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企業倫理は、ここ数年、企業が取り組むべき重要

課題として、大きく取り上げられている。

倫理規定を策定する企業が急増、内容も社是・社

訓的なものから実践的なものへシフトした。

最近特に強調される点は、｢コンプライアンス（倫

理法令遵守）体制の確立」が、クライシス・マネジメ

ント（危機管理）において、最も重要であると言われ

ている。

また、危機発生直後の重要課題は、

①事件・事故への素早い対応

②原因の早期究明

③徹底した説明責任

などがあげられる。

昨年の夏、いくつかの企業が品質管理ミス，異

物混入事件，リコールといったクライシス（危機）に

直面した。

そのような問題に直面した企業側の対応が厳し

く問われた。

三菱自動工業のリコール隠しは、30年も継続し

ており、ユーザー無視の企業姿勢と企業倫理の

中核をなす「誠実な組織風土」を蝕む結果となっ

た。

雪印乳業は、コストや生産性を追及するあまり、

食中毒を未然に防ぐという業務上の注意義務を

怠った。

企業はリスク・マネジメントのために、形式だけの

企業倫理規定作成ではなく、実践的な｢コンプラ

イアンス体制の確立」と社員への周知徹底が求め

られている。

〈ワンポイント・レッスン〉

①企業倫理

１ 企業価値の向上
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コーポレート・ガバナンス（企業統治）の目的は、

｢競争力のある強い企業の構築」と「違法行為の抑

止（コンプライアンス）」という２点にある。

強い企業を作るためには、企業のトップに対する

チェックシステムを機能させることであり、もう一つは

優れた経営判断をするための仕組みを整備するこ

とである。

いずれにしても、経営トップに対する選任・解任と

いうチェックシステムが重要である。

また、グローバル･スタンダードの公平で厳しい

ルールの下で、いかに強い企業を作るかが、今最

も問われているコーポレート・ガバナンスの問題で

ある。

1980年の後半に起こった米国企業における経

営トップの相次ぐ更迭は、強い企業を育成するに

は経営トップに対する効果的なチェックシステム

が必要であるという目的意識からであった。

代表例（GM，アメリカン・エクスプレス etc.）

最近、日本においても、ソニーや日産自動車を

はじめとする企業が取締役会の改革に取り組み、

企業統治のあり方が議論されはじめている。

日本企業においても、株主の監視下で、有能な

経営者に対しては十分な報奨を与え、無能な経

営者は排除する。企業間競争や社内競争だけで

なく、経営レベルにもそのような競争原理が求め

られている。

〈ワンポイント・レッスン〉

②コーポレート・ガバナンス Corporate Governance
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企業全体のパフォーマンスを高め、顧客・市場に

認知される価値を高めるために、経営全体の品質

を高めることである。

品質の対象を、単に企業が顧客に提供する製品・

サービスだけではなく、経営の全ての領域における

活動、組織、人、システム、及びそれらの組み合わ

せまでも含めて考える。

また、企業内だけでなく、外部との連携、取り組み、

あるいは戦略的なパートナーシップを前提とした

ネットワーク型の企業活動の品質がある。

このネットワークの中に顧客をも巻き込み、長期的

な顧客関係を構築、維持することは、重要な戦略的

課題である。

日本では、この経営品質の考えに基づいて優

れた企業を表彰する賞として、1996年から、日本

経営品質賞委員会によって日本経営品質賞の審

査と授賞が実施される。

ちなみに、日本経営品質賞は、次の８つのカテ

ゴリーについて体系的な評価と審査及びフィード

バックが行われる。

①経営幹部のリーダーシップ

②情報共有化と活用

③戦略立案マネジメント

④学習マネジメント

⑤プロセス・マネジメント

⑥顧客関係マネジメント

⑦事業活動の成果

⑧顧客価値の創造

〈ワンポイント・レッスン〉

③経営品質
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単純な合併などによる再編･統合は、異なった企

