を着て、あいさ

つ、礼儀、マナーがもっとも大切であり、これを社員教育で徹底して教え込みます。オフィスなどもはっ

きりとその秩序がわかるような配置（上位者の机の向きが違う）し、トップクラスは個室を持ち、秘書や

運転手を抱えるようになります。組織は階層化し、主任、係長、課長代理、課長、部長代理、副部長、部

長、事業部長、事業本部長…といった果てしない階段を用意します。社内で降格といったことがないので、

互いを役職（｢部長｣｢課長｣）で呼び、上位者は絶対的な優位性を持ちます。

（3）業績型

個人別の業績、成績がはっきりとわかる販売会社・店舗などの流通業、各種サービス業、ITベンダーな

どに広く見られます。

壁には成績のグラフ、トップセールス表彰など各種インセンティブがあり、業績給であり、昇格、降格

も業績によってシビアになされます。闘争本能、意欲の強い人が集まり、業績の上がらない人は去り、闘

う集団となり、さらに業績を上げていきます。経営戦略ははっきりとしたライバル志向であり、業界2位

で1位を目指す時は異常なほどに企業ムードは盛り上がります。

1位になったり、マーケット全体が何らかの理由で鈍化してくると、次第に｢勝てなく｣なり、その文化

を能力型、マネジメント型などに変えていこうとします。しかし企業に染み込んでしまった文化はそう簡

単には変えることができず、迷いのようなものを経営にもたらします。全く違う企業となるべくM&A、
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企業分割などの外科手術をしない限り、その文化変革は難しいタイプです。

（4）能力型
｢従業員の能力が企業の業績を生む｣、そして｢企業とは従業員の能力を発揮させる場｣という理念が企業

全体に浸透している企業です。当然のことですが、能力の高さが結果を生むタイプの企業に見られます。
各種サービス業、技能型メーカー、マスコミ、シンクタンク、研究開発型企業…といったものです。
企業を誰が支えているかを皆が知り、その人たちの能力が最大限に生きるようにまわりはサポートし、

さらにその能力の高い人と一緒に仕事をやることで、自らの能力が高まっていくことが実感できる企業で
す。
組織はフラットであり、外から見ると肩書きだけでは上司か部下（そういう概念さえもないこともあ

る）かがわかりませんが、仕事をやっているシーンを見れば、どのセクションが、そして誰が支えている
かはすぐにわかります。
その能力が業績を生んでいる間はこの文化は続きます。しかし何らかの拍子に企業が急拡大していく中

で、いつの間にか業績型、商品型へシフトしていく企業もあります。しかしその変身がうまくいかないと
（結果を生まないと）、もう1度この文化に戻ろうとする動きが生まれます。
（5）チームワーク型
業績が個人に現れず、企業、チームに生まれてくるタイプで、そこに何らかの事情で同質の人が集まる

とこの文化を生みます。「モノを作ることが好きな人たちが集まった地域密着メーカー」がその典型です。
企業はファミリームードであり、皆が近くに住んでいて、ビジネスと生活は一体化し、家族のような関係
となっています。業績が安定していればその文化はそのまま続き、働く人は皆満足し、結果よりもプロセ
スを大事にし、皆で仕事の改善を図り、先輩が後輩を教え…と好循環を生んで行きます。
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しかし何らかの事情で業績が悪化し、外部ガバナンスから変革を求められるとショックが極めて大きい

ものとなります。業績安定のために親からの下請に徹していたチームワーク型企業が、バブル崩壊、イン

ターネット化で親の仕事のスタイルが変わり、抜本的改革を求められ、リストラ、M&Aなどにより、業

績型、マネジメント型に文化を変えてしまったケースも多くあります。

（6）商品型

特定の商品や商品群の下に企業が生まれ、その商品に魅かれて人が集まってきた企業です。旅行好きな

人が集まった旅行会社やITマニアの集まるITベンチャーといったものが典型的な例で、あらゆる分野に幅

広く見られます。

企業内の組織、序列といったことにはあまり興味がなく、その目はその商品を使う顧客に向けられます。

顧客がその商品を使ってくれることに喜びを感じ、どうしたら満足してくれるかを真剣に考えます。この

純度が高い時は企業は強い求心力、そして最高のムードを保ち、働く人は生きがいさえも感じます。

そしてこの企業の商品はそのマニアックな強みを活かし大ヒットすることが多く、企業文化は薄らいで

行きます。View Point25の商品志向で述べたとおり、その商品が好きなわけではなく、ただ業績が上がっ

ている、有名企業という理由だけで入社する人が現われ、この人たちがキャリアアップしたり、ガバナン

スの関係で外部から経営者が来たりして、企業は変化していきます。そしてその多くはマネジメント型へ

と変身します。
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（7）マネジメント型

計画、実行、評価というマネジメントサイクルが経営の根幹であり、結果より予測、プレイヤーよりも

マネジャー、売上よりも利益、商品差別化よりも生産性、ノウハウよりも理論、技能よりも技術、秩序よ

りもシステム、意見よりも事実、といったことを重視する文化を築きます。予算達成度は高く、会議時間

が短く、ITを駆使して、年功序列を捨て若きリーダーを作ります。外から見ると言い訳を許さない「厳し

い｣企業です。子会社など親の文化を引き継ぐ企業を除けば、他の文化からの移行がほとんどです。企業

が長生きすると必ず一度は目指したり、そこに落ち着いたりするのがマネジメント型です。

カリスマ創業者が引退し、MBAなどの経営学を学んだり、マネジメント型の大企業に勤務していた2代

目、3代目がトップに着くと必ずといってよいほどカリスマ型からこのタイプに変身しようとします。そ

の他のタイプからの移行は業績悪化、不安定化がそのトリガーであり、業績アップ、安定のために外部ガ

バナンスがここへの変化を求めます。
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１

３

５

平均

ミッション徹底度

ラ
イ
バ
ル
志
向
度

計
画

目
標
設
定

顧客志向度
項目 計算法

理念

ミッション徹底度
ミッションが各項目に該当すれば１点加点。「ホームページのトップにある」「す
べてのオフィスに掲示されている」「全従業員が即答できる」「パンフレットなど
プロモーションツールにある」「経営計画に記載がある」

ビジョン・ディス
クローズ度

ディスクローズされているビジョンが「数値目標のみ→１」「目指す姿のみ→２」
「目標＋目指す姿→３」「目指す姿＋道筋→４」「目標＋目指す姿＋道筋→５」

戦略

ライバル志向度
各項目に該当すれば１点加点。「ホームページにシェアという言葉がある」「ライ
バルと競合する商品がほとんど」「他社と価格競争している」「プロモーションで
自社商品の優位性を訴えている」「業界での位置づけが２位または３位」

商品志向度
各項目に該当すれば１点加点。「商品名が社名に入っている」「その企業を代表す
る商品が誰にでも浮かぶ」「ホームページに商品開発の歴史がある」「商品開発部
門が生産、販売から独立している」「社内で商品開発部門が花形」

顧客志向度
各項目に該当すれば１点加点。「社内で顧客をお客さまと呼んでいる」「クレーム
対応窓口がある」「ホームページに顧客満足度という言葉がある」「自社顧客の会、
コミュニティなどがある」「営業のほかに顧客満足度を調査する部門がある」

計画

長期性 もっとも長い経営計画÷２

目標設定
各項目に相当するものがあれば５点から１点減点。「利益目標がない、公表されて
いない」「売上目標がきれいな直線」「目標の算定根拠がない」「現場の目標の積
み上げと全社目標が合わない」「過去の目標と実績の記載がない」

目標達成度
利益の目標と実績の差

利益目標
５－ ×１０ （利益目標がなければ売上で代替）
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COLUMN：なぜミッションは無視されるのか

従業員が自社にミッションの存在していることさえ知らない企業がたくさんある。なぜミッションは

見向きもされなくなってしまうのだろうか。

ミッションは社会貢献やビジネス限定を訴えている。多くの創業者（特に伸びていく企業の創業者）

は決してカネもうけでなく、本当にその仕事を愛し、社会へ貢献したいと思って会社を作る。創業当初

はミッションがフラグであり、このやろうとしている仕事の下に人が集まってくる。

会社が成長していくと、ミッションなど見ている時間もなく、毎日毎日が戦争となる。そして良い業

績が生まれ、いつの日かその良い業績を出すために皆が働くようになり、結果として良い業績を出して、

皆が達成感を味わい、給与が上がり、ハッピーとなっていく。

業績が悪化してくると、何とか手を打たなくてはと思うが、それは「何とか社会へ貢献しよう」や

「本業に回帰しよう」というものではなく、何が何でも業績を回復しようと思う。極端に言えば一緒に

働いてきた仲間のクビを切っても、仲良くしてきた取引先に値上げや値下げを要求してでも、そしても

うかることなら何でもかまわないから手を出して…となっていく。バブル崩壊時に一気にこの波が日本

中の企業を襲った。そして残念ながらこれらの努力は焼け石に水で、一度落ちた業績は上がらず、いつ

の日か企業は死んでいく。そしてその穴を埋める形で新しいベンチャーが誕生する…となっていくはず

である。

しかし日本の大企業の従業員の多くはその会社へ一生の忠誠を誓い、その消滅は自らの失業を招くと

考える。そこで何としてでも生き残りを目指す。そしていろいろな意見が出て収拾がつかなくなる。

景気がゆっくりと回復していく中で、多くの大企業は同じような結論に向かっていく。それは「悔いな

き道」である。企業がどんな戦略をとって成功するのか、失敗するのかはわからない。もっといえばバ

ブル崩壊は何をやってもだめな時はだめということを教えてくれた。
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COLUMN：なぜミッションは無視されるのか

その時日本人らしく、成功シーンよりも失敗シーンを浮かべる。もし失敗してもあきらめのつく戦略、

皆が納得して失敗を許す戦略はないかということである。この時皆思うのがミッションである。その会

社は何のための会社だったのか、何のために皆が集まったのかということである。ミッションは全従業

員が合意したのだから、これを指針として、約束事として、戦略を考えるというスタンスである。

多くの企業でミッション回帰はこうして起こる。そして不思議とその戦略の成功する確率は高い。
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どこを見るのか

第４章：組織の見方

・採用はトータル従業員数の増減を見る
・秩序はそのベースが年齢、業績、能力のどれかを見る
・階層構造は階層数、ネーミング、境界線を見る
・部門構造は第１キーの変化を見る
・ムードは業績から判断する
・給与はPNAVの変化をマトリクスで見る
・能力評価は公表度、合意度を見る
・教育はOJTの仕組を見る
・転職は企業の魅力変化から起きる
・人事部の集権度は人数とメンバーでわかる
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従業員の平均年齢と平均給与

ライフサイクルと採用のマトリクス 新卒中心の採用で

・従業員数が変わらない

⇒平均年齢は変わらず、平均給与も変わら

ない

・従業員数が増加している

⇒平均年齢は下がり、平均給与も下がる

・従業員数が減少している

⇒平均年齢は上がり、平均給与も上がる
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本章では企業内のヒト、つまり組織の見方について考えます。

本項ではヒトが企業に入る時、つまり採用の見方について考えます。

（1）採用の条件

採用は「自らの企業の将来に対する予測」といえます。採用状況は外部からもよくわかり、そこからそ

の企業の将来への思いを読みとることができます。

論理的には次の2つのいずれかの条件を満たした時、企業はヒトを採用するといえます。

①人件費＜増加付加価値 その人を雇うことによって、企業が支払う総人件費（勤務期間中に支払う給与、

福利厚生費、オフィス家賃などの和。生涯賃金といわれる）より、そのヒトの加入によって将来得られる

付加価値増加の合計が大きい時は、採用すれば利益が増加します。つまり将来付加価値が伸びる（売上高

が伸びる）と思った時、積極的にヒトを採用します。

②人件費＜外注費 先ほどの１人あたり生涯賃金を平均在籍期間で割れば、1人・1年あたりの人件費が出

ます。これよりも1人・1年あたりの外注費が高ければ、採用することで利益が増加します。つまり外部よ

り企業内部で仕事をやった方が安い時は採用して内部処理します。

この2つの構造が逆になった時（人件費＞増加付加価値、人件費＞外注費）、利益増加のために企業は

退職、つまり人員削減の方向にベクトルを取ることになります。

（2）人数

「期首従業員数＋当期採用人数－当期退職人数＝期末従業員数」です。退職人数はわからないことが多

いのですが、採用人数と経年の従業員数がわかれば計算できます。

「期末従業員数－期首従業員数＝当期従業員変動数＝当期採用人数－当期退職者人数」となります。当然

のことですが、採用人数と退職人数の差だけ従業員は増減します。この増減は企業のライフサイクルに
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よって見方が異なります。

①創業期、成長期

・従業員数が増加 ここでは(1)の①のパターンの採用がほとんどです。従業員の増加率は翌年の予想売

上高伸び率と同じにし、毎年その見直しで採用を決めていくというのがここでは普通です。まさに右肩

上がり経済型です。したがって従業員の増加率を見れば、企業がどの位売上高を伸ばそうとしているか

という意思が読み取れます。ただし年間を通して常に募集し、かつ採用しているタイプの企業は、この

従業員増加率よりも予想売上高伸び率のほうが高いといえます。ここには「ヒトさえいればきっと伸び

る」が「なかなかヒトが集まらない」という現状がよく見えます。

・従業員数がスライド この売上の伸びている時期に従業員数が増えていないのは、上の後半に書いた

ようにヒトが集まらないというものです。ヒトが増えないのに売上高が伸びていくので外注するか、残

業です。どちらの場合でも企業内は戦争のようになり、退職していく人も増えます。それを採用で補う

のが精一杯と考えられます。多くの優秀な中小企業が伸び悩む原因といえます。

・従業員が減少 この時代に退職者数が採用数を超えると大ピンチです。企業は崩壊の危機を迎えます。

②安定期

・従業員が増加 安定期の当初に見られるのは、成長期から安定期への変化点を経営者が判断ミスし

（まだ伸びていくと思う）、売上高が伸びていないのに従業員を増加させ、利益を圧迫していくもので

す。一旦この状態になるとリカバリーするには、退職人数を増やすしかありません。いわゆるリストラ

です。

安定期の中盤で見られるのは（1）の②のパターンです。外注していた業務を内部で行うようにすべく、

低コストの若き従業員数を増やすものです。安定期の末期に見られるのは次の変革期に向けてこれを
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先取りする形でなされるものです。ただこの2つはかなりレアなケースです。

・従業員数がスライド このパターンがもっとも多いといえます。退職者数だけ採用していくものです。

逆に言えば退職者数が少ないと従業員が補充されないことになります。創業して時間があまりたたないう

ちに安定期に入ると、定年退職者が出るまでは採用がストップされます。この時企業内のムードは沈滞化

し、人件費は年々増加し、企業は1つずつ年を取っていく感じがします。

・従業員数が減少 メーカーなどでオペレーションの生産性向上が図れる企業は、この分だけ人を減らし

ていくことになります。退職者数でも足りないと（1）の②のパターンで外注していたものを内部でオペ

レーションできるようにします。当然のことながら従業員の減少はオフィススペース縮小、工場の一部閉

鎖という目に見える形で表れ、企業に危機感をもたらし、絶望感のようなものさえも生まれます。

③変革期

・従業員数が増加 安定期の苦しさを乗り越え、新事業を開発するなどして新たな成長期を迎えると、今

度は従業員を増やしていきます。①の成長期とは異なり、多くの企業は知名度があり、募集すればヒトは

集まる状態で、優秀な若き従業員が集結します。ここでも従業員増加率に、経営者が考える予測売上高伸

び率を見ることができます。

定年退職者数をも越えて、若き従業員が入ってくるので、1人あたり人件費は落ち、売上高だけでなく

利益も上がるようになり、企業は活性化します。

・従業員数がスライド このタイプは多くの場合、選択と集中型の変革を行っており、総従業員数を変え

ず、事業ポートフォーリオを意識して、成長分野へヒトがシフトされていきます。若手従業員には大きな

チャンスが与えられますが、カット対象の事業（一時はこの企業を支えた主力事業であったことが多い）

のベテラン従業員はリストラの「つらさ」を感じることになります。
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・従業員数が減少 思い切って外科手術を行った企業に見られます。ただ多くの場合は上のポートフォー

リオではなく、事業自体を売却していくことが多く、単純に比較することはできません（当然のことなが

ら売却事業の従業員は売却先へ移ります）。ただ安定期を過ぎても死なずに生き残ったということは、多

くの場合残った事業自体は上の「従業員数増加」と同様の現象となり、企業は売上高増加、利益増加で活

性化していきます。

（3）需要と供給

企業が募集に使うキャッチフレーズを見ると、その企業におけるヒトの需要と供給のバランスがわかり

ます。

・需要＞供給 ヒトを雇いたいのに雇えないというものです。このとき募集キャッチフレーズは自社の長

所（シェア№1、××技術では日本一…）、労働環境（都心のオフィス、静かな田園の工場、寮・社宅完

備…）、給与（高初任給、さまざまな手当…）、働きがい（先輩の声、社会貢献…）などがホームページ

などを使ってアピールされます。

・需要＜供給 応募者が殺到して、採用者を決めるのが大変な企業です。ここでは募集キャッチフレーズ

が自社のミッション（これに賛同する人集まれ）、求める人物像となり、採用内定に長い道のりが用意さ

れます。企業は何とか応募者の中からもっとも能力が高く、パフォーマンスが期待される人を選ぼうと必

死であり、応募者は何とかしてそれに合わせて入社しようと必死となります。
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（4）新卒と中途

日本では新卒採用（学校を卒業した年に取る）が中心であり、これが日本企業の力の源泉であったとい

えます。同期、先輩、後輩、OJTなどが機能し、ヒト、企業ともにハッピーでした。

一方中途採用は即戦力補強というメリットはあるのですが、やはりイレギュラーといえます。創業期

（創業メンバーは皆中途採用です）、成長期には新卒だけでは足りないという理由で中途採用します。安

定期で中途採用には新しい血、刺激を求めるのですが、新しい血が機能しない（すぐにまわりに染まって

しまう）ことが多いといえます。変革期にも一時的に中途採用を求めることありますが、基本的には新卒

で若きメンバーを取る方が中心です。
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女性の活躍秩序の変化フロー

・目上・目下型秩序が強い企業では女性は活

躍できない

⇒秩序基準に性が入っている。「女の子」

と呼んでいる

・業績主義型秩序では女性に不利

⇒目上・目下型からの移行なので業績が出

しづらい。業績が出づらい、測りづらい

仕事を担当している。

・能力主義型秩序では評価方法次第

⇒上司の能力評価では不利。目上・目下型

秩序が必ず残っている
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組織を見る次のポイントは秩序です。秩序とは辞書によれば「規則だった関係」とあります。組織内

の秩序とは「関係」の中でも「優先関係」と表現したらわかりやすいと思います。つまり企業内で意見

が分かれた時、それをどうやって決めるかということです。一般には意見が優先される人のことを上司、

その意見に従う人のことを部下といいます。企業での秩序には次のようなパターンがあります。

（1）目上・目下型秩序

学歴、年齢（というよりも入社年次）、過去の個人業績、性などを組み合わせて、絶対的な秩序を作

るものです。まさに上司と部下であり、上司は部下に指揮・命令という絶対的な権限を持ちます。この

秩序は給与ランキングにも完全にリンクして、キャリアアップ（上位へあがること。ここでは出世と表

現される）はカネと名誉を得るものとなります。

目上・目下型秩序では「逆転」があり得るかどうかで、その絶対性は異なります。部下であった人が

逆転して上司になることがあり得るかです。入社年次を軸とすればこの絶対性をキープすることも可能

です。同期の中から成績優秀な人が上のポストに上がり、先輩は決して抜かないというものです。役所

のキャリア組などはこのルールを守り続けます。日本の企業は伝統的にこの秩序がベースにあり、会社

のムードを作ってきたといえます。上司は部下を評価し、そして育て、部下が育ち自らのポストに上

がってくれることで、自らが1つ上のポストへキャリアアップするという構造です。

この構造では当然のことながら上位ポストほど少なくなるので、普通にやれば、どこかで行き詰まり

となってしまうはずです。しかし従来はこれを次のような形でしのぎ、秩序を維持してきました。

・上位ポストをどんどん作る 社長、課長、担当といったフラットなキャリアステップから、課長の上

に部長、事業部長、本部長といった上位ポストを作っていく。
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・途中を小刻みにする 係長、主任、課長代理、部長代理、副部長という形でポストを細かくしていく。

・子会社を作る 子会社を作って、そこへ天下って行くことで自社のポストを増やす。

・部下なきポストを作る ポスト不足の問題点は上司1人に対し、部下複数という構造。そこで部下なき

担当部長、専門部長などを作っていく。

ここでの秩序は絶対的であり「上司の意見にはさからえない、さからうと評価が落ちて出世できない」

というムードを生み、View Point30で述べた企業文化でいえば、秩序型と呼ばれる企業になります。飲

みに行っても座席は上座、下座を意識し、エレベーターの乗り方、自動車の座席、敬語、上司へのあいさ

つといったマナーを徹底的に教育します。職場では朝礼、ミーティング、面接などのフェイス・トゥ・

フェイス型でのコミュニケーションが頻繁に行われ、秩序が企業を支配し、ファミリームード、仲間意識

を作り、上司が部下の仲人をやり、家族ぐるみのつき合いとなり、まさに経営家族主義と呼ばれるものに

なります。

（2）業績主義型秩序

企業が成長期のうちは何とかポストをやりくりして、目上、目下といった秩序をキープしますが、成長

が止まってくるとどうしても矛盾が目につくようになります。採用が抑えられていく中で部下の数は減り、

キャリアアップ適齢者を多数生み、ポスト不足だけでなく、給与ルールの矛盾（業績が上がらないのに従

来ルールでは給与を上げなくてはならない）を生み、企業を外から見ると「人件費高騰」という現象を生

み、株主など外部ガバナンスからこれを指摘されるようになります。常にこの矛盾の先頭を走ってきたの

が、高度成長日本を支えた団塊の世代です。
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そして企業はこの矛盾から脱却するために、従来の目上・目下型秩序を変化させていきます。ただしこ

の秩序変更は一気に行うことはできず、徐々に「キャリアップ要素を変える」という形で行われます。こ

の時まずプライオリティを上げる要素が個人業績です。企業業績が伸び悩んでいる中で考えられるので、

当然といえば当然です。成果主義と称し、仕事の結果を出した人がキャリアアップしていくようにします。

しかし個人業績をキャリアアップの要素として使うと、さまざまな問題を生んでしまいます。その最大の

ものは個人業績の測定法（業績は「企業全体の結果」として生まれる）であり、それに対する従業員の不

信、不満がまず表面化します。

次にこれによって従来の秩序が崩れ、部下が上司を抜いてしまうという現象が生まれます。これは本人
以外のほとんどすべてのまわりの人（同期、抜かれた上司）に不信を生みます。当然のように皆がこの個
人業績を追い続けていく中で、極端な場合は他人の業績を横取りしてでも、明日の業績を先食いしてでも
何とか自分の今日の業績を出してくというムードを生みます。
業績は上がることもあれば下がることもあり、その秩序は極めて不安定（部長が課長に降格など）とな

ります。いつ抜かれるかわからないので、上司が部下を明日のために教育することがなくなり、今日の業
績を共有する人たちが、その業績だけを追い求めて協働するようになります。こうして秩序は崩壊してい
きます。
ムードはギスギスしたものとなり、従来「内山課長」と「肩書き」をつけて呼んでいたのが、「内山さ

ん」とすべて「さん付け」（肩書きのランキングが秩序たりえなくなる）となり、上司と部下が互いに敬
語を使うようになり、当然のことながら人的コミュニケーションを取るムードではなくなり、メール、
ネット掲示板などがその中心となります。
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（3）能力主義型秩序

業績による秩序を取っていると、皆が個人業績に走り、企業としての規模の利益、シナジーが働かなく

なっていきます。そしてその兆候を、「無秩序状態」（部下が上司の言うことを聞かない、上司を上司と

思わなくなる）から経営者が察知します。そして新たな秩序を模索します。

多くの企業は「能力」を秩序に加味するべきという結論に達します（まれに業績秩序をとらずに、目

上・目下型から直接「能力秩序」に向かう企業もあります）。つまり能力の高い人がキャリアアップして

いくというものです。

これには2つの難問があります。1つはどの能力を「ものさし」とするかです。人間にはさまざまな能力

があり、単純に能力が「高い」「低い」というわけにはいきません。その解決策として企業内の業務別に

能力定義表を作ります。

2つ目はその能力をどうやって測るかです。よく考えれば能力が結果を生んでいるなら、その結果で能

力が測れるはずであり、業績主義型と変わりません。今の業績には活かされていない、何らかの事情でパ

フォーマンスが出ていない能力を評価しなくてはならないことになります。そのため多くの企業ではキャ

リアアップ時にはレポート、グループディスカッション、面接などによってその人の意見を聞き、その意

見から能力を読みとろうとします。

このタイプの企業は上の2つの問題点をどれ位クリアするかによってその秩序が全く異なるものとなり

ます。何らかの形でこれを完全にクリアした企業は、従業員が能力の高い人の下で働くという喜び、そし

てプライドを感じ、企業に求心力が働き、企業全体のムードが高まっていきます。
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失敗する典型的なケースは、後者の問題をクリアできない時です。多くの場合能力評価を直属の上司評

価だけに頼っています。直属の上司は部下の現在の仕事しか見ておらず、業績を見ているのと同じことに

なり、不信感を生み、能力の高い人が能力評価が低いと感じ退職し、それを残された従業員が気づき、…

とまさにドミナントのように秩序が崩れていきます。このタイプの企業は従業員に会うと絶望感のような

ものを持ち、「うちの会社は上が何を考えているのかわからない」といった表現をとるのが特徴です。た

だこのタイプも優れた能力を持ち、現場をよく知り、社内から信頼される人が経営者となり、評価方法な

どを変えれば極めて短期間でムードが変わります。
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階層ランキング

・役職ランキング（仕事に着目）

主任＜係長＜課長代理＜専門課長＜課長

部長代理＝次長＜副部長＜専門部長＜部長

・資格ランキング（給与に着目）

主事＜主査＜副参事＝参事補＜参事＜副参

与＜参与＜理事
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次は組織構造を見ます。組織構造は階層構造（たての関係、本項で述べる）、部門構造（横の関係、

View Point34で述べる）の2つに分けて見ます。

階層構造とは、View Point32で述べた企業内の「上下関係」によって作られる「層」のことです。

ビューイメージ下図のような三角形（下ほど人数が多く、上ほど少ない）で表わされているので、ピラ

ミッド構造（特に三角形の高さが高い時によくこの表現をとる）ともいいます。次のような見方をします。

（1）階層数

階層がどれくらいのランキング数（事業部長、部長、課長…）を持っているかを見ます。この階層数は

企業ライフサイクルと大きな関係があり、ビューイメージ上図のように変化していくのが一般的です。

①創業期～成長期の前半 企業の誕生時には極めて少ない階層数（この状態では三角形の高さは低いので、

ピラミッドに対し、フラットという表現をとる）で誕生します。そして成長するにつれ「管理スパンの原

則」から階層度を高めて行きます。これは1人の上司が持てる部下の数は限界があるというもので、この

数を管理スパンといいます。

管理スパンを5人で考えてみましょう。その企業に末端ベースで100人分の仕事がある時は20人の上司

（例えば課長）が必要です。さらに20人を取りまとめる上司（例えば部長）として4人必要であり、この

4人を経営者が管理します。末端の仕事が増えて200人になると課長は40人、部長は8人、経営者の管理ス

パンが5人を越えるので部長と経営者の間に2人の事業部長を作ります。1000人なら課長200人、部長40

人、事業部長8人、事業本部長2人となり階層数はどんどん増えていき、まさにピラミッド構造となりま

す。
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②成長期の後半～ 成長期の後半に入ると、企業はその仕組をシステマチックにしようとする動きが現れ

ます。その柱は給与です。この時代まで給与は経営者の恩情（社長ががんばった社員に給与を多く払う）

などによる所も多いのですが、給与を公平に分配しようということになり、給与の計算式が設計されます。

この時給与のベースとなるものとして給与ランキング（資格等級などと表現されることが多い）を作りま

す。一般職5級、4級、3級、2級、１級、管理職4級、3級、2級、1級…といったものです。これには主事、

参事、副参事、参事補、理事といった不思議な言葉もよく用いられます。

そしてごく自然にこの給与ランキングと仕事の管理をする組織階層を一致させようという動きが出てき

ます。当然のことながら管理スパンから生まれる階層ランキングよりも給与ランキングの方が多く、この

ため階層構造をこれに合わせていきます。一般職2級は主任、1級は係長、管理職4級は課長代理、3級は

課長、2級は部長代理…といった形で階層数はみるみる増えていきます。

③安定期前半～ 企業の成長が止まっていくとView Point32で述べたように、ポスト不足が表面化して

きます。企業内には人事の停滞感（「頭を打つ」と表現される）が生まれ、ムードがダウンします。一方

給与ランキングのルールでは上がっていく（年功給がある）ので、階層構造との矛盾がどうしても生まれ

てきます。そこで給与ランキング上で管理職となっているなら、そのポストがなくても「課長」と呼ぶこ

ととし、部下なき課長、部長が誕生します。担当課長、専門課長ではわかりづらいと部長付、副部長、部

長代理など新しい役職を作り、階層構造は増えるというよりも混乱してきます。

④安定期後半～ 売上がスライドしていくのに給与を上げていく中で、やはりView Point32で述べたよ

うに企業は人件費高騰という現象を生み、給与ルールの見直しをせざるを得なくなります。つまり給与ラ

ンキングの見直しです。このとき給与ランキング数は減り、かつ昇格（給与ランキングが上がること）が

極めて難しく（昇格する人を減らせば給与は増えない）なります。
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さらにこの給与ランキングにあわせる形で階層数を減らします。担当→主任→係長→課長代理→課長→

部長代理→部長…となっていたものを課そのものを廃止して（そもそも係などすでになくなっていること

も多い）担当→部長代理→部長とすっきりさせます。また上位の事業部長、事業本部長といった層もカン

パニー制などを取ることで、部長の上はカンパニー長だけとし、その上の管理スパンは無視（管理しない

で全面的に権限委譲する）といった形を取ります。こうして組織階層は急速にフラット化していきます。

⑤変革期 企業は事業部、カンパニー制などをベースとして、成長するものと成長しない事業に分けられ

ます。成長しないものは売却、撤退という形で組織が消滅します。一方成長する事業はもう一度成長期に

入るのですが、ここでは管理スパンなどは無視され、成長しても階層数は増やさず、チームの人数が増加

していくという特徴を持ちます。

企業の階層数を見ればライフサイクルと秩序、給与の関係がよくわかります。（2）ネーミング

階層のネームにその企業の体質のようなものが見えます。

・係長、課長、部長… 絶対的な秩序を持ち、業績が安定している企業（公的企業など）は頑なにこれを

守ります。ここでは「上司といえば親も同然」です。

・「課長、部長」＋「専門職級」 複線人事と呼ばれるもので、営業、生産などライン部隊では上司、部

下という秩序を持ち、技術、研究開発、スタッフなどは能力重視の専門職級（主任技術者、主管研究員

…）を持つものです。部下のいない専門職にプライドを持たせることが最大の目的です。

・「～代理」がマジョリティ ～代理（～次長）とつく人がもっとも多い企業です。従来の係長を課長代
理、課長を部長代理と呼ぶものです。組織構造は係、課がなくフラットにしても、従業員のプライドは守
るというものです。
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・チームマネジャー、マネジャー、ゼネラルマネジャー（グループマネジャー） 係長、課長、部長と

いった組織対応のライン長を作るのが難しくなり、能力ランキング表と対応する形で変えると、このよう

なネーミングになります。従来の係長待遇、課長待遇、部長待遇といったものです。～代理と比べると企

業内の秩序を大切にしているといえます。代理会議というのは開かれませんが、マネジャー会議（マネ

ジャー以上が集まる）はよく開かれます。

（3）境界線

企業階層は大きく3階層に分かれます。末端がプレイヤー層（一般従業員、平社員、担当…）であり、

実際に仕事をやっている人たちです。その上がリーダー層（管理職、マネジャー層、中間層…）であり、

プレイヤーの仕事をサポート、マネジメントする層です。その上が経営層（デシジョン層、トップマネジ

メント…）であり、経営者として経営資源配分などの意思決定を行う層です。この3層の境界線を見ます。

日本型企業では従来これがはっきりしていないことが多く、近年これをはっきりさせる方向に動いていま

す。言い方を変えればはっきりしている企業はその方向にあえて変革した企業といえます。

①プレイヤー層とリーダー層の境界 労働組合がある企業では、組合員（プレイヤー層）、非組合員

（リーダー層）と形式的に分けていますが、実質的な境界線を見ます。つまりリーダー層がプレイをして

いるかいないかです。境界がはっきりしていない企業（リーダーがプレイヤーを兼務）は、リーダー層の

意識は「実行」に向かっており、マネジメント力、リード力が極めて低いといえます。そして結果重視、

プロセス軽視という傾向を生みます。ここではリーダー層のランキングが多く、リーダー層の上位層にな

らないとマネジメントをやらない、というよりもやる必要がありません。
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②リーダー層と経営層の境界 この境界の方が一般的にはよりファジーです。明らかな経営者といえる取

締役でありながら、営業部門担当、××工場長といった形で、リーダーとしての仕事をやっていることが

ほとんどでした。そのため経営層も平取、常務、筆頭常務、専務、副社長…といった形で激しく階層化さ

れていました。近年ではこの境をはっきりすべく、View Point18で述べたように執行役員制を入れ、ここ

までをリーダー層として、数少ない取締役を経営層とするのが大企業の常道となりました。

境界線のあいまいさと階層数は相関があり、かつその変化を見るとその企業の考えていることがよくわ

かります。
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組織構造の法則
組織の変化フロー

・組織はどんなスタイルを取っても必ず問題が

起きる

・その問題を解決するために組織は必ず複雑化

する

・複雑化すると指揮命令系統がはっきりしなく

なり、統制が取れなくなる

・そこで経営がミッションに立ち返り、ミッ

ションに則った単純な組織とする

・単純な組織は事業部などとよばれ、その単位

に損益が計算される
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階層構造（たて）の次は、部門構造（横）を見ます。部門構造とはプレイヤーレベルの仕事をどのよう

に分担するかということです。多くの企業では分担の第一キーはラインとスタッフです。これはView

Point14でも触れたように、本業の仕事（ライン）とそれをサポートする仕事（スタッフ）に分けるもの

で、ライン＆スタッフ組織とよばれます。

ライン部門は「現場」「第一線」という表現がよくとられます。感覚的にはここで業績が生まれると考

え、ライン単位に損益が計算されます。階層構造もこのライン部門をベースとして考えられています。

一方スタッフ部門はサポート、支援といった表現が取られます。階層構造はライン部門にて設計された

ものが流用されます。ただラインと異なり、階層が浅いのでラインとはややニュアンスが異なるものとな

ります。大企業では、後で述べる本社スタッフの部長（人事部長など）はラインの部長（××事業部営業

第一部長）よりもランクが上で事業部長クラス、部門スタッフの課長（営業支援課長）はラインの課長

（営業第一課長）をサポートしているのでやや下、といった感じで構成されることが多いといえます。

部門構造ではこのラインとスタッフをはっきりと分けて見ていきます。

（1）ライン部門

ライン部門を見る時もっとも大切なことは、それがどういう基準でグルーピングされ、チームとなって

いるかです。

①地域別組織 企業が成長していく過程で次々とオフィス、工場、店舗などを増やしていった企業によく

見られます。ミッションは多くの場合「社会」です。東京支店、鹿児島工場、広島店といった形で地域名

が組織の頭に付きます。マーケティング戦略にエリアマーケティング（地域ごとにマーケティング戦略を

変えていくもの）が採用されると、営業系の組織ではこれが長続きします。工場などの組織では、地元採
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用という形で労働の需給バランスを整える場合によく使われており、各地域の工場がそれぞれ文化のよう

なものを作っていきます。

②商品別組織 企業が商品の多品種化、事業領域拡大によって成長した場合に、このような組織がとられ
ます。ミッションは多くの場合「商品」です。企業内では営業サイドよりも開発、工場などオペレーショ
ンサイドの方が力が強く、企業全体も顧客、マーケットよりも商品にその目が行っています。しかし次第
にマーケットが着目され、View Point25で述べた商品ポートフォーリオ（商品のバランス）が重視される
ようになります。ここで組織を思い切って顧客別組織など、他のスタイルに変えるとView Point26のライ
バル志向となるのですが、組織をそのまま商品別としておくと、いつの間にかマーケットよりも商品に目
が行くようになり、｢作ることのできるものならどんどん作る｣という形でマーケットから離れていきます。
③顧客別組織 企業の成長していく過程が、「新規顧客の獲得」という形でなされていく企業で取られま
す。マーケティング戦略重視であり、顧客を獲得するために商品よりもライバル企業にその目がいきます。
ミッションは多くの場合「顧客」であり、ここでは顧客がセグメント化（得意客、一般客、一見の客な
ど）され、セグメントごとに経営戦略が考えられます。
また②の商品別組織で各商品部門ごとにカニバリしたり、マーケットを見なくなると経営がこの顧客別

組織へ思い切って変身させます。しかしうまく行くには時間を要し、現場から不満（特定の商品の売上に
偏ってよいのかなど）で組織が迷走していくことも多いといえます。いきなり商品別から顧客別へ組織変
更した企業は要注意です。
④複合型 企業が大きくなってくると組織分化も激しくなり、上の①～③のどのスタイルでも次第に組織
区分キーが錯綜していきます。典型的なパターンは次の2つです。
・1つの部門に複数のキーがからむ 支店の中に商品別のチームがあったり、商品別組織の中に地域別や

顧客別のチームがあるというものです。エリアマーケティング、商品ポートフォーリオ、顧客のセグメン



View Point34：部門構造は第１キーを見る

197

ト化といったことがすべて中途半端になってしまうことも多いといえます。そのため何か問題が起きると

（同じ顧客に2人のセールスが行く、戦略商品を販売努力しない…）、その度に小手先で組織を部分的に

少し変えることになり、次第に組織は複雑怪奇なものになっていきます。指揮命令系統は崩れ、そのため

の連絡担当としてのスタッフが生まれ、スタッフとラインの区別がわからなくなり…となっていきます。

これを排除すべく（3）で述べる事業部へとシフトしていきます。しかし事業部などでも、またその中で

同じ現象を生んでいくことも多いといえます。

・スタッフからラインへ もともとはメーカーは「作る」ことがライン、それ以外はスタッフ、流通業は

「売る」ことがライン、それ以外はスタッフとなっています。しかし次第に組織が大きくなっていく中で、

従来はスタッフ的役割であった部門が、あたかもライン部門のように成長していきます。メーカーでの販

売部門や、流通業の購買部門といったものです。そして業務ごとに組織は分化され、それぞれが別の組織

区分キーを持ちます。工場は商品別、営業は地域別といったものです。こうなると工場サイドと営業サイ

ドは目的意識が全くといってよい程異なるものとなります。

これを解消するには2つしかありません。業務別に分社するか、区分キーを1つにするかです。前者の場

合はますます距離が遠くなりますが、工場はメーカーとして、営業は流通業として独立した企業になって

いきます。後者の場合はさまざまな組織キーがとられており、そう簡単には整理できませんが、次第に商

品別か顧客別の組織に収束していきます。

（2）スタッフ部門
スタッフ部門は大きく2つに分かれます。1つは経営企画室、人事部、経理部、総務部といった経営側へ

のサポートであり、本社スタッフとよばれます。もう1つは販売企画部、技術部といったリーダー、プレ
イヤー層へのサポートであり、部門スタッフとよばれます。
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①本社スタッフ 人数を見るとその内部統制がよくわかります。ベンチマークよりも本社スタッフ部門の

人数が多い企業は中央集権型といえます。ここではヒト（人事など）、カネ（予算作成など）、モノ（商

品開発、選定など）などに関し、本社スタッフが大きな力を持ち、現場をコントロールしています。逆に

この人数が少ないと、これらのコントロールがラインのリーダーに任されているということになり、独立

度が高いといえます。

これら本社スタッフの人数を経営者が減らしていくという時は、その権限を現場に委譲していくという

ことを意味します。

逆に本社に新しいセクションを設ける時は、現場のリーダーのコントロール部分を中央に集めて強めよ

うとする意思といえます。近年では顧客満足度推進室、CSR本部、IRセクションなどが多く見られます。

②部門スタッフ 部門スタッフは非常に難しいセクションとなります。本質的には特定ラインへの特定機

能（工場なら品質管理など）のサポートなのですが、その職場がライン側にあることが多く、ラインリー

ダーの部下のようになってしまうことも多いといえます。営業支店内の販売支援スタッフなどがその典型

です。支店内というライン部門に席があり、いつの間にかそのライン内に組み込まれていきます。そのた

めラインが１人ひとりでやらない方が効率的なものが自然にスタッフに集まるようになり、サポート分野

が次第に広がって行き、いわゆる雑用まで任されるようになります。こうしてスタッフメンバーのモチ

ベーションを次第に落としていくことになります。

そのためこのスタッフとして本来設計した機能以外の部分をアウトソーシング、テンポラリースタッフ

（パート、アルバイトなど）で補い、本社スタッフ側に現場の部門スタッフのとりまとめセクションを持

つようになります。この時部門スタッフが予算コントロール（目標設定、経費配賦、予算実算のチェッ

ク）を担当すると、比較的本来の秩序（サポート部門としての役割。ただしコントロールが行き過ぎると
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今度はスタッフとラインが上司と部下のようになってしまう）に戻ることが多いといえます。

（3）事業部

地域別組織、商品別組織、顧客別組織の混乱を排除すべく、企業規模の拡大とともに事業部制を取るこ

とが一般的です。近年では中小企業にも多く見られます。これは第一キーを事業部として組織の長に思い

切って権限を委譲し、そのうえでこの単位に損益を出し、その事業部長に結果責任を負わせるというもの

です。経営側は会社の商品別、地域別、顧客別のポートフォーリオを考え、ヒト、カネ、モノなどの経営

資源の配分を効果的に行うというものです。

ここで見るべきポイントは次の2つです。

①事業部内に本社スタッフを持っているか 事業部には当然のことですが部門スタッフはいますが、ここ

に人事部、経理部などの本社スタッフ機能まで持つものです。このタイプは完全な独立採算制を取ってい

ます。事業部間の人事交流、協働はあまりなされず、ほとんど別会社同然となっています。

ポートフォーリオよりも権限委譲による経営のスピードアップ（事業部長がすべての権限を持ち、素早

く意思決定する）のがそのねらいです。残された本社スタッフは、事業部間の調整を行う協同組合の事務

局のようなセクションとなり、本社経営サイドは事業部の株主のような監視機関となります。これがもう

一歩進むとカンパニー制、さらには分社化、持ち株会社化とガバナンスに合わせて組織を変化させていき

ます。
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②事業本部 一方で大企業では事業部が独立性を高めていくと、事業部同士の協働がなくなり、場合に