業風土の会社を一つにしようとするため、組織に大

きな負担がかかる。その点、持株会社を設立して、

統合する会社を別会社として持株会社にぶらさげ

て運営することができれば、その負担を回避し、再

編・統合を迅速、円滑に進めることができる。

持株会社を検討する企業の動機は様々だが、日

本企業にとって最大のメリットは、成果の明確化とい

うことになるだろう。

日本においては、1997年12月の改正独占禁止

法の施行で、独自の事業を持たず傘下の子会社

群を統轄する｢純粋持株会社」が解禁された。

純粋持株会社の解禁によって、日本企業は企

業経営の新たな選択肢を手に入れ、従来組織の

再編が進む可能性が出てきている。

ただ実際には、この法改正を活用し、機構改革

に踏み切る企業は意外に少ない。

背景には、持株会社に移行する際に新たに誕

生する子会社への資産譲渡に伴う資産課税の問

題や、いまだ認められていない連結納税など、税

制面の問題がある。

〈ワンポイント・レッスン〉

④持株会社
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コア・コンピタンスとは、企業が独自にもつ固有の

技術やスキル、ノウハウを総和した能力である。

企業内に散在する様々なスキル・技術のうち、そ

の企業の競争を優位にするための中核（コア）とな

るものである。

コア・コンピタンスは、製品やサービスの顧客価値

を継続的に高める力の源泉になり、競合他社には

真似のできない「明確な差別化」を図ることができ、

市場における事業発展性に結びつく。

コア・コンピタンス経営とは、コア・コンピタンスの獲

得と戦略の集中により、企業力を強化して顧客を生

み出し、付加価値の向上を図る経営手法である。

〈ワンポイント・レッスン〉

①コア・コンピタンンス

２ 競争優位の確保

Core Competence

コア製品

コア・コンピタンス

（根幹）

スキル ノウハウ

最終製品

最終製品
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ISO（国際標準化機構）のような公的な基準を意味

するデジュール・スタンダードと対になる言葉である。

「事実上の標準」と訳される。

デファクト・スタンダードは、民間企業が開発、販

売している製品の規格がそのまま業界標準として通

用しているものを指す。デファクト・スタンダードの魅

力は、製品のライフサイクルから値段、技術の方向

性まで決められるので、勝者はさらに強くなる。

情報通信の分野では、既にデファクト・スタンダー

ド獲得が企業戦略の常識となりつつある。こうした

流れは他の分野にも飛び火しており、様々な業界

で「デファクト戦略」を取る企業が増えている。

パソコン用OSで圧倒的なシェアを誇る「ウィンド

ウズ」やパソコンの中核部品であるMPU(超小型

演算処理装置)の企画を握っている米インテル社

などがあげられる。

デファクト・スタンダード戦略の勝者にどこまで市

場支配を認めるのか。

そのブレーキになるのは、独禁法などによる規

制なのか、それとも技術革新により競争のルール

を変え、デファクト・スタンダードそのものを無意味

にする競争相手の存在なのか。

当分はこの問題が焦点となる。

〈ワンポイント・レッスン〉

②デファクト・スタンダード De Fact Standard
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ベンチマーキングとは、顧客価値を創造し業績を

上げるため、業界内外の優れた業務方法との比較

を行う。

その結果から、現行プロセスとのギャップを分析し、

自社に合ったベスト・プラクティスを導入・実現する

ことにより、現状を改善・改革する有効な経営手段・

方法論である。

具体的には、経営課題を解決するための成功要

因を決め、変革のコア・プロセスに焦点を当て、プロ

セスに対応するベンチマーキング・パートナーのベ

スト・プラクティスを選定し、その評価基準と比較し

ギャップ分析を行う。そして採用したベスト・プラク

ティスの適用・導入・実現というプロセスである。

■ベンチマーキング活用のメリット

①グローバルな競争が激化する中で、業界内

の比較だけではなく、業界外の世界レベル

なものとの比較により、本当の競争力との

ギャップを認識できる。このため、企業内の

継続的な業績向上努力に刺激を与えること

ができる。

②本来であれば、達成不可能な高い目標で

あっても、現実に存在するベスト・プラクティ

スに学ぶために、達成可能な目標の設定が

できる。

③ベスト・プラクティスを導入することによって、

現状打破のプロセスを明確にでき、変革を

加速できる。

④事業（ベスト・プラクティス）に基づくため、変

革を行う場合に社内のコンセンサスを得や

すい。

〈ワンポイント・レッスン〉

③ベンチマーキング Benchmarking
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ストラテジック・アライアンス（戦略的提携）の目的

は、事業戦略に照らして自社に足りないものを他社

に求めることである。

経営環境がめまぐるしく変化する現在、互いの強

みを持ち寄って、変化への素早い対応を目指す提

携の重要性は、かつてないほど高まっている。

提携によって他社から得られるものは、製品、技

術、ブランド、機能などに分けられる。企業は事業

戦略上、これらのうち何が不足しているのかを明確

にし、それを補う手段としてストラテジック・アライア

ンスの可能性を検討することになる。

今後、ストラテジック・アライアンスの形態はいっ

そう多様化していくと予想される。

そうした中で、企業が生き残っていくためには、

既存の系列や取引関係を超え、幅広い情報を収

集して、他者との連携の可能性を柔軟に探って

いく必要がある。

その時、重要となるのは、他社との間に「ギブ・ア

ンド・テイク」の関係が成立するかどうかだ。パート

ナーにギブできるもの、すなわち相手から見て魅

力的な強みがなければ、新しい時代の流れに取

り残されてしまう。

〈ワンポイント・レッスン〉

④ストラテジック・アライアンス Strategic-alliance



‐９‐

■金融債権流動化

金融債権流動化の利点は、資金の固定化を防

ぎ効率よく回転させること、債権の信用力の高さ

を利用して低利の賃金調達を行うことである。

■不動産の証券化

不動産収益力を裏付けにした有価証券を発行

して、不特定多数の投資家に売却する仕組みを

不動産の証券化という。

不動産の含み益に依存してきた企業は地価下

落が財務体質改善の足かせとなり、企業の活力

を奪い不況を底なしにしている。

今後の日本経済を構築するには、金融債権流

動化及び、不動産の証券化による流動化は不可

欠である。

■エンターテイメントの証券化

エンターテイメント証券化の第一弾としてある

商品が既にストラクチャリングも終わり、金融庁

も認める「金融商品」である「投資信託」という

形で、販売が試みられている。

お隣の韓国あたりでは、昨年の暮れぐらいか

ら、コンサートや映画の制作費といったものが

インターネットを使って続々と小口化され、一

般大衆に売り出されて人気化している。

また、タレントを投資商品とした証券化も検討

され始めているという。

エンターテイメントにも新たな時代がそこまで

きている。

〈ワンポイント・レッスン〉

①財務リストラ

３ 財務戦略
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企業のバランスシートの資産・負債を時価で評価

する「時価会計」がスタートし、2000年4月以降の決

算から、有価証券などの金融商品や退職給付債務

が時価評価される。

時価会計の次の焦点は、固定資産の減損会計の

導入である。

株価が１株当たり純資産額を下回っている企業は、

資産の「減損」を認識すべしというメッセージを市場

から送られている。

時価会計が定着すれば「資産をいくらで取得した

か」ではなく、「資産がいくらの価値を生み出すか」

が重要になる。

将来のキャッシュフローを基準に意思決定を行う

経営が求められることになる。

日本でも企業会計基準を大幅に見直す「会計

ビッグバン」の一環として、「時価会計」が段階的

に導入されている。

これまでの企業会計は期間損益計算を重視し

た取得原価主義会計であった。

期間損益計算重視の会計では、資産・負債は

原則、取得原価で評価される。バランスシートは

各期間の損益計算書をつなぐ残高表でしかない。

時価変動を反映しないバランスシートは、含み

益や含み損が発生し、経済実態を表すとは限ら

ない。

〈ワンポイント・レッスン〉

②時価会計・減損会計
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企業の実態を把握するには、これまでの損益計算