よっては競合し、シナジーが期待できなくなることもあります。そこで協働、シナジーが期待されるいく

つかの事業部の上に事業本部という組織を作ります。事業本部は配下の事業部のポートフォーリオ、シナ

ジーを意識してヒト、カネ、モノなどの経営資源配分をその中でダイナミックに行うようになります。こ

の事業本部もやはりカンパニー制、分社化、持ち株会社と進んでいくことが多いといえます。
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従業員を見れば会社のムードがわかる

ムードの高い会社の従業員は
・社員バッチをつけている
（会社にプライドがある）

・自社商品に愛がある
（商品にプライドがある）

・自社の組織の悪口を言わない
（公平感がある）

・明るい（業績が上がると思っている）

・隣の部門がやっていることをよく知っている
（企業全体の業績に興味がある）
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組織を見る次のポイントは、組織内のメンバー同士の関係です。これは「ムード」という表現がぴっ

たりです。

同じ能力を持つ人がチームとして集まり、同じ組織構造で、同じビジネスモデルで仕事をしても、そ

して同じ環境（顧客、ライバル…の状況）だとしても、業績という結果は異なったものとなります。こ

の要因がムードです。ムードは業績に与えるもののうち、能力、組織構造、ビジネスモデル、環境とい

う直接的な要因以外のものを言います。

企業外部から見れば、ライバル企業と同じような能力を持った人が、ライバルと同じような組織構造、

ビジネスモデルで仕事をやっているのに、業績に違いが出ている時や、今までと同じ企業メンバーなの

に不思議と業績が上向いて来た時などの要因をムードとしてとらえます。プロ野球でいえば昨年と同じ

チームなのに、監督交代などで万年最下位のチームのムードが上がって、優勝を目指すようなものです。

個人のやる気のように「気持」（推測が難しい）ではなく、業績に着目しているので外部からも推測す

ることができます。

ここでいうムードは業績という結果から見ています。したがって何を業績と考えるかによって、同じ企

業の同じ状態であってもムードの高低は異なるものになります。売上が伸びているが利益が下がってい

る企業で考えてみましょう。ここで業績を売上と考えればこの企業は高いムードであり、業績を利益と

考えれば低いムードです。

ムードに影響を与える要因、ムードを推測できる要因は数多くありますが、次のような項目がビューポ

イントです。
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（1）秩序

ムードともっとも密接な関係を持っているものが、View Point32で述べた秩序です。典型的な秩序パ

ターンでムードを考えてみましょう。

①目上・目下型秩序 売上を業績として、かつ企業が成長期、業界が右肩上がりの時は最高のムードを作

り出します。いわゆる体育会系ムードで号令一下、すべてのメンバーが効率的に動いています。そして業

績も上がるのでムードが上がり、そのムードが業績を作り…という好循環を生みます。

しかし企業が安定期に入り、売上がスライドすると、効率的に仕事をしても業績が上がらず、達成感が

生まれません。これ自体は主に環境の変化であり、ムードダウンではないのですが、この未達成の状態が、

「こんなにがんばっても達成できないのか」というムードを生んで、ゆっくりとダウンしていきます。安

定期後半から変革期に入り、利益を業績とすると、View Point32で述べたように目上・目下型秩序では到

底やっていけず、それでも無理にこの秩序を続けるとムードダウンが激しく起こります。

②業績主義型秩序 ①からシフトする業績主義型秩序では、View Point32で述べたように個人業績の判定

に対する不平・不満が生まれます。さらにこの時期に業績目標を売上から利益へ変えていくことが多く、

企業内に、「いったいどうすれば利益目標を達成できるのか」という疑問が沸いてきます。そしてその疑

問がムードをダウンさせ、業績を落とし、業績ダウンがムードを落とし、…と悪循環になります。

③能力主義型秩序 能力による秩序を加味するとムードは変化します。1つは今日目標を達成しなくても、

能力を高めれば明日達成するはずだというムードアップです。このムードアップが明日の業績を生み…と

好循環していくことが多いといえます。
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2つ目はView Point32で述べた従業員のプライドです。能力を高めることは本人のプライドを生み、そ

れがチームのムードとなって表われます。そしてこのムードが業績を上げていきます。そこには「我々は

プロフェッショナル集団」というムードが生まれてきます。

（2）階層構造

企業が最高のムードを出すのは、業績を売上として、業績が伸び、階層数、つまりキャリアステップが

多くあって、皆がこれを1つずつ上がり、給与もそれに合わせて上がっていく時です。

この状態で売上がスライドし、従業員の拡大が止まっていく中で階層数を変えないと、当然のことなが

らごく1部の人しか階層を上げられないようになり、「どうして彼だけ」という不公平感が出て、ムード

はダウンします。

さらにView Point33で述べたように思い切って階層数を減らすと、その階段の直前にいた人たち（課

長一歩手前で課長廃止）が大きくムードを落とします。専門課長や資格（給与ランキング）などによって

これを止めようとしますが、流れは止まりません。

しかし不思議なことに時がゆっくりとこのムードダウンを解決してくれます。次第に階層数が少ないの

があたり前となり、人間はそれに慣れ、ムードの低下は止まります（再度のムードアップはしませんが）。

（3）業績

業績の代表的なものに売上高と利益があります。これを組み合わせると次の4つの状態になります。

①増収増益 売上高、利益とも上がっている状態です。その好循環がムードを上げ、そのムードが業績を

上げていきます。これがうまく働くと創業以来30年間増収増益といった企業となります。
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②増収減益 売上高は上がっているのに利益が下がっている状態です。多くの場合現場の業績目標は売

上高で、これを達成しており、現場のムードは上がっています。「苦しい戦いの中でやっと目標予算を

達成した」というムードです。しかし利益目標は未達で、経営は株主などのステークホルダーから圧力

を受けます。ここでいきなり現場の目標も利益一本にシフトすると、現場は大混乱となります。「今ま

でやってきたことは何だったんだ。なぜ売上を達成したのにボーナスが出ないんだ。利益なんて実感が

ない。利益を出すのは経営者の仕事だろう」というものです。この混乱がムードを落とします。

③減収増益 売上高が落ちてきたのに利益が上がっているものです。この典型的なパターンは次のよう

な結果として生まれます。売上高がダウンしているので現場は売上予算を達成できず、そのため人件費

のコストカットの対象となり、特にリーダークラスが矢面に立って責任を取らされます。利益は上がり

ますが、当然の帰結として現場のムードは日に日に悪化していきます。

④減収減益 コストカットも限界まで来て、増収に変わらないとこの状態となります。企業内のムード

には絶望感のようなものがあり、そのムードが業績をさらに悪化させます。

（4）若手、女性の活躍
ムードダウンした時のカンフル剤としてよく考えられるのが、若手や女性の登用といえます。

①若手 企業が年功序列を打破した証しとして、若手のメンバーを課長、部長に抜擢して企業内のムー
ドを高めようとするものです。これは企業内のメンバーが経営の意思をはっきりと読み取ることができ
ます。しかしここで抜擢の条件を明らかにせず「つまみ食い人事」のようなことをやると、本来年功で
昇格するはずだったベテランだけでなく、他の若手にも「なぜ彼だけが…」という不信を生みます。そ
してムードは一気に落ちます。
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抜擢条件（例えば能力認定など）がはっきりし、対象メンバーが合意（ベテランにはなぜ我々が若手

の時にやらなかったのだという不公平感は残りますが）すれば、能力を上げれば昇格するということが

組織内で認識され、「自らの能力を上げよう」というムードが高まります。

②女性 企業内で差別感のあった女性を、上記の若手のような形で抜擢するというものです。これも若

手の時と同様にその条件を企業内で認知、合意していないと逆効果といえます。さらに「あなたを我社

の女性の先頭として課長にする」といった形で、無理して（女性という理由を前面に出して）抜擢する

と、周囲よりも本人のプレッシャーが大きく、退職する可能性も高くなります。そしてこの退職は残っ

た女性たちにも波及してムードダウンを生みます。
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給与システムがうまくいかない会社

・給与の高い人だけで給与の仕組を決めてい

る

・給与が労使の戦いとなっている

・給与の仕組よりも給与が上がるか下がるか

ばかりを議論している

・給与の仕組を従業員が理解していない

・そもそも給与のことを話すことがタブーと

なっている
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組織を見る次のポイントは給与です。ここでいう給与とは、経営者を含めた従業員の受けるすべての

報酬を指すものとします。つまり月々の給料と手当の他、賞与、退職金などがすべてその対象です。

給与は外部から「見る」のはなかなか難しいのですが、P／Lの支払給与、有報にある「平均年間給

与」から総額はとらえることができます。またその企業に勤める従業員から給与の仕組を聞くことがで

きます（仕組は営業秘密でもなく、個人情報でもないと思います）。私もよく聞きますが、多くの従業

員は当然のことながら給与に興味があり、この仕組、ルールをよく知っています。

給与を見る目は次の2つです。

（1）給与レベル

給与水準（従業員1人あたり給与で見る）が高いか低いかです。高低は比較する相手が必要であり、経

年変化とベンチマーク比較を行います。

①経年変化

・1人あたり給与が上昇 あわせてPNAV（1人あたり純付加価値）を見ます。これが同じように上昇し

ていれば、従業員分配はノーマルになされており、企業は「好調」といえます。

PNAVがスライド、下降している時はいくつかのケースが考えられます。もっとも考えられるのは当期

の企業目標を達成せず、給与が当期業績ではなく前期業績などと連動しているケースです。この場合来

期以降はリバウンドする形で給与ダウンをせざるを得ず、長期的には採用を絞り、それでもだめなら退

職勧告が予想され、企業はシュリンクしていきます。

またそもそも給与が業績にほとんど連動していないケースも考えられます。
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ていれば、従業員分配はノーマルになされており、企業は「好調」といえます。

PNAVがスライド、下降している時はいくつかのケースが考えられます。もっとも考えられるのは当期

の企業目標を達成せず、給与が当期業績ではなく前期業績などと連動しているケースです。この場合来

期以降はリバウンドする形で給与ダウンをせざるを得ず、長期的には採用を絞り、それでもだめなら退

職勧告が予想され、企業はシュリンクしていきます。

またそもそも給与が業績にほとんど連動していないケースも考えられます。売上高ダウンなどに人件費
が反応しないもので、多少のブレ（良い時もある、悪い時もある）であれば問題ないのですが、PNAV
下降がトレンドなのに反応しないとすると、利益の悪化は急激となり、いつ経営がリストラを意思決定
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するかということになります。そしてこの期間が長いほど、そのリストラの度合（給与ダウン、人減ら

し）は大きいといえます。

・1人あたり給与が下降 ここでPNAVが下降している時は、企業内の従業員自身が自らの給与と業績が

連動していることを強く感じています。長く続くと「何とか今日の業績を上げないと…」いう危機感が生

まれてきます。しかし従業員の「がんばり」ではいかんともできず、経営の変革を待つことになります。

PNAVが上昇している時はいくつかのケースが考えられます。もっとも考えられるのは企業が急成長し、

毎年若き従業員が大量入社（給与がベテランよりも低い）しているケースです。毎日が戦争で毎日成長し

ている実感が従業員にあります。もう1つは給与上昇、PNAV下降の反対で、業績に連動しない給与体系

で利益が上昇した時です。長く続くと次第に従業員のうち能力の高い人が低給与に気づき、ヘッドハン

ティングなどで他社へ移るリスクを抱えています。

②ベンチマーク比較

・1人あたり給与がベンチマークより高い あわせて従業員1人あたりの利益を見ます。ベンチマークより

利益が高ければ（付加価値が比例すると考えて）給与が高いのは当然です。逆に利益が低い時は、経営者

がどう思うかで企業は変化します。従業員分配が多くて「良い会社」と思うか、「人件費が利益を圧迫し

ている」と思うかです。前者はさらなる利益を求めるでしょうし、後者では給与ダウンという選択となり

ます（しかし多くの経営者は自分も給与をもらっているので、外部から圧迫されない限り、このケースで

「下げる」という決断はあまりなされないはずです）。

・1人あたり給与がベンチマークより低い これで1人あたり利益が高ければ、ESが低いこととなり、

ムードは停滞し、能力の高い人がやめる危険があります。利益が低ければ、利益を上げることに全従業員

が努力して、利益が上がれば給与が上がることを、経営者が全従業員に宣言することが多いといえます。
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（2）給与体系

給与体系は何をベースに払っているかを見ます。

①時間給 当期に何時間働いたかをベースに支払うものです。パート労働などを除くと所定労働時間分を

基本給として払い、オーバーした分を残業代（時間外手当）として払うのが一般的です。労働法に則った

ものといえます。

しかしこの残業代にはいくつかの問題点があり、企業内の秩序、ムードを崩すリスクを抱えます。任さ

れた一定の仕事をやっている従業員に適用すると、同じ仕事量の割当だと効率の悪い人ほど（時間がかか

る人ほど）高給与となってしまい、不公平感が生まれます。そこで裁量労働制（特定業務については業務

単位に一定時間働いたことにする）を取ると、今度は仕事量と標準時間の算定が難しいといえます。

ここでのノーマルな方法は、時間給の単価（いわゆる時給）を④の能力給とすることです（効率の良い、

能力の高い人の時給が高い）。

また管理職を労働法上の使用者（労働法では「事業主のために仕事をする人」を含めて使用者としてい

る）として、残業代を支払わないのが一般的です。しかしこれでは残業の多い忙しい会社では、プレイ

ヤーとマネジャーの給与が逆転してしまうこともあり、キャリアアップの感激がなくなる（昇格しても給

与が下がる）という問題も起きています。

②年功給 過去の累積労働時間に対して支払うものです。その論理は過去の労働も今期の業績を生んでい

ると考えるものです。基本給の年々アップ（ベースアップ）、退職金（働いた年数が多いほど累進的に増

えるのが普通）という形でなされます。この比率を高めていくと定着率が高まるだけでなく、企業への求

心力、ロイヤルティが高まっていきます。
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しかしこれでは年々給与額を増やしていくことになり、創業期、成長期の企業以外はつじつまが合わず、

安定期の企業で採用を絞ると（年功の多い人が相対的に増える）、ES（従業員分配率）を上げる結果と

なり、利益を圧迫します。これに気づいた企業は早期定年制で早めに結着をつけようとします。

③業績給 今期、または前期の業績に連動させるものです。前期の業績に連動させ、残業代を払わない

ようにすると、期首に1年間の給与が決まることになります。これを年俸制といい、現代の企業ではリー

ダー層、経営層に広く見られます。プレイヤー層では、業績給は賞与および基本給に反映されることが

主流です。

業績給はESを一定にすることを意味し、企業のステークホルダーから合意が得られ、経営にとっては

ある意味で望ましいといえます。しかし業績が下がった時はPNAVダウン、平均給与ダウンという（1）

で述べた状況となり、危機感を生みます。多くの企業では業績連動は上位層ほど大きく、下位層ほど小

さくしてその給与変化のショックを和らげています。

④能力給 従業員の能力に給与を支払うもので、基本給に加味されることが多いといえます。業績給の

変動や残業代の問題点解決、従業員の能力アップを目指すムード、プライドなどさまざまなメリットが

あります。しかしここにはView Point32の能力主義型秩序で述べたように、能力の定義と測定という課

題があります。これについてはView Point37で述べます。
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⑤生活手当 仕事以外の従業員の生活スタイルに支払うものです。通勤手当はまだしも（これもどこか

ら会社へ行こうと個人の自由だと思いますが）、扶養手当（結婚しているかいないか、その給与で生活

している人がいるかいないかを給与に考慮する）、住宅手当（住む家に給与を払う。これは本当に不思

議な給与です）といったものは、導入している企業に是非その理論的バックボーンを聞きたい所です。

昔の使用人と店員、作業員というイメージが残っているのでしょうが、多くの人はこれに疑問を持って

いると思います。

しかしなぜやめないのでしょう。これは給与改革の本質的な問題です。給与のルールを変えると、昨日

と同じ状態なのに給与が変わってしまう人がいることです。この手当があることを前提に生活している

人の家計を直撃してしまいます。ゆっくりとしたトレンドではありますが、これらの手当は公平性から

考えて、なくなる方向に向かうはずです。
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能力評価がうまくいっていない企業

・能力定義にある能力ではなく、結果としての

業績、やる気を評価している

・従業員が能力評価の仕組を知らない

・どうすれば能力評価が上がるかわからない

・能力アップと給与アップが結びつかない
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本項では組織を構成するメンバーの「評価」について考えます。古いタイプの企業では人事考課（考

課とは「成績を調べて報告すること」）、査定（状況を調べて価値を決定すること）ともいわれますが、

評価という表現が現代の企業では使われます。評価とは「価値を数字で表わしていく」という意味です。

（1）業績評価

ここでは予算（budget）というシステムが用いられます。予算とは予め計算するという意味で、ノル

マや単純な希望的目標、努力目標とは異なり、経営システムの根幹をなすものです。

予算システムを理解している企業（View Point28のMAYBE型企業）において、予算はビューイメージ

上図のような式で計算されます。つまり当期における経費（固定費のこと。「ざっと」P／Lの販管費を

指すと考えてよい）を見積り、株主などステークホルダーに約束すべき目標利益を経営者が設定します。

それらの和をGMR（正確にいうと「1円売上が増えると何円利益が増えるか」という限界利益率を使う

べきですが、予算では粗利率が一般に用いられます。本書ではGMRを採用します）で割れば、全社の目

標売上高となります。

一方販売サイドが担当別、顧客別、地域別、商品別などに予測売上高を積み上げていきます。そのうえ

でこの予測売上高を目標売上高と一致するというように調整していきます（これを予算調整という）。

各サイドが経費を予算内にコントロールし（つまりこれ以上使わずに）、予測したGMRどおりに商品

を生産、獲得、販売し（予測原価どおり作り、予定販売価格どおり売る）、結果として各サイドが約束

した売上高を上げれば、企業として目標利益を達成していくというものです。こうして各人が自分の立

てた目標を達成すれば企業としての目標を達成するというものです。

業績評価の結果は次の4つのパターンに分けることができます。
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①売上予算達成・目標利益未達 上場企業では期初に発表する「売上高見込み」が売上予算の総額です。

非上場企業で売上予算がわからない場合でも、経年の売上高を見れば大体推測できます（年々数％伸びて

いるなら、売上高見込みは数％アップ、小幅ダウンしているならスライド…）。

売上予算を達成しても、目標利益が行かない原因は2つ考えられます。1つは経費予算がオーバーしてい

る場合です。マネジメントが弱くコントロールが効いていない企業に見られます。これは経年の経費を見

ればすぐわかります。このタイプの企業は意思決定経費（宣伝・広告費などのようにその額を経営者、従

業員が意思決定できるもの）が年によってブレています。

もう1つはGMRが予測（というよりも約束）より低い場合です。GMRが低い理由のほとんどは原価アッ

プではなく、販売価格のダウンです。売上目標を達成するために、ライバルを意識してプライスダウンす

るケースです。予算の仕組を販売サイドのリーダーが理解していない場合に起きます。そしてリーダーた

ちは「安くしないと売れない」と訴えます。そこで経営は現場に価格決定権を持たせるべく、彼らの目標

を利益（粗利、さらには営業利益）に変えてしまいます。売上予算ですら理解できないリーダーが、もっ

と難しい利益予算などコントロールできるはずもなく、企業は大混乱に陥ります。

②売上予算未達・目標利益達成 現実の企業ではあまり見られません。多くの場合GMR、経費の見積り

ミスであり、予算自体がおかしい時です。

③売上予算未達・目標利益未達 現場の売上高予測ミスです。予算調整がなされず、現場の販売リーダー

が目標予算額を納得していない場合が多いといえます。よく「天から目標が降ってくる」と現場が表現す

る企業です。この状態で無理して達成すると、次の④で述べるようにかえってリスキーです。
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④売上予算・目標利益とも達成 「問題なし」のはずですが、内部に爆弾のようなものを抱えている企業

もあります。業界全体の売上がスライドで、ライバル企業の競争が激化しているのに、売上高、利益とも

に目標を達成してしまうものです。本来ならGMRが落ちていくはずなのに、経営の価格統制が効いて価

格も落ちず、ヒット商品もないのに売上高がキープできている時です。多くの場合、無理して売上高を出

しています。つまり明日の売上高を先食いしているということです。月末、期末に売上が集中している企

業はこのケースが多いといえます。こんなことをやっていると企業はいずれ破綻してしまいます。

（2）能力評価

一般に各個人の人事評価は、予算をベースとした業績評価と、能力評価からなります。この能力評価の

仕組が機能しているかを次の視点から見ます。

①能力定義 能力の評価項目（ものさし）であり、次のような点を見ます。

・公表しているか 能力評価のものさしを社内に公表しない理由などないのですが（評価結果を公表しな

くても）、これさえも公表していない企業もあります。評価は「秘密」という不思議なムードがある企業

です。もちろん従業員の多くは、自分が正当に評価されていないのではという不信を持っています。

・合意しているか 能力定義が公表されている時は、職種、資格別などに分けて定義しているのが普通で

す。この定義を従業員が合意しているかです。合意していない能力定義は、公表してないよりかえって始

末が悪いといえます。従業員には不信よりも、もっとストレートに不満という渦がじわじわと、そして

はっきりとした形となって表われてきます。多くの人が合意できる能力定義に変えるべきですが、社内の

人はこんな単純なことに不思議と気づきません。
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公表、合意はその企業の人に「どういう項目で評価していますか」という質問でわかります。「そんな