書や賃借対照表だけでは不十分であり、2000年３

月期決算から連結決算制度の導入により企業の資

金状況を示す「キャッシュフロー計算書」（第３の財

務諸表といわれる）の開示が行われる。

外部の企業評価ばかりではなく、社内の業績評価

についても、これまでの財務諸表に基づく計数管

理では限界に近づいており、双方から新しい企業

価値指標が必要になっている。こうした中で、キャッ

シュフローが新しい経営指標になっており、「現金

利益を稼ぎ出す能力を意味する。キャッシュフロー

経営はその拡大を目指す経営を示す。

「キャッシュフロー経営」が注目される背景には、

企業価値を測る“モノサシ”の多様化がある。

企業の経営者に加え、投資家、株主、債権者と

いった企業利害関係者についても同様である。

外部から見た企業価値を測る尺度、そして企業

内での業績評価の指標は大きく変わろうとしてい

る。

従来の債務諸表に基づく業績評価表や計数管

理はすでに限界を迎え、キャッシュフローなど、新

たな経営指標の重要性が高まってきている。

〈ワンポイント・レッスン〉

③キャッシュフロー（Cash Flow）経営
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ROE(株主資本利益率)経営は、資本効率重視の

経営である。

企業規模の拡大のみをひたすら追求するのでは

なく、資本に対する利益率を重視する経営のことで

ある。

ROEの分子は税引き後利益、分母は株主資本で

ある。

つまりROEは株主が企業に出資、あるいは利益を

再投資した資金が、年間何％の利益を上げたかを

示すものであり、預金でいえば利益に相当する。

ROE重視の経営は、利益の額は投下された資本

の額との見合いで評価するという、株式会社の基本

原則に対する明確なコミットメントである。

ROEの向上は、各事業の資本効率の向上にか

かってくる。

資本効率は、より少ない資本でより多くの収益を

生むことによって向上する。

そのための方策は、

①資本効率の高い部門への投資を増やす。

②投下資本を削減しながら、収益レベルは維

持する。

③投下資本を増やさずに収益を増やす

などである。

今日のような株主資本中心の時代には、株主資

本の利益率を示すROEは、企業経営全体の成果

と健全性を占める重要な指標である。

〈ワンポイント・レッスン〉

④ROE（Return On Equity）経営
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企業内の事業部を独立した会社と見なす方法。ま

たは持株会社制度で別会社を作る方法である。

社内に裁量権をこれまで以上に多く委ね、その長

を社長と呼称して、相対的に独立性の高い擬似企

業、すなわち社内企業を設けること。これにより、本

社への依存が断ち切られ、長は自らの判断と責任

で市場への迅速な対応を測ることになる。

これまでは、事業部制の不完全性を補完するとい

う意味合いが強かったが、最近のカンパニー制の

導入は、本社の持株会社化への第一ステップとみ

られ、最終的には完全に独立法人として、持株会

社の従属会社としてグループ経営の一角を担うこと

が予測される。

「カンパニー制」という言葉自体は、ソニーが従

来の事業本部制を改革する際に用いた造語であ

る。

その後、日立製作所をはじめ多くの企業が相次

いで類似の組織体制を導入したことにより、一般

に広く知られるようになった。

ソニーは1994年４月に、それまで19あった事業

本部を８つのカンパニーに再編成し、各カンパ

ニーに最高責任者として「プレジデント」を置いた。

市場の変化に対応した、迅速で的確な意思決

定をできるようにすることがねらいである。

その後ソニーは数回のカンパニー再編を繰り返

し、今日に至っている。

〈ワンポイント・レッスン〉

①分社経営・カンパニーシステム

４ 組織活力向上策

Company Systems
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最近、企業の経営資源として「知識」の重要性が

見直されている。

21世紀の経営において「ナレッジ・マネジメント(知

的資産活用経営）」は最も重要なキーワードであり、

知識の活用に本格的に取り組む企業が増えている。

ここで言う知識とは、出版物などを検索することで

得られる情報を指すのではない。ノウハウや人脈な

ど、その企業が蓄積してきた独自の情報までを含

む。

ITを使ってこれらを共有し、全社的に活用する仕

組みを作り上げることが、ナレッジ・マネジメントであ

る。

ナレッジ・マネジメントという呼び方でなくても、

社員がもっている知識の重要性を認め、その共

有を目指している知識の重要性を認め、その共

有を目指している企業は多い。

たとえば富士通では、80年代前半からソフト技

術者のノウハウを共有するためのデータベースを

作っている。

提案書の見本や情報システムの設計書、トラブ

ル解決法などがキーワードで検索でき、開発期間

の短縮などに役立っている。

今後は日本でも、人材の流動化が欧米並みに

進むだろう。ある事業の担当社員が会社を辞めた

ら、ノウハウや人脈が全てなくなり、事業そのもの

が立ちいかなくなるといった事態も予想される。そ

の意味でも、知識と言う経営資源の重要性に気

づかない企業は、時代に取り残されかねない。

〈ワンポイント・レッスン〉

②ナレッジ・マネジメント Knowledge Management
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業務外部委託のこと。

主活動と支援活動からなる事業活動のある部分を

外部に委ねることで、自社の資源を特定の事業活

動に集中させることができる。

それによって自社のコア・コンピタンスの強化が図

られるばかりでなく、外部委託によるコスト削減、資

源の有効活用以外にも内部では得られないスキル

や資源を新たに取り込むことによる内部資源の高

度化という狙いがある。

従って、重要度の低い業務の外部委託ばかりで

なく、重要だが外部化によって効率化を図れる業務

や適任者がいないため外部化した方が高い成果が

期待できる業務も対策になってくる。

欧米では、既存の事務処理部門を丸ごとアウト

ソーシングするケースも見られる。この場合、ハー

ド、ソフト、ネットワークは勿論、事務処理部門のス

タッフもアウトソーシング会社に移管される。

契約は、通常5～10年にわたるものが多く、アウ

トソーシングした企業にとっては、長期的に一定

サービスとコストが保障されることになる。

情報処理の分野でアウトソーシングが盛んな理

由は、技術革新のスピードとそれに伴う選択肢の

増加が挙げられる。

大企業といえども、急速に変化する技術的な

ニーズに対応した人材を揃えることは、コスト面か

らも見合わない。

〈ワンポイント・レッスン〉

③アウトソーシング Outsourcing
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経営環境の劇的な変化、メガコンペティションとい

われるように、競争はかつてないほど激化しており、

従来型の経営戦略・経営組織ではもはや対応でき

なくなっている。

このような状況の中で、1990年代に入り、変化に

対応できる経営組織、すなわち、継続的な改善を

支援する組織、絶えず環境変化に合わせ組織変

革が自由にできる組織作りが叫ばれるようになった。

これが「学習する組織」の考え方である。

つまり、変化に自在に対応できる仕組みをあらか

じめ内包した組織を「学習する組織」という。それは

「人」「コミュニケーション」「個々人の能力」を重視し

た組織である。

学習する組織について、米国MIT経営学教授

のピーターセンゲは、次のような5原則から構成さ

れるとしている。

それは個人のビジョンを達成するための向上心

とプロセスを意味する。

①チーム学習

②ビジョンの共有

③先人観・思い込みの克服

④自己実現

⑤システム思考

学習する組織において、企業革新の原動力は

「自己変革型」社員である。自分の行動に自発的

に責任を持ち、職務について最先端の知識を身

につけ、それを他にも分かち、委譲された実質的

な権限を有効に行使して、重要な問題に対する

恒久的な解決策を案出することを学習した社員

である。

〈ワンポイント・レッスン〉

④ラーニング・オーガニゼーション Learning Organization
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成果主義人事制度の目的は、「経営環境変化に