こと上司しか知りません」というなら公表してないケースであり、「たしか××だったけどよく覚えて

いない」と答える人が多かったら、公表しているがその定義に納得しておらず、合意していないといえ

ます。

・教育とリンクしているか 能力定義と従業員教育がまるで関係ないという企業もあります。こうなる

と従業員もどうやってその能力を上げてよいかわらからず、一方教育も何のためにやっているかわから

なくなります。

②評価の方法 能力定義にしたがって評価するのですが、次のような方法があります。これもその企業

の従業員に聞けば答えてくれます。

・上司評価 上司が部下を評価するもので、評価の原点です。これによって秩序は保てますが、上司は

チームの短期的業績を背負っていますので、能力よりも業績に目が行ってしまい、いつの間にか能力評

価が業績評価となってしまいます。また上司の評価能力（というよりも部下の好き嫌い）によってバラ

ツキが出て、不公平感が生まれてきます。

・目標管理 上司評価の問題点を補うべく、期初に本人が上司と一緒に能力向上などの目標を作り、こ

れを期末に両者で評価するというものです。不思議なことに時が経つと、多くの企業では目標管理を作

ること自体が「付加的な仕事」となり、上司が催促しないと部下は作らなくなります。

・多面評価 特定の従業員を上司だけでなく、部下、同僚などが多面から評価するものです。極めて難

しい評価方法です。特に部下が上司を評価する場合は、評価項目（何を評価するか）や評価結果の信用

性（感情が入りやすい）よりも、上司と部下という秩序を破壊するリスクがあります。
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・外部評価 客観性を出すために外部の人の評価も一部取り入れるものです。リーダー、経営者へのキャ

リアアップなど特定のタイミングではよく取られる方法です。企業内には比較的公平感が生まれやすいと

いえます。

③評価結果 これは次の2つの点を見ます。

・何に使っているか 能力評価の最大の目的はこれによる給与分配、つまり能力給への反映です。これが

全く結びついていないと次第に評価自体が形骸化していきます。あわせて本人の能力向上指針、教育、人

事配置などに使っているかです。使っていれば当然のことながら能力評価に関心が集まり、その精度は高

まり、ムードは高まります。

・本人に伝えているか 本人から見て評価結果がブラックボックスになっていないかです。上司、経営者

が本人に伝えられないような自信のない評価などもちろん使えません。また給与に反映しているのに本人

に伝わっていないと不信感を生み、企業のムードを少しずつ落としていきます。
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教育を理解していない企業

・「現場に何を教育して欲しいですか？」と

聞く

⇒持っていないものを教えるのが教育であり、

何が自分に欠けているかを本人がわかるはず

がない

・教育会社にどんな教育があるかを聞く

⇒「どんな教育」よりも「どんな知識、ノウ

ハウを身につけるか」が先

・教育をノルマにする（1年間に何でもいいか

ら3回受ける）

⇒「なぜやるか」がない教育など意味がない
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教育は比較的外部からでも、どんなことをやっているかがとらえやすいといえます（あまり秘密にはし

ません）。そしてやっている教育を見れば、経営者の意思がはっきりわかるといえます。教育にはビュー

イメージのような種類があり、この単位に次のような点を見ます。

（1）OJT（On the Job Training）

①OJTがシステマチックか OJTはそもそも企業がそれほど意識しなくても、新入社員などは自然と先

輩の仕事を見て、まねをして、やりながら覚えていくといえます。ただこれではどうしても「俺のワザを

盗め」的な世界となり、教育効果（時間あたりの能力向上量）が低いといえます。

経営者が少しまじめに考えれば、きちんとOJT指導員を指名し、後輩の指導をその指導員の「仕事」と

してやらせるべきだということに気づきます。そして何らかの形でこのOJTという仕事について、指導員

も評価すべきということに気づきます（OJTをうまくできる指導員は自身の業績評価、能力評価によって

良い評価を受け給与が上がる）。

OJTは実際の企業では3タイプあります。1つは全く現場任せで、いわゆる先輩が後輩を弟子のように

扱っている企業です。2つ目はOJT指導員を指名して、OJT計画書、報告書を書かせるが、指導員側は仕

事と思っていないタイプ（指導員はこれを仕事として業績評価、能力評価をされない。もちろん指導され

る側は能力評価を受けている）です。3つ目はOJT指導員がそれを仕事として評価されるものです（これ

が進んでいくとOJT指導員がほとんど専任となる場合もありますが、それは後で述べるセミナーといえま

す）。

このタイプ分けは、外から見てもはっきりと読みとれます。そしてこのタイプに経営者の思いがはっき

りと表われています。3番目のタイプほど「自社に独自のノウハウがあり、それが自社のコアコンピタン

スになっている」と経営者が考えていることがわかります。このタイプの企業はマネジメント力が強く、
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コントロールがよく効いて、結果として他社に対する競争力を生み、かつ従業員が仕事へのプライドを

持っています。

②他の教育との組み合わせ OJTでは企業自らが持っているノウハウを伝承できますが、その企業が持っ
ていない情報の入手や思い切ったビジネスモデルの変革はできません。OJTのみに教育が偏っている企業
は現状に満足しているか、短期的な業績しか追っていないか、変革は教育のような体力増強型ではなく外
科手術で一気にやるつもりか…などの理由が考えられます。言い方を変えればOJTは教育の中心ですが、
すべてではない方がノーマルです。
（2）セミナー
①セミナータイプ 次の3つに分かます。
・プロの教育会社へ委託 外部からノウハウ、情報を得たいという経営者の気持が読み取れます。ただ企
業によっては自社でOJT、セミナーもできるが、現場の仕事をディスターブさせないために、外部委託し
ている所もあります。現場は「業績を出す所」で、「能力を上げる所」ではないという経営者の気持がわ
かります。この2つの識別は教育を受けている従業員によってわかります。前者の場合はトッププレイ
ヤーが受講しており、後者の場合はいわゆる半人前のプレイヤーが受講しています。
・従業員が講師として教える 外部から得るものよりも内部の方が情報、ノウハウを持っていて、それが
一部の人に偏っている時にこの方法がとられます。初期の頃はそのトッププレイヤーが講師をやりますが、
教育をやることで次第にこの情報、ノウハウが体系化されると、専任のセミナーインストラクターなどを
育てることもあります。
・外部のオープンセミナー オープンセミナーとは、教育会社が不特定多数の人を対象にして一定のテー

マで行うものです。多くの場合教育メニューがその教育会社のホームページに一覧表になっていたり、一
冊の本になっています。
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教育会社へセミナーを委託する前にとりあえずテスト的に誰かが（人事部など）受けるケースや、外部教

育会社へ委託したいが一度に受講者を集めることができないので、経営側がセミナーテーマを指定して、

順次受けさせるというケースがあります。この2ケースは上の教育会社へ委託の場合とほとんど同じです。

オープンセミナーのメニューの中から従業員が自由に選んで、一定の予算の範囲内で受けることができ

るという企業が結構あります（受けなくてはならないという企業もあります）。従業員の能力について経

営側にその課題（どこを高めればよいのか）が見えていないか、そもそも教育に対して期待感がなく、福

利厚生的（外部の教育にでも行って少しリフレッシュして来なさい）に教育をとらえていることなどが考

えられます。こうなるとオープンセミナーをやっている教育会社も、受講者は「お客様」であり、その満

足度がビジネスのポイントとなってきます。しかし「どの能力を高めなくてはならない」という意識がお

客様にないので、後で述べるような不思議なアンケートにその満足度を頼ることになります。

②セミナーの時間 セミナーを所定勤務時間内にやるか、時間外にやるかです。これにもはっきりと経営

者の意思が読み取れます。前者は給料を受け取りながら教育を受けるというもので、多くの場合経営者

（またはその委託を受けた人、部門）が「この人」と指名します。「この人」の能力を高めたいという経

営者の切実な思いがよく伝わります。しかしこれではセミナーを受けない人に不公平感が生まれてきます。

「なぜ自分は受けられないのか」。そこで「手を挙げた人は誰でも受けられる」という公募制にしがちで

す。しかしその教育が個人の能力を上げ、それによって個人の給与を上げるという期待感が企業内に高

まってくると、ほとんどすべての人が手を挙げるようになります。

セミナーが指名制の場合は経営者の強い意思と仮説が、公募の場合はその手の挙げ具合で受講者の教育

への期待感がわかります。
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上記不公平感を取る方法として、時間外に実施するという企業もあります。この場合は費用負担を見る

と、その経営者の意思がよくわかります。全額企業負担であれば、「この教育が必ず明日の企業の業績を

上げるが、仕事を止めてやるわけにはいかない」というメッセージであり、全額個人負担なら「自分の能

力は自分で上げろ」という(4)で述べる自己啓発です。近年では企業と従業員の両者が費用を分担するこ

とも多く、この場合は｢個人の能力アップ｣を企業が支援するという意思が見えます。

③テーマ 教育テーマのビューポイントは即効度です。つまりその教育の効果がどれくらい先に出ること

が期待されているかです。

これはテーマと受講者を見ればすぐわかります。受講者の現在の仕事の効率化、高度化が教育テーマで

あれば、すぐ職場に戻って効果を出して欲しいというものです。OJTの延長線といえます。

近年では受講者の現在の仕事と教育テーマがかい離していることが多くなっています。現役のプレイ

ヤーにリーダー教育などをする場合です。多くの場合経営者がその教育テーマとなっている仕事を、長期

的には変革したいと考えています。そして変革する仕事の原理･原則を、外部から未経験者に伝えるため

に、セミナーという形をとります。このケースではほとんどが時間外となります。

④評価 セミナー、特に外部委託セミナーでは、実施をアウトソーシングしているのですから、実施した

教育の評価を内部でしっかりやる必要があります。ところがどうしても手を抜いてしまいます。セミナー

は特定能力のアップが目的ですので、終了後に能力がアップしたかをチェックすべきです。そのため教育

を理解している企業では講師などに受講者の能力アップを評価させます。予算内で教育を消化しようと

思っている企業は、何をしてよいかわからず、受講者に「役に立ちましたか」といった不思議な質問のあ

るアンケートでごまかしてしまいます。そもそも知識、ノウハウを持っていなかった受講者に「役に立ち

ますか」と聞いてもわかるはずもありません。（せめて受講者がその知識、ノウハウを現場で使ってから
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聞くならまだわかりますが）

教育評価の仕方は経営者、そのスタッフの人事部が教育にどんな考えを持っているかがよくわかるとい
えます。
⑤コスト セミナーは教育の中でもっともコストがかかるものです。特に外部委託するものは、はっきり
と委託費というキャッシュアウトとなって表われます。教育は必ずしもすぐに効果が測れないので、「そ
の分だけ利益を減らしてしまう」と見ることもできます。このコストにも経営者の意思が読み取れます。
・ベンチマークと比べどうか 教育費の付加価値対比（わからなければ売上や従業員数対比）を高、平均、
低に分けます。「高い」企業は「我社は教育熱心。人を大切にする」と経営者が従業員に訴えています。
経営者の「利益を落としてまでやっているんだ」という意気込みが感じられます。
「平均」は「他社並み」を意識しており、テーマは「他の企業でやっているもの」、受講者も「全員公

平に」など無難な手を打ちます。教育は利益を圧迫するが、やらないわけにはいかないという必要経費の
ような意識が読みとれます。
低い場合は、そもそも教育について経営が興味、期待感を持ってないケースがほとんどです。強烈な経

営者は「教育なんてやらない。企業は学校ではなく結果を出す所だ」と宣言したりしますが、これを聞い
て従業員がどう思うかといったことには全くといってよいほど無頓着です。
・経年変化 教育費が年々どういう変化をしているかです。大きくブレている時は、多くの場合業績連動
タイプです。カネがある時は「やる」、ない時は「やらない」というものです。ある面では仕方ないとも
いえますが、従業員はこれをよく見ています。このやり方を取ると業績が下がったとき、突然教育をやめ
ることになり、企業内にそのことによるショックだけでなく、経営者の将来への絶望感（もうダメだ。教
育なんてしている場合じゃない）を読みとり、急激なムードダウンを生みます。
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あまりブレがないのが普通ですが、そのトレンド（増加、スライド、減少）からその経営者の思いがよ

くわかります。増加している企業は能力をもっと高めれば業績が上がるという経営者の期待感が読みとれ

ます。スライド企業は時とともに必要な情報を補っていくという思いでしょう。減少企業はもう十分能力

を上げたのでそろそろ業績を出して欲しいという経営者の願いでしょう。

（3）通信教育

近年ではインターネットや、CD、DVDを使って個人が好きな時間に学習できるスタイルとして注目さ

れています。これにはさまざまな意図があります。

①MUST 「この知識を持っていないと仕事をやらせられない」といった仕事の必須知識に関するもので

す。企業側が全額負担するのが普通です。OJTが一人前のノウハウなら、これは一人前の知識です。この

変型に資格取得（簿記検定、販売士、情報処理技術者…）の通信教育がありますが、これは企業が一部応

援するという自己啓発支援と考えられます。

②メニュー型 オープンセミナーのメニュー型と同じです。深く考えていない企業は、通信教育を「1人

いくつ受けろ」と決めています。外から見ると何か投げやりな感じさえ受けます。

③新知識 企業内にない新しい知識を外部から効果的に取り入れるものです。指定（やりなさい）と応募

（やりたい）があり、企業の業績に直接結びつくかどうかで金額の支援度が決まります。逆にこれを見る

とその企業がどんな新しい知識を求めているか、どんな知識が不足しているかがよくわかります。

④組み合わせ型 OJT、セミナーなどを効果的にやるために補助的にやるものです。これは主体側を見る

ことです。
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（4）自己啓発

従業員の意思で自らの能力を高めていくことを、企業が何らかの形で支援することをいいます。通信教

育、セミナー、場合によっては教育ベンダーや学校への通学といった形でなされます。

業績の良い時に福利厚生的にやる企業が多く、当然のように業績の悪い時にやめ、不公平感（先輩はタ

ダで受けられたのに…）を生み、場合によっては自己啓発援助を受けた人が退職してしまうという最悪の

結果を生むことがあります。このタイプの自己啓発には経営者の迷いのようなものが感じられます。
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定着率の法則

・年功序列から業績主義へ変えると下がる

・業績主義から能力主義へ変えると上がる

・給与額の全体を上下してもほとんど変わらな

い

・女性の定着率が上下すると、しばらくしてそ

れに合わせて全体も同じように上下する

・評価の仕組を透明にすると上がる
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退職には次のようなパターンがあります。

（1）転職

他社へ移ったり、独立したりするために会社を退職するパターンです。転職というのは、ビューイメー

ジ上図のように転職先の魅力と今の会社の魅力を比較し、かつ転職リスクを加味して決定されます。今の

会社は勤めているのでよくわかっていますが、転職先は未知ですし、勤めてみないと何が起こるかはわか

りません。これが転職リスクです。言い方を変えれば今の会社と転職先の魅力が同じなら転職はしません。

ここでは定着率（1－退職率。退職率＝転職による退職者数／全従業員数）という言葉をよく使います。

経年で定着率が落ちている企業では次のような仮説が考えられます。

・自社の魅力が落ちている どのような企業を魅力的と思うかは、人によって違います。ここでは2つの

ことが考えられます。1つは自社が変化し、特定の人から見て魅力的でなくなってしまったことです。も

う1つは特定の人が企業に求める魅力が変化したことです。

前者については今企業は大きく変化していますので、当然のことながらそれによって特定の人の定着率

が落ちて当然です。そして逆に変化した後の企業を魅力的だと思う人を企業内に迎え入れればよいことに

なります。

後者は少しずつ時代が変わっているのですが、企業ほど人間の求める魅力は変わってないと思われます。

「今時の若い者は…」というフレーズは、何十年も前から言われています。

・他社の魅力が上がった しかし勤めてもおらず、よくわからない他社の魅力が、特定の人から見て「上

がった」ということはあまり考えづらいといえます。

転職にはもう1つ条件があり、他社がその人を採用するかということです。このパターンでは、他社の

魅力が上がったことよりも、魅力の高い会社が「受け入れる人を変えた」と考えられます。自企業の周囲
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に、採用方法を変えた企業が出てきたと考える方がノーマルといえます。

転職は次の2つに分けることができます。
・若手の退職 いわゆる「1人前」にならないうちにやめてしまうものです。これは明らかに採用ミスで
す。採用時に応募者に対して、真の姿を企業が伝えてなかったことが大きな原因といえます。「今時の若
い者はこらえ性がなくなった」というのは考えづらいことです。
・ベテランの退職 いわゆるトッププレイヤーの退職です。大体次の2つのことが重なると転職します。1

つは能力が適性に評価されず、給与、昇格に反映されていない時です。2つ目はトッププレイヤーがその
パフォーマンスが上がる同じ仕事ばかりさせられてしまい、新しい魅力的な仕事をやらせてもらえない時
です。多くの場合直属の上司に問題があります。短期的なそして自部門の業績のみを考え、優秀な部下を
手離さない（人事異動させない）ためです。
（2）結婚、育児
結婚、育児などを理由に、多くは女性が退職するものです。（1）と合わせて自己都合退職といいます。

結婚退職が多い企業は「女性は結婚したらやめる」という雰囲気と前提があって、実質的な人事システム
（給与体系、人員配置、昇格など…）がそれに合わせて出来上がっているものです。
従業員から見れば入る時にこの人事システムをわかっていることが多く、それを知ったうえで入社して

くるので、当然のようにやめることが多いといえます。そのため業績が落ち込み、採用を抑える時は「ま
ず女性から」という企業も多く、全企業の業績が悪化している時代の女性の就職は、入る側からすると困
難なものとなります。一方企業側から見ると、男性と比較すると学校時代の成績が極めて良い女性が入っ
てくることも多くなります。「バブル崩壊後うちに入ってくる女性は優秀な人ばかり」が多くの企業で聞
かれるフレーズです。



View Point39：退職が変わる

231

優秀、成績が良いというのは「まじめで」「人の言うことをきちんと聞いて」「与えられたことはしっ

かりやる」という人が多く、その上司から見ると離しがたい人材であるともいえます。上司は結婚して

もその女性が勤め続けることを希望し、一方女性も丁度仕事がおもしろくなる、一人前のプレイヤーに

なった所ということも多く、継続して勤めるようになります。

しかし子供ができるとその女性も退職することが多いといえます。法的には育児休暇などが取れるので

すが、「休む」ことで他の人より昇格が遅れ、プライドが許さないということが主な原因です。これを

クリアしているのは能力主義の企業です。能力を評価し、能力に見合った仕事と待遇を公平に提供しよ

うとしている企業です。育児休暇は能力アップのチャンスとも考えられ、それを機にじっくり勉強する

など充電して、キャリアアップを図る人も増えています。これを政府の育児政策が後押ししています。

（3）定年

一定の年齢になったら退職するという制度で、広く日本で取り入れられています。2006年4月から改正

高年齢者雇用安定法が施行され、定年の引き上げなどを政府が求めていますが、このような法律によら

ずとも定年制は大きく変わろうとしています。その要因を挙げてみましょう。

・団塊の世代 団塊の世代が2007年から定年を迎えます。これを受けて定年を延長して、60歳を65歳に

したり、継続雇用制度（従来とは別の雇用条件ではあるが続けていく）を取る企業も増えています。多

くの場合団塊の世代が経験した「高度成長」という成功体験を企業として引き継ぎたいというもので、

変革期にもう一度「成長できる」と判断した企業に見られます。

・執行役員制 従来は従業員定年でも、取締役（従業員定年の対象外。多くは別ルール）になれば会社

に残れるという夢があったのですが、執行役員は従業員定年の対象となっているはずであり、取締役激

減で就業条件が悪化してしまうことになります。執行役員制を機に定年を見直す所も出ています。



View Point39：退職が変わる

232

・親子ガバナンスの変化 「親会社を定年退職し、子会社へ取締役として天下る」というスタイルが取り

づらくなっています。持株会社によって親子関係が崩れてきたこと、子会社の執行役員制による取締役激

減、子会社の独立性などがその理由です。これも上と同様に定年に影響を与えています。

・従業員キャリアアップガバナンス 従業員キャリアアップ型ガバナンスを得た企業は、60歳定年の意味

を再考します。なぜ60歳で企業をやめなければならないのかです。「年齢よりも能力基準とすべきでは」

と考え始めます。

・従業員の変化 年齢とともにもっとも衰えるのは、体力をベースとした単純労働です。しかしこれらの

仕事が大企業ではテンポラリースタッフ、アウトソーシング化されています。残された仕事は年齢による

能力低下が必ずしも見えず、60歳定年に根拠を持てなくなっています。また大学卒、大学院卒の割合が増

え、勤務期間が相対的に短くなってきていることなどが考えられます。

（4）リストラ

企業側の特別な事情による定年以外の退職勧告です。バブル崩壊後の氷河期に多く見られましたが、今

ではほとんど見られません。しかしこのリストラが残したものはいまだに社会に影響を与えています。そ

れは次のようなものです。

・リストラには幸せがない 一緒に働く従業員の一部を、経営者を中心とする従業員自身の手で切ること

の重大さを、企業はやってみて気がつきました。モチベーション・求心力・定着率の低下、秩序の崩壊と

いったいわゆる現代企業の病の発生源となっています。「こんなことをしても幸せはない」という教えを

社会全体に残したといえます。
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・労働の流動化 働く意思のある従業員がリストラされることで、それを受け入れる企業が生まれ、転職

の波を生みました。そして「転職する」という前提で就職する若者が増え、労働の流動化がトレンドとな

り、企業のあり方、従業員の働き方さえも変えました。

・定年の変化 氷河期が続くと思ってリストラした企業が思わぬ回復に、採用という「入」を増やすとと

もに、「出」を止めるべく、定年を延長したり、継続雇用したりする動きが生まれています。
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人事部が中央主権か現場分権か
人事部の仕事

次のようなベクトルが働く。

・ミッションがヒト、顧客にあると現場分権

型へ

・ミッションが社会、商品にあると中央集権

型へ

・従業員キャリアアップ型ガバナンスでは現

場分権型へ、それ以外のガバナンスは中央

集権型へ

・創業期には中央集権型、成長期、安定期に

は現場分権型へ、変革期には中央集権型に

戻る
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人事とは「ヒトに関する仕事」という意味です。ヒトという経営資源の確保、割当がベースですので、

本来的には経営者の仕事です。このうちの一部または全部が人事部、あるいは他の経営スタッフ（経営企

画室など）、現場のリーダーに権限委譲されます。本項ではこの人事部について考えてみます。

人事部の見方のポイントは、人事部にどのくらいの権限が集中しているかです。すべての権限が委譲さ

れていると、人事部はヒトに関するオールマイティ・セクションとなり、強烈な中央集権組織となります。

人事部は現場からは恐れられ、ヒトに関することなのでシークレットゾーン（特に近年では個人情報保護

法の影響でこの傾向が強い）となり、もの静かなエリート組織のようなイメージとなります。この時人事

部はいわゆるエリート社員が必ず通るキャリアステップとなり、歴代の社長が人事部長経験者といったも

のとなります。

このうち経営に近い部分だけを、経営企画室などの経営者スタッフ組織が持つこともあります。例えば

組織設計、給与・資格・評価のシステム設計、人事異動といったものです。

さらに人事評価、教育などを現場のリーダーに任せることもあります。こうなると人事部門はいわゆる

オペレーション部門となり、採用、労務、およびその他の人事調整・公表がメインとなります。この時は

仕事の高度化よりも効率化がテーマとなり、IT化が大きな課題となり、そのため情報システム部にかなり

の部分の仕事が移されたり、連携を強化したりします。

この流れの中で教育という仕事が人事部門に残っていると、唯一といってよいほどの企画業務となり、

場合によっては教育部、人材育成センターと称して別組織となることもあります。

人事部がどこまで権限を持っているかは、企業の体質を見る上で、大切な要素なのですが、外からは今

1つわかりづらいといえます。そこで次のような点からその集権度を推測します。
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(1)人事部の人数比

全従業員に占める人事部の人数比です。業種、業態によって異なるのでベンチマークと比較してみるこ

とです。これが大きければ中央集権的、小さければ現場分権的といえます。

(2)人事のトップの位置づけ

人事のトップ（人事を仕事としている人の長。他の仕事と兼ねていない中で一番上にいる人）がどの階

層ランキングかを見ます。常務クラス（常務取締役人事部長、人事担当常務など）、取締役クラス（取締

役人事部長）、いわゆる本社の部長（執行役員クラス）、上に管理本部長（社内では営業本部長などと同

格）がいる人事部長…といったランキングです。

もちろん人事のトップが経営のトップに近いほど中央集権的です。

(3)人事部経験者

取締役、特に常務以上の経営者が人事部を経験しているかというものです（上場企業なら有報を見れば

わかります）。社長などが人事部を経験していれば、まさに中央集権的と言えます。

(4)人事部の場所

オフィスの中で人事部の職場の位置がどこにあるかでもわかります。経営に近く集権的なほど、社長な

ど経営者の部屋の近くに配置します。現場分権型では支店、工場などの現場にも人事部の出先があったり、

人事担当がいます。
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(5)人事部のメンバー構成

次のようなケースがあります。

・全員がスペシャリスト 「入社以来ずっと人事部」という人がほとんどの場合です。オペレーション中

心の組織であり、むしろ現場分権型のことが多いといえます。情報システム部とだけ交流がある場合も同

様です。

・キャリアとノンキャリアに分かれている 人事部のマネジャークラスが他部門から来た人が多く、プレ

イヤーは人事部育ちというものです。人事部がオペレーションだけでなく、中央集権的で企画部門を持っ

ているケースといえます。ただし経営企画室との交流が多い場合は、むしろ経営企画室側で企画業務を

行っていると考えられます。

・現場から一部来る 現場、特にセールスなど人事部からはもっとも遠いと思われるセクションとの交流

を図るケースです。多くの場合もっとも人数が多いセールス部門の若手が来て、人事部を何年か経験して、

また現場へ戻ります。ここでは2つのケースが考えられます。1つは現場で教育・評価などのオペレーショ

ンが行われており、その企画が人事部にあるケースです。もう1つは人事部が完全に中央集権的なケース

です。いずれの場合も人事部が「現場の声を聞く」というのがその交流の目的です。

・各セクションからの混合 すべての人が各セクションから人事部に来て、2～3年で現場に戻るというも

のです。これは現場の声を聞くというよりも、人事部がオペレーション部門であり、人事のオペレーショ

ンパワーを各部門が分担するという完全な現場分権型のケースが多いといえます。



View Point40：人事部は中央集権か現場分権か

238

(6)コスト負担

教育などの出銭部分のコストをどのように負担しているかです。中央集権型なら人事部が予算を持っ

ており、さらにはセミナーに出席している受講者の給与なども人事部へ振り替えて管理しています。こ

こでは教育企画も人事部主体となっています。現場分権型なら逆に教育にかかったコストを受講者を出

した現場負担として、人事部から現場へ振替えるという形をとります。教育企画は各現場の意向の最大

公約数となります。

(7)採用面接官

採用決定の最終面接官は誰かということでもわかります。中央集権型なら人事のトップが、現場分権

型なら各現場のトップが行います。前者は企業全体を考えて、後者は各部門のパフォーマンスが上がる

ことを第1に採用決定します。 後者の場合は部門ごとに採用人数が決まり、採用時に配置も決まってい

ることが多いといえます。
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１

３

５

平均

増加率

フ
ラ
ッ
ト
度意

欲

給与レベル

項目 計算法

従業員数

増加率
今期従業員数

前期従業員数

定着率
自己都合退職者数

全従業員数

構造

フラット度 ９－ラインの階層数

ライン比率
プレイヤー数

全従業員数

給与・

評価

給与レベル
当社１人あたり給与

ベンチマーク１人あたり給与

評価公平性
各項目に該当すれば１点加点。「従業員が評価基準を知っている」「評価結果が本人に
知らされている」「評価のための能力定義がある」「目標管理が評価に使われている」
「多面評価または外部評価を取り入れている」

教育

意欲
当社教育比率 外部支払教育費用

ベンチマーク教育比率 売上高

効率
各項目に該当すれば１点加点。「人事部の他に教育専任部署がある」「全社教育計画が
ある」「教育とキャリアアップがリンクしている」「ＯＪＴ指導員がそれによって人事
評価を受ける」「各教育終了後受講者アンケート以外に当該教育を評価している」

１０× －７

５－２５×

×６

１０× －７

２× ＋１ 教育比率＝
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COLUMN：なぜ派遣が増えているのか

派遣労働とは、法的にはA社とB社が派遣契約を結び、A社と労働契約をした従業員を、B社の指揮命令

下に置いて労働させることをいう。似たようなケースとしてA社とB社が請負契約としてA社の従業員が

B社にて仕事を行うものもある。この2つは法的には指揮命令権がB社にあるかどうかで異なるが、現実

にはほとんど同じような形態で労働がなされているので、一般的にはこの2つをまとめて「派遣」などと

よんでいる。

この派遣がここに来て急激に増えている。企業側から見ると、本来雇っていれば固定費となる人件費

が、変動費（不要な時は派遣を減員する、停止する。従業員を解雇するのとは大ちがい）となり、特に

売上がダウンしたときに、利益へのダメージを小さくできることが最大のメリットである。

しかしこれら外部従業員を使う理由は合ミッション性にあるといってもよい。企業のいわゆる本業であ

るライン業務（例えばモノを作る、売る）はその企業のミッションと結びつきやすい。しかしスタッフ

業務、特にいわゆる雑務はミッションと結びつきにくい。しかしこの雑務（例えば顧客の受付、警備、

掃除…）も社会分担の1つであり、これ自身をミッションとして、フラグとして人を集めれば本業である。

一方働く側から考えると、従来型企業では就職というよりも就社であり、会社に入るまでどんな仕事

を担当するかわからない。また担当してもいつ変わるかわからない。そして個人の意向の働かないこと

も多い。

派遣労働では「働く場」が変わることがあっても「働く仕事」は同じである。そういう意味でプロ

フェッショナルを生む土壌がそこにある。

どうも社会には「派遣は悪」というイメージを持つ人が多いが（特に政治家やマスコミ。「本当は正

社員になりたい」という仮説）、どこが悪いのだろうか。むしろ社会機能の分担がはっきりし、働く意

欲、楽しさを増していく可能性を秘めていると思う。
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COLUMN：なぜ派遣が増えているのか

派遣労働にはこのイメージの他に問題が２つある。１つは企業側に派遣が「雑用の下請」という気持

ちがあり、他社の従業員という意識がなく、自らの部下のように思ってしまうことである。もう1つは給

与条件である。派遣契約の方が費用がテンポラリーなので、時給がサラリーマンより高くて当然だが、

逆に低いことが多い。しかし派遣労働も需要と供給のバランスの中で次第に報酬条件などは改善され、

それに伴い（法規制も手伝って）そのイメージは変わっていくだろう。さらに企業の新しい能力主義型

秩序が、派遣労働のプロフェッショナル性を見つめ直させると思う。

派遣労働に新しい日本の労働構造が見える。



・オペレーション生産性は原価を人数で割ったストック生産性を見る
・オペレーション品質は品質保証部門の独立性を見る
・マーケットの中心は商品、売り手、流通、買い手と変化する
・買い手中心マーケットの要素は商品とMC
・オペレーション志向かマーケティング志向かはミッションを見ればわかる
・情報システムは無関心型、フォローアップ型、優位型に分けて見る
・コミュニケーションモデルはメールによって重視型から効率型へ移る
・eマーケットプレイスは主宰者でタイプが決まる
・アライアンスは誰が中核になっているかを見る
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どこを見るのか

第５章：ビジネスモデルの見方
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「事業のやり方」の名称

ビジネスモデル
⇒マーケティング重視の会社に多い。「もう
けを出す仕組み」「顧客へのアプローチ法」
ととらえている。

ビジネスシステム
⇒仕組重視の会社に多い。ルール、PDS、マ
ネジメントがしっかりしていることが多い。

ビジネスメソッド
⇒もともとアメリカではこう呼ばれた。外資
系に多い。

ビジネスオペレーション
⇒実行・業績重視の会社に多い。戦略と対応
して使う。

ビジネススタイル
⇒ビジネスのやり方よりも戦略、重視の会社
に多い。
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最終章はビジネスモデルの見方についてです。ビジネスモデルとは「事業のやり方」のことです。ビジ

ネスモデルは次の2つの観点から見ます。

（1）フローとしての見方

本書の各章の要素を経営フローとしてみると、ビューイメージ上図のようになります。コーポレート・

ガバナンスによって企業の実質的な意思決定構造が決まります。これが経営モデルです。コーポレート・

ガバナンスの経営者構造を受け、そして経営モデルのベクトルを受けて組織が設計され、構築されます。

一方経営モデルのベクトルを受け、組織分担をベースとして業績が高まるようにビジネスモデルが、経営

者および担当部門によって設計されます。さらにビジネスモデルによって組織は調整されます。そのうえ

で組織とビジネスモデルによって事業が実行され、業績が生まれるという構造です。

したがって、フローとしてのビジネスモデルは次の3つの観点から見ます。

・経営モデルとの適合度 ビジネスモデルが経営モデルにどの位フィットしているかです。言い方を変え

れば経営計画を遂行するのにフィットしたビジネスモデルになっているかです。

・組織との適合度 ビジネスモデルが組織に適応しているかという観点です。組織メンバーが仕事をしや

すいビジネスモデルであり、逆にビジネスモデルに合った組織となっているかです。

・業績期待度 目標としている業績を達成しうるビジネスモデルか、さらには組織メンバーがその達成を

期待しうるビジネスモデルかということです。

（2）ストックとしての見方

ビジネスモデルをストックとして見ると、ビューイメージ下図のような構造となり、以下の要素から構

成されます。
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①オペレーションモデル オペレーションとはその企業の本業というべき仕事で、商品・サービスを作

り出す部分といえます。ただし本書ではこの本業のうち「売る」という行為だけはマーケティングとし

て分けています。

オペレーションはメーカーでいえば設計、調達、製造、流通業でいえば購買、レストランでいえば資

材調達、調理といったものです。マーケティングが顧客と接するフロント業務なら、オペレーションは

バック業務といえます。本書ではView Point42、43で述べます。

②マーケティングモデル ビジネスモデルの中でオペレーションモデルとともに中核をなすのがマーケ

ティングモデルです。オペレーションモデルにも増して経営モデル、組織の大きな影響を受け、業績に

もっとも影響を与える要素といえます。本書ではView Point44、45で述べ、かつオペレーションモデル

との関係を46で述べます。

③情報システムモデル 企業におけるITに関するものは情報システムモデル、コミュニケーションモデ

ル、ネットワークモデルの3つに分けて考えます。

このうち情報システムモデルとはITを使って、オペレーション、マーケティングなどの仕事を支援する

仕組を指します。これについてはView Point47で述べます。

④コミュニケーションモデル これは組織と強いインタフェースを持つもので、企業の組織メンバーが

情報交換するための仕組をいいます。近年IT化で大きく変身したモデルといえます。これについては

View Point48で述べます。

⑤ネットワークモデル ④が企業内部のコミュニケーションネットワークなのに対して、これは企業が

取引先、顧客、社会など企業外部との情報交換をするためのネットワークを指します。これもインター

ネットの普及で大きく変身しているビジネスモデルです。これについてはView Point49で述べます。
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⑥アライアンスモデル 他企業と連携、同盟などを組んで、協働していくビジネスモデルをいいます。

やはりIT、特にインターネットの進展がこのビジネスモデルを変身させています。これについてはView

Point50で述べます。

本章では以降、上記のストック要素1つ1つについてその見方を整理していきます。フローとしての見

方はその各要素単位に触れていきます。
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メーカーの勝ち組と負け組

・日本経済の成長時代

⇒勝ち組「ヒトをとことん雇い、モノを

とことん作り、生産性を上げる」

⇒負け組「ヒトが集まらない、モノが作

れない、生産性が上がらない」

・日本経済が成熟化

⇒勝ち組「作る量を変えず、作る時間を

増やし、高付加価値で、高く売る」

⇒負け組「ヒトを減らしコストダウン。

さらに海外生産でコストダウン」
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オペレーションモデルは生産性（本項）と品質（View Point43）の2つに分けて見ます。オペレーショ

ンにおける生産性とは時間あたりの仕事量を指します。オペレーション生産性は今まで同様にベンチ

マーク、経年で比較して見ます。ここでもフローとストックの2つの観点から見ていきます。

（1）フローとしての見方

多くの企業はチームに分担されたオペレーションという仕事を、チーム内のメンバー何人かでさらに

分担してやっています。このチームが分担した仕事全体をジョブ、メンバーに分担された個々の仕事を

タスクといいます。

ジョブ内のタスクは前のタスクの結果を受け取って、自らで何らかの仕事をして、次のタスクに渡すと

いう「流れ作業」のスタイルを取ります。さらにジョブとジョブも流れ作業の関係になります。そして

これら流れ作業の結果、何らかの成果物（メーカーなら製品、部品など）が生じます。多くの企業のオ

ペレーションでは同じようなジョブが何度もくり返し発生します。このジョブの生産性は各ジョブが同

じ仕事量なら、それにかかる時間（処理時間と表現する）を見ればわかることになります。

流れ作業では「同一ジョブ内にある各タスクの処理時間を同じにする」という努力がなされます。こ

れを同期化といいます。

①同期化されていない 同一ジョブ内のタスクがビューイメージ上図のように、同じ処理時間になって

いない時は、もっとも処理時間の大きい「タスク2」の「10分」がこのジョブの生産性となります。「タ

スク３」の人はいつも4分待たされています。

つまり同期化されていないジョブのオペレーションでは、もっとも遅いタスクを探し、その時間を見れ
ばそれが生産性ということになります。メーカーでいえば、オペレーションの最後の位置にあるジョブ
の中の「最も遅いタスクの時間」ごとに、成果物である製品・部品が作られることになります。
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この「タスク2」をそのジョブのボトルネック・タスクといいます。ここで「タスク2」を8分（次に遅

い「タスク1」の処理時間）で処理できるようにすると、このジョブの生産性は8分に変わります。これで

「2分／10分」で20％の生産性向上となります。今度は「タスク1」、「タスク2」の2つがボトルネッ

ク・タスクとなり、この2つを何とか「タスク3」の6分になるように努力し、…とやって最後は何とかす

べてのタスクが5分になるようにがんばります。さらにすべてのジョブのすべてのタスクが同じ時間にな

るよう努力します。これが同期化です。

②同期化されている 完全に同期化されれば、どれか1つのタスクの処理時間を見ればそのオペレーショ

ンの生産性がわかります。先ほどの例ですべて５分になっていれば5分が生産性となり、メーカーでいえ

ば５分に１つ、製品・部品を作ることができます。

ここから先の生産性向上は、オペレーション内のすべてのタスクを同じ時間だけ短縮しないと意味があ

りません。そのため生産性向上のための努力のわりには、だんだん成果が上がらなくなっていきます。生

産性向上のための努力と成果をグラフにするとビューイメージ中図のようになります。

同期化される前は、生産性向上の努力がはっきりと目に見える形で表われ、オペレーション現場は盛り

上がります。しかし次第にがんばっても成果が出なくなり（よく「乾いたゾウキンを絞る」と表現され

る）、盛り上がらなくなり、徐々にムードを落としていきます。

また同期化されることで、仕事の標準化、単純化（つまり皆が同じように簡単にできるやり方でやる）

がなされ、毎日が単純な仕事の繰り返しとなり、かつ仕事がギリギリのスピードで回っていくため少しの

遅れも許されない状況となり、さらに緊張感はあるが盛り上がらないムードとなっていきます。

そこで同期化が完了したメーカーなどはQCサークル（Quality Control）という活動を始めます。これ

は各タスクのメンバーが集まって、次項で述べる品質向上を皆で図るものです。これによって仕事に変化
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を与え、かつ各人が「考える」ことで単純作業の弊害を除去していきます。QCサークルは日本で生まれ

たムードアップの手法といえます。

外部から見れば、QCサークルなどをその企業が導入していれば、同期化が完了しており、ムードアップ

がテーマになっていることがわかります。この企業ではオペレーション現場にQCサークルのポスターが

貼られており、社長賞、改善賞といった表彰制度があります。

（2）ストックとしての見方

オペレーション生産性のストックとしての見方は次の2つがポイントです。

①決算書から見る フロー生産性が各ジョブ単位なら、ストック生産性は企業全体の生産性を指します。

ストック生産性＝
った総時間オペレーションにかか

ョン量企業全体のオペレーシ

分子の「企業全体のオペレーション量」は外部からは見えづらいといえます（企業内であれば製品個数

などでとらえることもできますが）。そこでP／Lをベースとしてビューイメージ下図のようにオペレー

ション原価を出して、これで代替します。つまり企業が行ったオペレーションの仕事量を、原価という

「円」単位で表すと考えます。メーカーで言えばオペレーション原価は製造原価と考えます。注意すべき

は売上原価（売れた分の原価）でなく、製造原価（その期に作ったものの原価）を使うことです。流通業

でこれにあたるものは仕入原価とオペレーション人件費です。オペレーション人件費とは総人件費のうち

販売部門、管理部門のものを除いたもので、購買部門、物流部門などの人件費がこれにあたります。サー

ビス業ではオペレーション人件費の他、オペレーションのための消耗品やスペース賃料などを入れます。

レストランでいえば厨房の人件費、材料費、家賃などを加えます。
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分母の総時間ですが、オペレーション部門の人数でこれを代替します（メーカーであれば製造原価に

関わる直接工の人数、流通業・サービス業では先ほどのオペレーション人件費にあたる人数）。

オペレーション原価をこのオペレーション人数で割ったもの、つまり一人あたりオペレーション原価が、

オペレーションのストック生産性と考えます。

②ストック生産性の向上 ストック生産性の向上はコストダウンとよばれます。これは利益アップや製

品・商品・サービスの販売価格を下げることが可能となり、同業他社に対する競争力の向上となって表

われます。

ストック生産性の向上は大きく2つの分野から成ります。1つは材料、消耗品などヒト以外のコストダ

ウンです。品質一定のままでこれが可能となると、まさに利益貢献、競争力向上に寄与します。

もう1つはフロー生産性、つまりジョブの生産性向上の積み上げとして表われる、ヒトの労働時間の部

分です。ここでヒトの生産性は仕事量／従業員数です。したがってフロー生産性向上の結果もたらされ

るものは2つのベクトルが考えられます。1つは生産性向上することで同数の従業員でもより多くの仕事

ができるということです。メーカーでいえば生産能力が高まり、どんどん作り、どんどん売るというも

のです。これによってさらに生産性が向上し、さらには生産性向上以上に仕事量を増やすべく従業員を

増やしていくという企業ライフサイクル上の成長期の構造です。

2つ目は「仕事量を増やせない」という局面です。こうなるとジョブのフロー生産性向上分は、ストッ

ク的には従業員数を減らすしかありません。メーカーでいえばそんなに生産能力を高めても「売れな

い」という成熟期の構造です。言い方を変えれば成熟期においてオペレーションの生産性向上を図れば、

ヒトを減らしていくゲームになってしまう危険があるということです。
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成熟期に入ってもなお生産性向上を続けていくと多くの企業が悩む点です。これを変革した企業の答

えは生産性が上がった分、生産量を変えずに仕事量を増やすというものです。つまりオペレーションの

品質を上げ、商品・サービスを高品質にし、高価格で販売し、付加価値を高めるというものです。
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品質管理レベルの低い企業
品質管理組織の進化（工場での例）

・現場にポスターがたくさん貼っているが、品

質目標が書かれていない

⇒「品質は力」「品質がすべて」といった

キャッチフレーズのみ

・品質会議がない。あっても話題はいつも原価

ダウンになっている

・品質保証部門が日陰のセクションとなってい

る

・従業員が「品質が良い」と表現する

⇒品質が数字で表されれば、基準よりも高い

か低いかと表現されるはず
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オペレーションのもう1つのポイントは品質です。オペレーションにおける品質とは、オペレーション

仕様（こうやってオペレーションをするという仕組）どおりにオペレーションを行なっているかというこ

とです。

オペレーション品質が低下すると、結果としてこの企業が販売する商品・サービスの品質が低下します。

したがって商品・サービスの品質を以ってオペレーションの品質を測ることもできます。特定企業のオペ

レーション品質を、外から見るのはなかなか困難ですが、次のような点から類推します。

（1）品質管理組織

企業内で行われる品質に関する仕事を、品質管理（Quality Control：QC）といいます。品質管理は大

きく品質向上と品質保証という仕事に分かれます。品質向上とは主にオペレーションサイドによって「品

質を上げる努力」をすることです。品質保証とはオペレーションの結果生まれる商品・サービスを検査し、

「設計した範囲にその品質が入っていること」をチェックする仕事です。

組織にストレートに品質向上チーム、品質保証センターなどと名前が付いていればわかりやすいのです

が、2つの機能を兼ねて品質管理部と呼んだりして、わかりづらいことが多いといえます。品質に関する

組織のチェックポイントは以下のとおりです。

・品質向上チームは独立しているか オペレーションを実行する人（工場でいえば製品を作る人）と、オ

ペレーションの仕組を作る人は多くの場合独立しています。この仕組を作る人たちが、生産性向上を行う

人と品質向上を行う人に分かれているかです。分かれていないと、どうしても品質向上よりも、結果のわ

かりやすい生産性向上に偏りがちといえます。
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・品質保証チームは独立しているか 検査部、品質保証部といった形で、品質測定を行う部門がオペレー

ションチームからは無論の事、品質向上チームからも独立しているかということです。独立していないと、

自分のオペレーション結果を自分で検査することとなり、品質管理上問題があるといえます。さらには独

立しているとしても、どの位オペレーションチームから離れているかを見ます。工場－生産部門－生産

チームという組織では品質保証チームは生産部門からは独立して工場長直轄、さらには工場からも独立し

て経営者直轄というのが望ましいといえます。

・品質管理メンバーの人数比 オペレーションを担当している人数と、品質向上チーム、品質保証チーム

の人数の比を出します。そのうえで経年変化、ベンチマーク比較を行います。品質向上チーム比が年々高

くなっていたり、ベンチマークより高い時は、高品質なオペレーションを作り上げているというよりも、

まだオペレーションに品質向上の余地があり、品質向上の途中と考えられます。品質保証チームが増えて

いたり、ベンチマークより多い企業は、品質が不安定なわけではなく、品質に対する意識が高いといえま

す。

・QCサークルがオフィシャルなものとなっているか 品質向上は独立したチームで検討することも大切

ですが、あわせて実際のオペレーション部門での検討、意識づけも大切です。これを担うのがView

Point42で述べたQCサークルです。このQCサークルが余暇的な活動でなく、オフィシャルな活動として

行われ、企業内部さらには外部へその活動結果が報告されているかを見ます。

（2）顧客窓口
商品・サービス販売後の顧客対応窓口を設ける企業も多くなっています。お客様相談室、ヘルプデスク

（商品の使い方やトラブルに対応する窓口）と呼ばれるものです。食品などの日配品では1970年代～80

年代にかけてヒーブ（HEIB：Home Economist In Business：消費者の苦情や意見を処理する人）として
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一時ブームになりましたが、近年の消費者の商品に対する品質意識が高くなったことから再びブームと

なっています。これについてもそのセクションの有無はもちろん、人数、レスポンス（電話にすぐ出る

か、メールの反応は早いか）、アピール度（どんどん電話して欲しいと訴えているか）などから、その

企業の品質への意識が読み取れます。

（3）P／L

有報などの決算書から、当該企業の品質に関する事柄を読み取ることは難しいのですが、以下のよう

な指標から一部類推されます。

・GAV率＝GAV／売上高 売上に含める総付加価値の割合です。これがベンチマークと比べ高かったり、

年々増加している時は高付加価値戦略、つまりオペレーションの高品質化を図っていると考えられます。

・労務比率＝労務費／当期製造原価 メーカーなどにある製造原価報告書中の労務費と当期製造原価の

比です。これは年々低くなっていくのがノーマルです（作れば作るほど習熟が高まり、労働生産性が上

がる）。もしこの比が上昇していれば直接的な商品・サービスの原価アップよりも、IT時代の現代では

（高くなっていることが経営者にすぐ分かる）あえて品質コストを投入し、商品・サービスの品質を高

めていると考える方が普通です。

（4）品質目標

品質は何らかの形で数字に表さないと、品質向上の努力も品質保証もできません。これが数字に表さ

れているかは、その企業が品質の数値目標を持っているかでわかります。例えば物流センターでは「誤

納率を0.01％に抑える」といった形で目標が掲示されます。ここではその達成度合よりも、目標が存在

しているかを見ます。これら品質目標は決して外部に隠す必要はないので、ホームページ、マスコミ、

有報などでこれをアピールしているはずです。
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（5）その他

・ミッション、ビジョンに品質という言葉が入っているか そのとおりにオペレーションしているかは

別として、入っているといないでは大ちがいです。

・ISO9000の認証 品質管理に関する規定はISO9000番台にあり、これに基づいて審査登録機関がその

企業のオペレーションが一定の水準にあることを認証しています。多くの企業が認証を受けていますが、

業界内でその企業がどれ位早く取得したかで、品質への意気込みが分かります。
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マーケットの変化で変わること

商品→売り手→流通→買い手と変わるにつれ
・マーケティングのコアは

商品機能⇒競争力⇒囲い込み⇒アフター

フォロー

・プロモーションテーマは
認知⇒差別化⇒リテールサポート⇒顧客
の声

・マーケティングスキルの中心は
アイデア⇒行動力⇒折衝力⇒IT

・顧客は
ターゲット⇒顧客⇒消費者⇒お客様

マーケットの変化
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マーケティングモデルはマクロマーケティング（本項）とミクロマーケティング（View Point45）の2

つに分けて見ます。単にマーケティングといえばミクロマーケティングを指すことが多く（本書も以降は

そうします）、特定の売り手企業からマーケットを見ることをいいます。

マーケットとは売り手と買い手がいて、その間を商品が流れていく場所、あるいはシステムを指します。

マーケットは商品単位に構成されるようになり、これを業界などと表現します。本項で述べるマクロマー

ケティングとはこの商品単位のマーケットの動きを見ていくことをいいます。マーケットには売り手、買

い手、商品の3つがあり、そのパワーバランスでその構造が変わっていきます。そしてどのような業界の

マーケットも時とともに次のような変化を示していきます。

（1）商品中心マーケット

マーケットは全く新しい商品の誕生とともに構成されます。携帯電話などをイメージするとわかりやす

いと思います。誕生時には1社または少数の売り手がいて、少品種の商品があります（品種とは商品の種

類）。売り手企業はその商品を必要とする相手、つまり買い手を必死に探しています。売り手側のアプ

ローチの原点は開発した商品であり、「商品から買い手を見る」というスタイルです。売り手企業では商

品開発サイドがマーケティングを担当し、というよりも商品開発とマーケティングが一体化し、顧客開拓

と商品認知（商品の良さを知ってもらう）、さらにはそれに伴う商品改良が全社一丸となって進められま

す。そこでこの商品があたればマーケット拡大、はずれれば消滅となります。

商品があたり、他社参入が何らかの事情で進まないと（これを参入障壁という）、業界はその売り手の

もとでの商品開発中心となり、売上安定ながらも活気づき、売り手側に大きな利益をもたらします。

見方を変えると革新的な商品を開発した企業は、いかにこの参入障壁を作るかが、マーケティングの根

幹となることが多いといえます。特許、著作権など法による知的財産権戦略、商品を販売するチャネル
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（小売店など）を自らが作り独占販売していく流通チャネル戦略、IBM、マイクロソフトなどIT業界に

見られた技術のブラックボックス化戦略、一気に商品をばらまいてマーケットを飽和させ他社参入を妨げ

るサチュレーション戦略などが代表例です。

（2）売り手中心マーケット
マーケットが拡大していく中で、参入障壁が破られると、売り手企業は商品、買い手よりもライバルの

売り手企業に着目するようになり、売り手同士の熾烈なバトルが始まります。
マーケット内の商品種は日々増加し、商品価格が下落し、セールス、テレビコマーシャルなど高コスト

の激しいプロモーションがなされていきます。こうなると生き残れるのは大手数社であり、この大手数社
も売れても利益は出ないというマーケット構造となります。
一方このマーケットから出て行く売り手企業も出てきます。彼らは自らで新しい商品を開発し、小さな

商品中心マーケットを作り、ここに参入障壁を作っていきます。これがView Point25で述べたニッチ
マーケティングです。
大手数社が戦争をしていくと、次第にその戦争は消耗戦となり、苦しくなるのは分かっていても、自社

商品をカニバリ（共食い）するのがわかっていても、ライバル企業に勝ちたい一心で、各売り手が競って
新商品（といってもちょっとひねった商品）を次から次へと出していきます。各売り手にとって何の幸せ
もなく、カネだけがかかるマーケットが作り出されていきます。
（3）流通中心マーケット
売り手企業が複数いて、果てしない商品種がマーケットを行きかうようになり、買い手である顧客はそ

の情報の波に飲まれ、何を買ってよいかがわからなくなってきます。ここで誕生するのが流通です。
マーケット内のあらゆる商品をプロとして分析し、買い手のために厳選された商品を取り揃え、買い手

が必要とする商品情報を適確に流すというものです。流通を担当する企業としては一般消費財（食品、雑
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貨など）では小売業、卸売業、耐久消費財（自動車など）や産業財（企業向け製品）ではディーラー、建
設業界ではゼネコンといった形であらゆるマーケットに見られます。
当初売り手企業は他社優位性を保つべく、流通の囲い込み（自社商品だけを取り揃える流通を作る）な

どを行います。しかし商品種が増えていく中で、流通は次第に買い手という御旗のもと（流通が消費者の
声を代弁する）、売り手側に圧迫を続け、いつの間にかマーケットの中で主役の座を得るようになります。
こうなると売り手企業の目はライバル、買い手よりも流通へと向けられ、ここにマーケティングコストが
集中していきます。流通向けセールス、流通への販売促進費の提供、流通のオペレーション支援…と果て
しなくなっていきます。
日配品のように多品種化が容易で低価格商品を、買い手が毎日購買するようなものは、売り手側の商品

さえも流通が決めるというところまで来てしまいます。コンビニなどがその典型です。
（4）買い手中心のマーケット
売り手同士の激しい戦い、流通への果てしないサービスに疲れた売り手企業のたどりつく先は「買い手

に着目する」という当然の帰結を迎えます。
ここではマーケティングリサーチ（顧客の動向をとらえる）、ニーズ（買い手の求めるものを届ける）、

顧客満足度（買い手が満足してくれればもう一度買ってくれる）、提案営業（買い手へ商品の使い方を提
案する）、ソリューション（商品で顧客の課題を解決するサービス業となる）、お客様相談室といった言
葉がキーワードとなっていきます。
そしてマーケティングはView Point27の顧客志向戦略で述べたとおり、セグメンテーション・マーケ

ティング→ロイヤルティ・マーケティング→顧客満足度と進んでいきます。
マーケティングの見方の基本は業界の進化状況をとらえ、その上で個別企業のマーケティングを見てい

くことです。
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人的MCのキーワードで時代がわかる

マーケットの状態とマーケティングミックス

商品中心マーケットのキーワード
⇒開拓、アプローチ、見込み客、デモンスト
レーション、プレゼンテーション、
クロージング

売り手中心マーケットのキーワード
⇒シェア、リーダー、チャレンジャー、
ニッチャー、セールスコンテスト、
成功事例発表

流通中心マーケットのキーワード
⇒販売促進費、リベート、お取引先、
インストアマーチャンダイジング、店頭化、
インストアシェア

買い手中心マーケットのキーワード
⇒アフターフォロー、「利益＝顧客満足度」、
クレーム対応、環境対応、「流通と戦う」
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本項では特定の売り手からマーケットを見るというマーケティング（ミクロマーケティング）のモデ

ルについて述べます。

マーケティングモデルのストック要素は、View Point26で述べたようにマーケティングミックスとよ

ばれます。マーケティングミックスは従来のマーケティングでは売り手中心マーケットをイメージした

4P（Product、Price、Place、Promotion）という要素で考えられてきました。しかし現代のマーケティ

ングでは買い手中心マーケットをイメージして、マーケティングミックスを2つに分けて考えます。1つ

は商品であり、買い手に売り手がどんな商品を提供するかを考えるものです。もう1つはその考えた商品

をどうやって買い手に伝えるかというマーケティングコミュニケーション（略してMC）です。

本項では商品とMCというマーケティングミックスからマーケティングモデルをみていきます。

（1）商品

商品については次のようなストック要素に分けて考えます。

①機能 商品の持っている性能、操作性、品質、味など商品自体の特徴です。商品中心マーケットでは

売り手がシーズ（商品を開発する能力）から考えます。この商品を買い手が受け入れると、売り手優位

のマーケットとなり、マーケティングはほぼこの「機能」1色となります。味の良いラーメン屋のような

もので、客にこびることなく、ひたすら自らの舌を信じ、味を追及していきます。

売り手中心マーケットになると、買い手のニーズ（こんな商品が欲しい）から機能が考えられるよう

になり、売り手はすべてのニーズに対応しようとします。しかし買い手のすべてのニーズをタイムリー

にとらえていくのは難しく、この機能を代行する形で流通が生まれ、買い手のニーズを集約しようとし

ます。買い手中心マーケットの時代はこれがさらに進んで、ニーズから一歩進んで、顧客の便益（商品

から顧客の得られるもの）が注目されます。
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②ブランド 商品中心マーケットの時代に勝利を得た多くの売り手企業は、その受け入れられた自らの

商品機能を、何らかの形で表現しようとします。これがブランドです。売り手中心マーケットの時代に

なると、ブランドはややスタンスが変わり、ライバル企業の商品と差別化するための1つの「手段」とし

て用いられます。つまり同一機能の商品であっても、ブランドイメージの高い商品が売れるという仮説

です。このブランド優位性を確保した企業はもはや商品開発など不要で、他社の機能をコピーした商品

であっても、このブランドで売れることとなります。見方を変えるとそれによってブランドイメージの

高い企業は商品開発力を失っていきます。流通中心マーケットの時代になると、このブランドを小売な

どの流通が持つ業界も生まれ、商品ブランドとストアブランド（店舗独自のブランド）が戦ったり、調

和したりしていきます。

買い手中心マーケットの時代になるとブランドはさらに変化します。顧客満足を意識して、商品表示で

なく、売り手企業と買い手である顧客の良好な関係（これをCustomer Relationship Management：

CRMという）を表すものとしてブランドを考えます。そのためブランド表現の対象を商品から自らの企

業へと変化させます。これがコーポレートブランドです。テレビCMなどのプロモーションも商品よりも

企業を訴え、そのイメージを高めるべく、買い手全体ともいえる社会との関係や貢献度、環境へのやさ

しさなどを訴えます。

③デザイン 機能よりもブランドが重視されてくると、商品自体よりもそのデザインが注目されます。

ブランドロゴ、色、大きさ、パッケージング（包装）といったものです。百貨店がコーポレートブラン

ドのイメージを高めていく中で、その「包装紙」を大切にしていったのがその代表例です。さらにコー

ポレートブランドの進化と合わせて、社会にやさしいユニバーサルデザイン（誰にでも使いやすい製品

をデザインすること）などがキーワードとなります。
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④価格 商品中心マーケットの時代には「販売価格＝商品原価＋マーケティングコスト＋利益」という

式で価格が決定します。ここで買い手が増えると、商品数量が増え、生産の習熟によって商品原価は落

ち、マーケティング効率化でマーケティングコストも下がり、驚くほどの利益があがるようになります。

しかし当初多くの企業ではこれによって価格を下げるのでなく、機能を上げるように、商品開発・改良

にこのキャッシュフローをあてます。

売り手中心マーケットの時代に入り、販売価格はライバル企業との関係だけで決まるようになります。

いわゆる仲良し業界では、すべての売り手が幸せになれる高価格戦略が取られますが、必ずといってよ

いほど業界異端児が生まれ、価格破壊を行い、一気に価格は下がっていきます。

そして流通が生まれ、売り手企業の競争を煽り、それによって1円でも安く商品を手に入れることを考

えます。そのため売り手から見ると、顧客へ渡る価格よりも流通へ渡る価格の方が戦いとなり、まさに

値崩れ状態となります。流通が力をつければつけるほど、売り手は利益を悪化させていきます。

買い手中心の時代に入ると売り手は競争をやめ、買い手である顧客が受ける便益で価格を考えるように

なっていきます。そして顧客の便益を高めることで、価格を上げていくことがマーケティングの主流と

なっていきます。

（2）MC

MCは、そのプロモーション媒体によって「ヒト」と「ネットワーク」の2つに分けられます。「ヒ

ト」とはセールスマン、販売員といった売り手側の人間が、買い手に口頭で情報提供することであり、

ネットワークとはテレビCM、インターネット、紙媒体（パンフレット）などを使って情報提供するもの

です。
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①商品中心の時代 ここでのコミュニケーション情報の中心は「商品認知」です。これをセールスマン

などの「ヒト」に頼るのは苦しいといえます。商品を知らない買い手に、売り手側のセールスが「売り

たい」一心で情報提供をすれば、必ず情報が歪みます。戸別訪問、セールスのオーバートーク（事実以

外のことを話してしまう）と呼ばれるものです。なかなか売れないのでセールスマンをコミッション

（売れた分だけ給与を払う）にすると、ますますこの傾向が高まっていきます。

ここではネットワークを使うのがノーマルです。テレビCM、インターネットメール、パンフレットな
どを用いて、企業としてオーサライズした情報だけを買い手に渡すというものです。
②売り手中心～流通中心の時代 競争が激しくなってくると先ほどのセールスマンの傾向はますます強
くなります。一方で商品ブランドの信頼度がマーケティングのテーマとなり、セールスによるイメージ
ダウンに気づきます。
ここで多くの売り手企業は流通を使い、間接的な販売方法を取ります。そのためメーカーなどのセール

スマンは、小売などの流通に対して営業行為を行うようになります。流通は「買うプロ」であり、うま
く売り手の競争心をあおります。そしてセールスマンはいつの間にか誰が本当の顧客なのかを見失い、
流通に対してさまざまなサービスを行うようになります。売り手側はしばらくそれに気づかず、セール
スマンの膨大な人件費と彼らが行うサービスコストを負担してしまいます。
一方、ネットワークも高価格媒体を使うほど、ブランド信頼度が上がると思い、売り手は競ってテレ

ビCMなど高額なプロモーションに力を入れます。
こうしてMCのコストは、経営の意に反して日に日にうなぎ上りとなっていきます。気がつけば業界に

残った激しい競争を行う大手数社は、売れても売れても利益が出ない時代となります。
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③買い手中心の時代 この時代を迎えると流通に対する目が変化します。そして次第に流通へ行くセール

スマンを減らし、流通へのサービスを落として、セールスコストをダウンさせます。そしてそのマンパ

ワーを、消費者などの顧客へ直接的に便益を与えることへ目を向けていきます。これがお客様相談室、ヘ

ルプデスク、ヒーブといった顧客対応窓口です。

一方ネットワーク側は顧客へのダイレクトマーケティングとして、テレビCMが再び注目され、むしろ

増加していきます。現代ではこれをコストダウンし、かつ効率化できるインターネットの利用が注目を集

めます。
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企業が危機を迎える前兆オペレーション志向とマーケティング志向の識別

オペレーション志向
⇒生産性向上がテーマとなる
⇒採用を抑え、教育を抑え、テンポラリース

タッフ、アウトソーシングが増える
⇒社長が営業サイドや外部から来てライバル

に勝つことを訴える
⇒評価が成果主義、業績主義となる

マーケティング志向
⇒「目標達成」がすべてとなり、会社の中が

勝ち組と負け組に分かれる
⇒どのような売り方をしても、売ったものが

勝ちというムードとなる
⇒顧客よりもライバル、流通が気になり始め、

そのためのプロモーションコストが増える
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オペレーションとマーケティングという仕事のバランスによって企業は2つに分けることができます。

オペレーション志向とマーケティング志向です。どちらの仕事に企業として軸足を置いているかというこ

とで、比較的はっきりと外部からもわかり、その企業のカラーのようなものを作っています。「技術の日

立」と「消費者の松下」であり、部品工場とファブレスメーカーであり、「がんこ親父の限定30杯のラー

メン屋」と「24時間365日いつでもラーメン290円」であり、コンビニエンスストアと百貨店…といった

ものです。（無論前者がオペレーション志向、後者がマーケティング志向です）。

（1）オペレーション志向の企業

商品自体の機能差別化が可能である業界、絶対優位性のある技術、ノウハウ、情報、システムなどを持

つ企業などに見られるものです。自社のオペレーションを大切にし、自社のオリジナリティを生かした商

品を考え、その商品に合った顧客を探すというスタイルを取ります。

オペレーションでは生産性よりも品質を考え、高品質さを顧客よりもオペレーションをしている従業員

に感じさせ、その大切さを理解させます。

オペレーション志向同士が業界を作ると、商品中心マーケットにとどまることが多く、何らかの事情で

売り手、流通、買い手中心マーケットへシフトすると、マーケティング志向への転換を試み、多くの場合

失敗します。そして「原点に帰る」と称して、オペレーション志向に戻そうとします。オペレーション志

向の下に集まった従業員が、マーケティング志向に変わるのは至難の業であり、強行すれば驚くほどのス

トレスが生まれます。

抱える悩みは目標、業績です。オペレーションと売上はあまり結びつかず、利益目標へと向かいますが、

利益とオペレーション品質のトレードオフに気づき悩みます。次に顧客満足度を目標としますが、その測

定に悩みます。ここでオペレーション志向を究めようとする企業は、従業員満足度という指標に心を魅か
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れます。従業員がオペレーションを始めとする自らの仕事に満足できるかというものです。これを突き詰

めると満足している人だけが残り、後は去って行くようになります。オペレーション品質が高く、それに

プライドを持った人がリーダーとなり、彼らが周囲を育成するようになり、それがコーポレートブランド

となり、同じ志向の従業員を集めていきます。これがオペレーション志向企業の最終形といえます。

（2）マーケティング志向の企業
商品自体の機能の差別化が難しく参入障壁が低い業界や、競争心が旺盛な経営者の企業で見られます。

常に商品よりもライバルと顧客を見つめ、顧客のニーズにライバルよりもいち早くたどりつくことをその
原動力としています。
マーケティングの本線は商品機能以外の差別化です。他社と識別するためのブランド、デザイン、他社

に負けない価格、強烈なセールス、広告、チャネル獲得といったものです。利益を生む企業構造ではなく、
現場の業績目標は当然のように売上、シェアとなります。経営サイドがこれに合意し、現場と一体となっ
て売上、シェアを取りに行くと、企業は外から見ると異常と思えるほどに盛り上がります。毎日が戦争で、
考えるよりも動く、何はともあれ顧客を訪問し、ライバルを見に外へ行く。その最前線の兵士たちを心優
しきスタッフが支え、オペレーション部門はまさにバックヤードの日影の存在となります。
ここで経営者が何らかの事情で（株主、金融機関など）、利益を考えざるを得なくなると、状況は一変

します。まずは利益を出すためにオペレーション原価に着目します。そして生産性を上げようとしますが、
今まで着目してこなかったので一朝一夕でできるはずもなく、時間削減ではなく時給削減にその目が向き
ます。テンポラリースタッフ、アウトソーシング、中国などへ低賃金労働を求める…といったものです。
見方を変えればここに新たなオペレーション志向の企業を生むともいえます。しかし当然のことながらラ
イバルも同じ手を打つことになり、むしろマーケットにおける価格競争を呼びおこし、より利益が出ない
構造を生み出していきます。そして業界はゆっくりといわゆる「すみ分け」の時代へと向かいます。
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マーケットのマジョリティをとる数社の巨大企業と、セグメント化されたマーケットを対象とする多く

の企業というのがマーケティング志向企業の最終形です。

（3）オペレーション志向とマーケティング志向の見分け方

外部から見た両志向の見分け方は、何といってもミッションです。ビジョンでは両志向の企業とも、オ

ペレーションとマーケティングがバランス良く並びますが、ミッションは比較的はっきりと分かれます。

オペレーション志向ではミッションにストレートにオペレーションを表す技術、ノウハウ、ヒト、能力、

システム、高度といった言葉があったり、オペレーションと商品を結び付ける開発、創造、品質、性能、

変革…といったものがキーワードとなります。一方マーケティング志向では顧客をテーマとして、お客様、

満足度、社会、地域、環境、ニーズ（やさしさ、健康、さわやかさ、楽しさ、おいしさ…）ソリューショ

ン、スピード（オペレーションのスピードではなく、主にニーズ対応へのスピード）がキーワードとなり

ます。

ミッション通りに行動していない企業もありますが、組織にはどうしてもその色が出てきます。オペ

レーション部隊とマーケティング部隊の人数比、どちらが損益を持っているか、片方を子会社にしている

（メーカーなら子会社の工場or販売会社。もちろん親側が重視）、社長の出身（オペレーション側かマー

ケティング側か。管理部門ならオペレーション志向）といったものです。さらにはプロモーションにも出

ます。プロモーションコストやホームページ（オペレーション志向では明らかに採用中心、マーケティン

グ志向では顧客への訴えかけ）などに表われます。もっと簡単な方法はその企業の人に会ってみることで

す。オペレーション志向で働いている人は仲間、オペレーションの仕組を話し、商品へのプライドを持っ

ています。一方マーケティング志向では自社自身よりも顧客をよく知り、ライバルを知り、業界で今何が

起きているかをよく知っています。
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経営者の言葉でタイプがわかる

無関心型
⇒「ITを仕事に活かせ」「ITでスピードを上

げよ」
フォローアップ型
⇒「IT革命はビジネスモデルを変える」

「ITへの投資は惜しまない」
優位型
⇒「ITは単なるツール」「ITでは何も変わら

ない。変えるのはそれを使う人」
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コンピュータを中核とするITによって、現代企業の情報システムは作られています。この情報システム

はその機能によって3つに分けることができます。1つは「人よりも早く仕事をする」というもので、情報

システムを使うことで仕事の生産性を上げるものです。この時「仕事の手順」を情報システムに教えなく

てはならず、これをプログラムといいます。生産性を上げ、コストを下げることを目指すタイプです。2

つ目は「データを使う」というもので、これによってスピードアップというよりも、効果的な仕事ができ

るというものです。仕事で発生したデータを、他の仕事に使うべく共有（これをデータベースという）す

るものです。仕事を高度化することで収益をアップさせることを目指すタイプです。この2つの情報シス

テムについては本項でその見方を考えます。3つ目は情報を「伝える」というもので、情報システムとい

うよりもネットワークと表現されることが多くなっています。これについてはView Point48、49で述べ

ます。

情報システムは主に企業内部で使うもので、外部からはとらえづらいといえます。しかし次のような視

点で見ると、その実体が見えてきます。

（1）経営者との関係

経営者が情報システムをどうとらえるかによって、全く異なったものになります。これによって次の3

タイプに分けることができます。

①無関心型 経営者が情報システムに無関心で、情報システム部や情報システム担当者（以降あわせて情

報システム部と表現します）などに任せっきりの企業です。多くの場合情報システム部は孤立し、情報シ

ステムは一般従業員からは完全にブラックボックスとなります。

各部門、各従業員は常にブラックボックスとなった情報システムに対して不平・不満を持ち、「使いづ

らい」「仕事に使えない」と嘆いています。一方、情報システム部は従業員のリテラシー（IT機器の操作
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能力）が低いために使えない、使わないのだろうと思い、IT機器の操作教育などを実施します。

現場のリーダーたちはやや年をとっていることもあり、情報システムなしでもやって行ける（今までな

くてもやってきた）と思い、次第に無関心となり、外部からの刺激（お客様からのメール問合せ、ネット

ワーク接続要求…）がない限り、情報システム部に要望も出しません。

ITベンダー（IT機器や情報システムの開発・提供をビジネスとする企業）から見ると、言い方は悪いの

ですがある意味では「良いお客」です。他ITベンダーへリプレースされる心配もなく、少しずつ情報シス

テムを大きくしていくと年々受注額が増えていきます。そして大きくされてしまった企業は、気がつくと

競合他社に比べ、驚くほどの情報システム費がかかっているのに、何のリターンもないという状態になっ

ています。

②フォローアップ型 経営者が情報システムに無関心ではいけないと思い、何とか「人並み」にと思って

いる企業です。常に業界内の他企業の情報システムをチェックし、自社は乗り遅れていないかを考えてい

ます。「何をしたい」という積極的なニーズはないので、何をしてよいかわからず、当然のことのように

隣と同じシステムを導入します。ERP、データマイニング、SFA、ユビキタス、BtoCといったマスコミ

をにぎわすキーワードに、経営的な言葉の意味さえもわからないままに投資していきます。

情報システムを使う現場はこの波に乗らざるを得ず、なんとか使い切ろうとします。しかし導入目的が

「隣が入れているから」では、どのように使えば幸せになれるのかがわかりません。だからといって使わ

ないのもまずいので、とりあえずITの得意な人をITリーダーにして、彼の指導のもと何とか使います。そ

してこのITリーダーを情報システム部が後押しします。

ITベンダーから見ると競争の激しい顧客といえます。目的意識がないので、とりあえず隣が入れた今は
やりのITを、他社よりも出来るだけ安い価格で入れようとします。そのため常にITベンダーのセールスが
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この企業をウォッチングし、ITベンダー同士が見積・受注競争をしています。

③優位型 他社とは異なる、他社はやらない情報システムに目をつけ、これで勝ち抜こうと考える企業で
す。多くの場合その対象はマーケティング系の情報システムです。近年では予測系のマーケティングシス
テムで優位性をキープしている企業が有名です。予測とは過去の結果から、ITを使ってシステマチックに
明日の予測値を出すもので、実は現代のITがもっとも得意とする分野といえます（詳しくは拙著「計数分
析のセオリー」を読んで下さい）。この予測システムの代表が在庫システム（明日売れる量を適確に予測
して在庫する）です。これを武器としてセブン－イレブン・ジャパン、トヨタ、花王といった企業がエク
セレントカンパニーとなっています。
この企業はITベンダーから見ると、あまり「良い客」ではありません。ITベンダーには自社とのアライ

アンスを求め、投資額の負担を求め、かつこのシステムの他社への拡販はやめて欲しいと言います。
次期優位型システムとしては新しいBtoC型（インターネットの新しい使用方法を消費者に提案する）、

電子マネー、RFID（離れた所から人や物を識別する技術。Suicaが代表例）、そしてテレビCMに代わる
新しいインターネットプロモーションが考えられます。
（2）IT組織

IT組織の見方は次の2点です。
①情報システム部 情報システム部のメンバーに人事異動があるかを見ます。人事異動がない場合はCIO

（情報システム担当役員）までが完全に閉鎖的専門組織であり、(1)の経営者との関係は多くの場合、無関
心型となっています。大企業でこのスタイルの時は、近年では情報システム部をスピンアウトして別会社
にし、むしろよりブラックボックス化して、彼らをプロのサービス業とします。そのうえで企業側はこの
別会社にサービスのみを要求し、そのサービスに対価を払うようにし、そのサービスの品質向上を図りま
す。
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情報システム部に人事異動があって、情報システム部が各部門の意見代表者の集まりのようになってい

る企業は、当初無関心型でも次第に優位型に向かっていきます。そして優位型になると、多くの企業は情

報システム部を解散、または縮小して、現場にこの集めた代表者を戻し、マトリクス組織（現場でその仕

事をしながら情報システム担当を兼ねる）のようなスタイルで、情報システムを考えさせます。

②ITベンダーとの関係 ITベンダーとの関係は次の3タイプに分かれます。

・製品購入型 ハードウェア、ソフトウェアなどを、必要に応じてITベンダーから購入するものです。複

数のITベンダーと付き合うことになり、ITベンダー同士の競争が生まれ、比較的低コストで購入できます。

しかしこれらが複雑にネットワーキングされるにつれ、次第にその維持のためのコスト、トラブル対応な

どが問題となってきます。

・システムインテグレーション型 ITベンダーを1社に絞り、そこからすべてのIT機器を購入するように

するものです（これをシステムインテグレーションという）。近年ではこれにSLA（サービス・レベル・

アグリーメント。一定のサービス水準を約束する）という契約を取り交わすことが常識となりつつありま

す。ITベンダーからは「購入する」のではなく、情報システムという「サービスを受ける」と考えるもの

です。そう考えると情報システム自体が自社にある必要もなくなるので、外部サービスを受けるようにな

ります。これがITアウトソーシングサービスです。

・アライアンス型 情報システムがネットワーク中心となり、お客様へのサービスの一部または商品その

ものとなると、多くの場合ITベンダーとはアライアンスというスタイルを取ります。銀行のように「カネ

という情報」をやり取りする企業などがその代表です。ここでは情報システム部がスピンアウトするだけ

でなく、ITベンダーと共同出資で会社を作るなどしてそのアライアンスを誓います。これについては

View Point50で述べます。
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（3）情報システムの構造

情報システムの構造は次の2つの視点から見ます。

①作り方

・オーダーメイド型 情報システムをITベンダーに頼んで、自社の思う通りに作ってもらうものです。優

位型企業に多く見られます。無関心型でこのスタイルを取っていると、とんでもない費用となる危険を抱

えます。

・パッケージ型 出来合いのシステムを購入するものです。フォローアップ型にぴったりのものです。

多くの企業ではこの2つのタイプを組み合わせて購入しています。しかし近年では情報システムを真剣に

考えた企業では中途半端ではなく、ビジョンをはっきりさせて、完全にどちらかにしていく傾向にありま

す。

②機能

・プログラム型 情報システムを業務効率化と考えている企業です。したがってその業務のプログラムが

柱です。仕事の効率化は初期の頃は大きく効果を出し、一定以上の効果が出ると、もうそれ以上効果は出

なくなります。そこで何とかプログラム処理の結果として生まれてくるデータを仕事に役立てようとする

のですが、うまくいきません。その最大の原因はそもそも「データを使うことを前提に情報システムを

作っていない」という本質的なものです。外から見ると作り直さない限りは無理だとわかるのですが、企

業の内部では「何とか今の情報システムを活用して」と考えてしまいます。
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・データベース型 上の業務処理も仕事を合理化しているとは考えず、情報システムのデータを利用して

仕事をしていると考えて作られたものです。当然のことですがデータ単位に整理され、共有化され、さま

ざまな仕事にデータが使われます。こちらの方が良いとわかっているのに、情報システムは段階的に作ら

れ、初期の目的が業務処理のためデータベース型とはせず、とりあえずプログラム型とします。机上で考

えればどちらが良いかすぐにわかるのに、逆を選んでいる企業が多いのは不思議といえば不思議です。
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コミュニケーションモデルの見分け方

コミュニケーション重視型
⇒「オフィスがにぎやか」

「上位者の机の向きがちがう」
「会議が多い」「朝礼がある」
｢決裁印のハンコがたくさんある」

「スピードアップというポスターがオフィス
にある」

「女性のマネジャーがほとんどいない」

コミュニケーション効率型
⇒「オフィスが分散している。静か」
「誰が上司かわからない。従業員と経営者の

区別さえわかりづらい」
「メールのルールがはっきりしている」
「誰がどこで何をしているかがネット掲示板で

わかる」
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企業内の従業員同士がどのようなコミュニケーションをとっているかをコミュニケーションモデルとい

い、その媒体をネットワークといいます。

コミュニケーションモデルはミッションとともに企業文化を表し、そして企業文化を作っているものと

いえます。企業におけるコミュニケーションの最大のポイントは時間、効率です。これによって企業内の

コミュニケーション時間をたっぷり取って、じっくりと話す「コミュニケーション重視型」と、コミュニ

ケーションのスピード、つまり一定の量の情報をできるだけ効率良く伝えることを考える「コミュニケー

ション効率型」に分かれます。

（1）コミュニケーション重視型

フェース・トゥ・フェース（互いに時間を共有してコミュニケーションをとることを同期といいます）

によるコミュニケーションを大事にし、人と人のふれ合いを大切にしている企業です。会議もひんぱんに

開催されますが、基本は1：1による事前根回しであり、会議は議論よりも合意確認の場といえます。1：

1は上司、部下という連続した上下関係が中心であり、末端の情報が最上部まで届くには時間がかかりま

す。上下方向を行き来する情報は、下から上への報告、連絡、相談をトリガー（引き金）として、その後

に上司からの指揮命令がなされます。また絶対服従が原則であり、これを貫くと組織はワンマン経営者を

頂点としたピラミッド型の中央集権組織となります。

一方横方向のコミュニケーション（部、課などを越えたコミュニケーション）は当然のごとく疎となり、

主に上位者を通しての連絡となります。この上位者間のコミュニケーションはリアルタイムではなく会議

などで定期的になされます。そのために課長会、部長会など階層別の会議が開かれます。末端での横方向

の情報交換がなく組織にストレスがたまるので、中堅社員教育、若手社員教育などと称して、現場レベル

の情報交換が1年に1度くらいなされます。



View Point48：メールがコミュニケーションを変える

281

組織内を流れる情報は、面談中心のため事実と意見が区別されず、また知っている人、知らない人の格

差が生まれます。これを妨げるべく、情報所有者にレポート、報告書などを作らせますが、どうしても後

づけであり、レポートを作っても面談することを前提にしているので、面談者以外はレポートを読んでも

その情報の意味がわかりません。

面談中心のため多くの場合、ビジネス情報、プライベート情報が混乱してしまい、仕事と生活の一体感

を生んでいきます。そして職場でのレクリエーション、飲み会、旅行といった日本的風習を生んでいきま

す。これはある意味では上位者にとっては快適な部分もありますが、セクシャルハラスメント、パワーハ

ラスメント、サービス残業といった現代企業病を生む要因ともいわれています。これを妨げるべく上司も

部下も「さん」づけで呼んだり、セクハラ教育などを受けるのですが、一度できてしまったコミュニケー

ションモデルを破壊することはなかなか困難です。

このコミュニケーションモデルは「まわりの人を活気づけること」が善とされ、熱いムード、やる気と

いったことがコミュニケーションテーマとなり、これが文化となります。

（2）コミュニケーション効率型

(1)のコミュニケーション重視型は典型的日本型企業として体づくられていますが、近年になってこの

コミュニケーション効率型が主流となりつつあります。これを支えているのが何といってもインターネッ

トによるメールといえます。メールの特徴は非同期（情報の発信時は相手を意識せず発信し、受信時は自

らの都合の良い時に取りに行く）、そして同報（複数の人に同時に送ることができる。相手を不特定多数

にするとネット掲示板となる）です。
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ここでの上下方向のコミュニケーションは1：1でなく、1：nで可能です。末端の担当から係長、課長、

部長、事業部長、さらには経営者まで同報でコミュニケーションを行うことが可能です。直属の上司から

みれば頭越しの情報交換であり、自らの存在価値をもおびやかすものとして抵抗します。しかし飛び越し

て情報を受け取った上司の上司にとっては、新鮮で魅力的な情報（業績を大切にするビジネス志向の強い

人ほどそう思う）であり、こうしてこの抵抗もその上下関係の中で押し流されます。

しかしそうなると組織の上位に行くほど指数的に膨大な数のメールを受け取ることになってしまうので、

組織には新たな情報交換ルールが必要となります。このルールを考える時、必ず合わせて議論されるのが

「権限と責任」です。フェイス・トゥ・フェイス、上への伝言ゲーム時代には不透明だった「誰がどんな

権限を持ち、どのようなことが意思決定でき、どのような責任を負うのか」をはっきりさせなくてはなら

なくなり、それによって「どのような時にどのような情報を誰が誰に渡すか」ということが決められてい

きます。そのため権限委譲が進み、それによって組織はピラミッド構造からフラットなグループ組織へと

変化します。

メールのもう1つの特徴は面談と異なり、その結果がすべて残ることです。このため組織内を行き来す

る情報では意見は出しづらいもの（上司が意見に賛成するか反対するかわからない。顔色を見てというわ

けにはいかない）となり、事実中心、そして自ずとビジネス中心となり、プライベート情報はこれとは異

なるプライベートネットワークを用いるようになります。こうしてビジネスとプライベートな生活がはっ

きりと分離されるようになります。
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自然に情報は共有化され、誰もがアクセスできるようになり、情報の発信元もわかるようになります。

共有化された情報のもとでかつ結果が情報として残る形で仕事を進めていくことで、次第に各従業員の能

力がはっきりと見えるようになり、上司評価による不公平感が少なくなり、学歴、性といった差別が薄れ、

自然の結果として能力主義となります。さらには情報交換を必ずしもオフィスで行う必然性は薄れ、育児、

介護などを抱えるワーキング・ハンディキャッパーもその実力を発揮できるようになります。

企業全体のカラーとしてはホットなものからクールに、そしてキーワードは「やる気」から「責任」へ

とシフトします。
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インターネットを活用できる企業、
できない企業

できる企業
⇒勤務時間中のネット利用は一定のルールのも

とで自由
⇒自社内に社員向けコミュニティがある
⇒若手社員がＩＴベンダーなどとネット上で勉

強会をやっている

できない企業
⇒勤務時間中のネット利用を規制
⇒他社のインターネット利用成功例を調査
⇒インターネット委員会があり利用アイデアの

会議をやっている
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企業が取引先、顧客、社会などと組む外部ネットワークはインターネットによって大きく変化しました。

インターネットの最大の特徴は、そこにつなげば誰とでもコミュニケーションがとれるということです。

企業外部のネットワークはBtoB（Business to Business。企業と企業のネットワーク）、BtoC

（Business to Consumer。企業と消費者のネットワーク）の2つに分けて見ます。

（1）BtoB

インターネットを使い企業同士が取引（商品売買など）をしようとした場合、誰でも自由に参加できる

というオープンネットワークでは相手の確認が難しく（本当に本人か）、また与信の面でも問題がありま

す。従来は取引をしたい企業が集まって共同でネットワークを作ったことも多かったのですが（業界VAN

などといわれた）、現在ではインターネット上にクローズドな空間（一定の企業しか入れない）を作り、

そのメンバー間で合意された一定のルール（売買ルール、決済ルール、与信ルールなど）のもとで取引を

行うことがポピュラーとなりました。この空間を一般にeマーケットプレイスと呼んでいます。

eマーケットプレイスは参加企業から見ると売り手と買い手に分かれます。eマーケットプレイスの特徴

は、買い手が有利ということです。買い手には売り手の商品をじっくり比較でき（従来はこんなことをす

ると時間と費用がかかってしまった）、競争を促し、結果として商品が低価格で手に入るというメリット

があります。逆に売り手には簡単に比較競争をさせられ、競争が激しくなり、どうしても利益が出ない構

造となってしまうデメリットがあります。

ここへの参加スタイルには、「自らが主宰する」、「他のメンバーが作ったものへ参加する」、「共同

で作る」、「サードパーティが作るものへ参加する」などがあります。このタイプごとにその見方を述べ

ます。
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①売り手企業の見方

・自らが主宰 売り手企業が主宰（自らが作ること）したeマーケットプレイスでは多くの場合、売り手

は自社のみであり、競争回避の手段として用いられます。ライバル企業も対抗上自社オリジナルのeマー

ケットプレイスを作ります。こうして業界内の取引はむしろクローズド（系列といった表現が用いられ

る）に向かっていきます。

・他のメンバーが主宰 ライバルの売り手が主宰しているものに参加することは少なく、買い手側のメン
バーが主宰したものに参加することがほとんどです。参加すれば販路は確保され、売上の伸びは期待でき
ますが、買い手側の狙い通り、競争は激化します。
・共同型 同一地域や同一業界の売り手側が共同で作るものです。多くの場合買い手の企業を新規開拓す
ることが目的です。コストもあまりかからないので失敗はあまりなく、ある程度の売上増大に向かうこと
が多いといえます。
・サードパーティ型 売り手でもなく買い手でもない第三者の主宰するeマーケットプレイスに参加する
ものです。ここでは多くの場合大きなメリットを受ける買い手の大企業をスポンサーとして数社集め、売
り手が参加せざるを得なくしています。売り手としてはもっとも厳しい状況での参加となります。
②買い手企業の見方
・自らが主宰 多くの場合この買い手主宰者は大企業であり、従来型の親・下請のような構造といえます。
しかし従来の親子型とは異なり、海外を含め売り手を広く求め、激しい売り手間の競争関係を作ります。
これが成功すると買い手主宰者は、コストダウンができ、大きなメリットが生まれます
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・他のメンバーが主宰 特定の売り手が主宰するeマーケットプレイスに参加すると、どうしてもネット

ワークが錯綜（売り手は複数必要なので）して、買い手側にはあまりメリットがありません。買い手が大

企業なら売り手のオープン化を求め、次第にeマーケットプレイスは売り手が増えていきます。他の買い

手が主導するマーケットプレイスに参加するというのはイレギュラーなケースですが、互いの商品が補完

的（競合せず、シナジーが生まれる。肉と野菜など）であればまれに見られます。

・共同型 同一地域や同一業界の買い手側が共同で作るものですが、売り手共同型よりも広く見られます。

売り手は当然のことながら地域、業界を越えてグローバルにボーダレスに求めていきます。

・サードパーティ型 買い手としては「買い手側の競争」というデメリットを生むこともありますが、参

加すれば良い売り手が見つかるので参加したくなり、当然のことながら参加料を求められます。

（2）BtoC

BtoCのネットワークではほとんどが「売り手＝企業」、「買い手＝消費者」であり、次のような3つの

タイプがあります。

①ホームページ型 自社のホームページで自社の商品を販売するものです。限定顧客向け、限定ニーズ向

け、在庫コストのかかる高額商品などがほとんどで、通常店舗では置くに置けない商品の販売に使ってい

ます（Hard to buy型という）。通信販売の延長線といえます。その企業の通常商品を売っている場合は、

販売経路を持たないマーケット参入が後発型の企業がほとんどです。

②参加型 多くはサードパーティの主宰するeマーケットプレイスに参加するというものです。①と同じ

くHard to buy型かマーケット参入後発型です。通常の店舗で在庫として持っているものをここで販売し

て、それが売れてしまうと、店舗側の反発が強く、すぐに中止することがほとんどです。自社のホーム

ページとリンクを貼り、アフィリエイト（自社のホームページで売れた場合、eマーケットプレイス側に
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手数料を支払う）する場合がほとんどです。

③コミュニティ型 多くの場合単独大企業が主宰して、自社の商品などに関する消費者同士の情報交換の

場を作るものです。売り手中心マーケットで圧勝し、流通中心マーケットで苦しめられ、買い手中心マー

ケットへの変身を願う企業が、必ずといってよいほど取る常套手段です。プロモーションというよりも、

新しい商品の使い方、新しいニーズの発見などが目的で、新商品開発やマーケット需要の増大を狙うもの

です。
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言葉のニュアンス

協働、協業、コラボレーション
…特定の仕事について仲良く一緒にやる

提携、アソシエイト
…ライバル同士が手を握る、競争しない

同盟（アライアンスがこれを指すことも多
い）
…固い契り、互いに一心同体、死なばもろと
も
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アライアンスとは複数の企業が独立性を保ったまま（つまり互いのガバナンスに影響を与えないで）、

特定の目的のために協働、提携、同盟（本書はこれら3つをあわせてアライアンスといいます）などを組

むものをいいます。

アライアンスモデルは次の3つのパターンに分けることができます。

（1）水平型アライアンス

同業者、つまりライバル関係にある企業がアライアンスを組むものです。これには次のような特徴が見

られます。

①目的 共同商品開発、共同サービス（共同で顧客に対してサービスをする。建設業などで見られるジョ

イント・ベンチャーが代表）といった商品の共同化を目的としたものが典型的なパターンです。View

Point49で述べた「売り手共同型のeマーケットプレイス」などの共同販売もこれにあたりますが、まだま

だマイナーです。共同購入を目的とするケースも協同組合などで見られますが、この場合そのアライアン

ス度は極めて弱く、協働とはいいがたいものが多いといえます。View Point49で述べたように買い手共

同型はそのメンバーが増えて行き、アライアンスというよりもインフラ的存在となっていきます。

②背景 強者同士が競争を避けるためにアライアンスを組むというケースはむしろレアです。特定の強者

に対抗して、または業界全体が弱体化し、競争回避というよりも、協働して顧客へアプローチすることに

より、マーケティングコスト、オペレーションコストを落として、少しでも利益を出すために組むという

ものが一般的です。強者が弱者を飲む場合はアライアンスではなく、M&Aスタイルを取り、強者がはっ

きりとガバナンスを取ります。
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③発展 ライバル同士がアライアンスをするため、どうしても互いに不安が生まれます（相手に出し抜か

れるのでは、飲み込まれるのでは…）。そこで特に2社のアライアンスの場合は、資本提携（互いに資本

関係を持つことを指す。多くの場合、両者が互いの株を持ち合う）をして、一方がガバナンスを取らない

ことを約束し、互いに一体感を持って進められるようにします。これが成功すると一歩進めて、アライア

ンス部分（オペレーションやマーケティングの部分）だけを共同の子会社とすることも多くなっています。

④解消 アライアンスの解消はほとんどありません。というよりも「生き残りをかけて」というケースが
多いので、失敗すれば解消ではなく消滅してしまい、成功すればよりそのアライアンス度を強めていきま
す。
（2）垂直型アライアンス
特定の業界内では、複数の売り手と複数の買い手が錯綜して取引をしています。この中の特定の売り手

と特定の買い手がアライアンスを組むものです。買い手は消費者ということはなく、BtoBという形です。
メーカー、卸、小売のように階層的なアライアンスも見られます。このように流通サイドが組む時はサプ
ライチェーン（消費者に対して供給側がチェーンとなって、アライアンスを組むという意味）と表現され
ます。垂直型アライアンスはメンバーに中核となる企業がいるか、いないかを見ます。
①中核型アライアンス はっきりとした中核企業がいて、アライアンスで発生するコストをほとんど負担
し、アライアンス全体をリードするものです。
取引関係は多くの場合連鎖していますが、売り手側を上流、買い手側を下流といいます。メーカー、卸、

小売の関係でいえばメーカーが上流、小売が下流というものです。中核企業が上流、下流のどちらかとい
うことで、全く異なるアライアンスとなります。
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・上流が中核 メーカー、卸、小売の関係でいえばメーカーが中核となってアライアンスを組むものです。

目的は自社製品の販売拡大（言い方を変えれば他社製品の流通からの排除）です。従来消費者向け製品の

大手メーカーが取ってきた、流通系列化と呼ばれるものがその代表です。ここでは中核企業のメーカーが

すべてのコントロールを行います。商品情報の流し方、価格（これを小売にまでやると再販売価格維持行

為という独禁法違反となりますが）、配送ルート、プロモーションなどアライアンスにおけるすべての

マーケティングそしてオペレーション、さらには情報システム、ネットワークなどの設計を行います。こ

こでの問題点はアライアンスに入らない卸、小売などの流通ライバル（特に小売）が品揃えを複数メー

カーにして、大型化していったらアライアンス内の卸、小売は勝てないということです。

このアライアンスの解消は、中核企業よりもそれ以外へのメンバーに大きなダメージを与え、多くの場

合そのメンバー企業は消滅してしまいます。

・下流が中核 従来の日本で言えば、大手最終製品メーカー（下流）と部品などの下請メーカー（上流）

という組み合わせです。これも系列とよばれ「上流中核の流通系列」よりも、さらに強烈な形で存在して

いました。しかしView Point49で述べたように近年のインターネットの普及で、上流メーカー、下流

メーカーとも互いに取引先を特定化しておくメリットが薄れてしまい、そのサプライチェーンもゆっくり

と崩れていっています。

一方、メーカー、卸、小売という流通の中で、消費者という3者共通の顧客により近い下流の小売がそ

の中核となり、アライアンスを組むことが増えています。ストアブランド（メーカーが小売の要望で生産

し、納品する）、チームマーチャンダイジング（特定の小売が中心となり、ライバル店に勝つための商品

をメーカー、卸と一緒に作る）、配送ベンダー制（特定の小売と提携して、その小売のために商品配送を

卸などが請負う）といった形で生まれています。
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下流中核のアライアンスの場合、中核企業にとって大きなメリットとなるのが在庫です。つまり上流側

から自らの欲しい商品を、欲しいタイミングで、欲しい量だけ納入するという、カンバン、JITといった

システムが構築されます。これによって下流側は大幅な在庫圧縮（いらないものは買わないので）が図れ

ます。この時アライアンス全体としての在庫が削減されていない限り、当然のことですが、上流側の在庫

は下流が圧縮した分だけ増大していくことになります。

②対等型アライアンス 取引関係にある企業が、対等の立場でアライアンスを組むものです。メーカー、

卸、小売のサプライチェーンでは製販同盟（特定メーカーと特定小売）、製配販同盟（卸も加わる）など

となります。日本でも流通において、ここ10年くらいで何度もチャレンジされてきましたが、次のような

理由で多くが失敗に終わり、解消されています。

・上流と下流の品揃え 一般に上流（メーカー）に行くほど品揃えは少なく、下流（小売）に行くほど多

くなります。したがって小売から見て、特定のメーカー1社と手を結ぶことは考えづらいといえます。ま

た複数のメーカーと組むと今度はそれが錯綜してしまい、中間に卸や自社の本部などの交通整理が必要と

なり、通常の流通と変わらなくなります。そう考えるとむしろ小売は商品などをどのメーカーからでも買

えるようにする（つまりアライアンスを組まない）方がメリットが大きいと考えられます。

大手メーカーから考えても、特定の小売１社と組むと他の小売に売りづらくなります。結局は力のある

メーカーが小売を囲い込む、力のある小売がメーカーを下請として使うという中核型へと向かうことにな

ります。
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・上流と下流の組み合わせ 上流－下流において大手－大手が難しく、大手－中小、中小－大手では中核
型へとなるため、中小－中小しかありません。中小メーカー、中小卸、中小小売が手を組むとなると、そ
の目的は規模の利益を得ることであり、大きくなることです。そうなるとメンバーは次第にオープンとな
り、View Point49のeマーケットプレイスのように、誰もが自由に取引できる場となっていき、インフラ
となり、アライアンスとは呼べなくなります。これをインターネットが後押ししています。

（3）アウトソーシング型アライアンス

企業における情報システムなどのIT、経理、人事、総務などのスタッフ業務を、その専門会社に委託す

ることも多いといえます。この時、委託側と受託側はゼロサムゲームと呼ばれる関係になっています。委

託されるサービスが同じで、両者の契約全額がもし100万円下がれば、委託側は100万円得をし、受託側

は100万円損をします（両者の合計は常にゼロとなるのでゼロサムゲームといいます）。したがってこの

金額折衝は極めて厳しいものとなり、その時の委託側企業と受託側企業（というよりも業界）のパワーバ

ランスで決まっていきます。よく考えるとこの交渉は両者にとって幸せがないので、このゼロサムゲーム

を脱却して、両者が同じベクトルを持つように調整すると、まさにアライアンス的要素を持つことになり

ます。ここでの代表的なモデルは次の2つです。

①チャージモデル こういう業務委託では、多くの場合受託側のオペレーション原価に一定の利益を加え

て販売価格が決まるというモデルをとっています。これを委託側がそのサービスによって得るメリットに

よって、販売価格を決めるというスタイルに変えるものです。

IT業界で見られるソリューションビジネスなどがその典型です。これはITベンダーがIT製品を売るので

はなく、顧客の課題を解決するとものととらえ、その解決の度合いによって料金をもらうというものです。

見方を変えれば「顧客の課題」という共通テーマについてアライアンスするともいえます。
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View Point49で述べたアフィリエイトもこれにあたります。広告をインターネット上のサイトに委託し、

その広告によって顧客が実際に購入した金額に合わせて広告料金を払うというものです。インターネット

の誕生で次々と新しいアライアンスモデルが開発されつつあります。

②共同出資型 委託側企業と受託側企業が共同出資で会社を作るもので、View Point47で述べたように

ITベンダーとの間で多く見られます。共同会社には受託側企業からサービスを行うオペレーションメン

バーが行き、委託側企業がそのサービスを受けるというものです。これによってそのサービスの原価を

はっきりと委託側がわかり（共同会社の決算書を見ることで）、どのようなサービスを要求すればどのよ

うな原価となり、どのような効果があるかということがわかります。そのためあらかじめ費用対効果をシ

ミュレーションしてサービスを決定することができるようになります。
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商
品
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テ
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ン
グ
力

オペレーション志向度

生産性

項目 計算法

オペ
レー
ション

生産性
ベンチマーク原価率 オペレーション原価

自社原価率 売上高

品質
次の項目に該当するものがあれば１点加点。「ＩＳＯの認証を受けている」「独立した
品質向上チームがある」「独立した品質保証チームがある」「クレーム窓口がある」
「品質目標がある」

マーケ
ティン
グ

商品マーケ
ティング力

次の項目に該当するものがあれば１点加点。「マーケットリサーチ部門がある」「自社
ブランドがある」「独立した商品開発部門がある」「独立した商品デザイン部門があ
る」「コーポレートブランドという考えがある」

コミュニケー
ション力

自社ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ効率 売上高の対前期比

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ効率 ｾｰﾙｽ人件費＋広告・宣伝費

志向

オペレーショ
ン志向度

次の項目に該当するものがあれば１点加点。「ミッションにオペレーションのキーワー
ドがある」「経営目標の第一が利益」「社長がオペレーション出身」「本社とオペレー
ション部門が同一の場所にある」「ホームページで採用を重視している」

マーケティン
グ志向度

次の項目に該当するものがあれば１点加点。「ミッションにマーケティングのキーワー
ドがある」「経営目標の第一が売上、シェア」「社長がマーケティング出身」「本社と
マーケティング部門が同一の場所にある」「ホームページで顧客を重視」

ＩＴ

ＩＴ活用力
次の項目に該当するものがあれば１点加点。「ＣＩＯがいる」「情報システム部に他部
門との交流がある、または情報システム部が現場にいる」「ＩＴベンダーは一社に絞っ
ている」「ｿﾌﾄｳｪｱは主にパッケージを購入している」「データ単位に担当者がいる」

ネットワーク
活用度

次の項目に該当するものがあれば１点加点。「インターネット・メールに関してルール
がある」「インターネット・メールに関して専任の担当がいる」「自社内に社員向けコ
ミュニティ、個人ホームページ・ブログなどがある」「社内ネットワークで業務教育が
受けられる」「社外から社内ネットにアクセスできる」

１０× －７ 原価率＝

１０× －７ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ効率＝
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企業に入ってくる若者は意外と企業内を流れる「風」に敏感である。現代企業ではマーケターが花形職

種といえる。そして入ってくる若者はマーケターを目指す。

オペレーションを担当するオペレーターは迷走している。右肩上がり経済の中ではオペレーターは合理

化し、生産性を高め、原価を落とし、販売数量を伸ばし、オペレーターも増え、後輩を指導し、そしてマ

ネジャーという花形エンジニアになる。

しかし拡大は止まり、販売数量が伸びない中で、オペレーションは生産性よりもカンバンに走る。この

時この仕組を作る新しきエンジニアが必要となり、少し盛り上がりを見せる。ただし生産性のように時と

ともに上がって行くのではなく、時とともに次第と効果は消えていく。そしてエンジニアの目は再び生産

性に行く。販売数量が伸びない中で生産性を上げれば、当然のことながらヒト減らしにつながっていく。

そしてムードは一気にダウンしていく。経理、人事、総務といったスタッフもITの浸透で同じようにヒト

減らしとなっていく。

当然の流れとして仕事を増やすべく、ヒトはマーケティングという販売拡大へ向かう。マーケティング

の中でもっともヒトを必要とするのは営業、販売員、店員といったいわゆるセールスマンである。しかし

日本の企業は不思議とセールスという仕事に関してビジネスモデルではなく、結果に着目する。売れた

セールスが良いセールス、売れないセールスは悪いセールスである。そして売れたセールスマンは「がん

ばった」からであり、売れないセールスマンは「がんばり」が足りないというものである。もっとがんば

るようにセールスマンにノルマを与え、どんな手段を使ってもいいから達成するとコミッションを払い…

となっていく。セールス部門に後から入る若手は先輩たちが食べ散らかした後をセールスするので大変で

あり、ノルマを与えられても達成できず、未熟といわれ、がんばってないと言われ…。このようなセール

スの臭いを感じとった若者は企業の意図に反して、この職種を拒否する。
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そして注目されるのがマーケターである。マーケターとは本来はマーケティング担当者なのでセールス

を含むはずだが、これを除いた部分を指す。マーケターは2つの職種に分かれる。１つはマーケットニー

ズに合わせた商品開発であり、もう1つはセールス以外のプロモーション（テレビCMなど）担当である。

前者はアイデア、頭の柔らかさが求められ、後者はターゲット層の商品使用感にマッチしたセンスが求め

られる。これは共に企業が最優先で入社させてきた偏差値の高い一流大学の人間とは、ちょうど反対側に

いるタイプの人である。採用システムが相変わらず「卒業大学中心」の中でこのギャップは大きく、アイ

デア、センスのある人がベンチャーに流れ、大企業がピンチになるという構造を生んでいる。

マーケターの需要と供給を考えると、「企業の採用を変えないと」と思う。ただアイデア、センスをど

うやって見るのか、仮に見られたとしてもその人たちが組織の中でやっていけるのか…。企業の悩みはつ

きないといえる。
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