適応して、経営戦略に基づき、競争優位性を確立

し、成果を上げ続ける」ことにある。

要は「人的資源を中核として企業間競争に勝つ」

ということである。

従って、成果主義人事制度は、社員の人事処遇

を決定するための後処理システムではなく、あくま

で企業ビジョン実現、戦略推進、人的資源の有効

活用及び活性化のためのツールである。

企業ビジョン、戦略から求められるコンピテンシー

を明確にし、それに応じた評価を行う点、評価に

よって明らかとなった成果に基づく報酬制度とする

点が重要なポイントである。

「年功序列では会社がもたなくなってきた。これ

からは成果主義にしないともたない。うちの会社

にも成果主義を入れよう」と人事固有の問題という

認識で成果主義人事制度を導入した会社は失

敗している。

最終的には「人事制度」としておさまるものがあ

るかもしれないが、思考のプロセスはあくまで経営

戦略を考えることである。よって成果主義人事制

度は、人事部門ではなく、ラインマネジャーである

管理者がその舞台の主役としては立たなくてはな

らない。

そのためには、管理者が本物の経営管理者に

自己変革することが必要であり、経営管理に関す

る知識を高めることが不可欠の条件である。

〈ワンポイント・レッスン〉

①成果主義人事制度

５ 人材活性化策
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「雇用する」（Ｅｍｐｌｏｙ）という動詞と能力（Ａｂｉｌｉｔｙ）

という名詞を組み合わせて生まれたのが、「エンプ

ロイ・アビリティー」（Ｅｍｐｌｏｙ Ａｂｉｌｉｔｙ）という言葉で

ある。

ここで言っているのは、雇用者の能力ではなく、被

雇用者のものである。

つまり雇う側の企業がどれだけの人を雇用できる

かという話ではなく、企業の中で働く個人が、「雇用

され続けるに値する存在であるか」を問う言葉であ

る。

社員が労働市場に出たとしたら、一体どれだけの

「価格（報酬）」が提示されるのか、その市場価値が

エンプロイ・アビリティーである。

長期雇用のつもりで働いてもらってきた人に対し

ても、その市場価値を推定しようという発想が生ま

れている。

社外の専門家に依頼しないと、市場価値の算定

は難しい。既に外資系のヘッドハンター会社やコ

ンサルティング会社などはそのノウハウを蓄積し

ている。

また自分の市場価値の自覚とキャリア計画を組

み合わせた社内研修も登場している。

働く個人の側も、仮に同じ組織に居続けるとして

も、自分が他社でも勤まるのかどうか、キャリアの

節目には自問すべき時代である。

自らのエンプロイ・アビリティーを考える場合に

は、自分の技能（ポータルスキル）がどのくらい世

間で通用するか、知る必要が出てくる。

〈ワンポイント・レッスン〉

②エンプロイ・アビリティー Employ Ability
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エグゼクティブ・コンペンセーションとは、経営幹

部を対象とした報奨制度をいう。日本で言えば、主

に役員を対象とする報奨制度を意味する。

この分野で新しい動きが出ている。特に、株式（ス

トック）を活用したキャッシュ・インセンティブのプログ

ラムを導入する例がそれだ。

また、権利行使の条件の一つに、自社の株価が

株式市場全体の伸びを上回ることを求めるインデッ

クス・ストックオプションもある。

これも、自社の業績向上に対する経営幹部の貢

献を厳格に問おうとするものである。

米国では、経営幹部について、いろいろな財務

指標を使って、中長期的な企業業績の向上に対

して変動要素の大きい報酬プログラムを用意する

傾向がある。

実際、長期的なインセンティブ･プログラムを活

用している企業の方が、そうでない企業に比べて、

同じ業界でより高い業績を上げる傾向が出ている。

しかし、日本では、報奨のルールが確立されて

いないどころか、役員の報奨水準に関するデータ

のディスクロージャーすらほとんど進んでいない。

日本でエグゼクティブ・コンペンセーションを本

格的に展開していくには、こうしたところから改革

を進めていくことが不可避であろう。

〈ワンポイント・レッスン〉

③エグゼクティブ・コンペンセーション Executive Compensation
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成果主義の賃金制度（ペイ・フォー・パフォーマン

ス）を導入する企業が増えている。基本的にはY理

論に基づく社員の動機付けと成果を計る手法として、

ほとんどの企業で導入されているのがMBO（目標

管理制度）である。

１年に１～２回上司と本人が目標を相談して決め、

期末に上司が達成度を評価する。

MBOがなければ成果主義の賃金体系は成り立た

ない。しかし本来、MBOは賃金管理の手法として誕

生したものではない。米国の経営学者によって、組

織マネジメントの一手法として生み出されたもので

あり、その活用方法に工夫が求められる。

市場の変化のスピードが速い業界では、年に１

回の目標設定では間に合わない。

そうした業種では、一つのプロジェクトを実行す

るために、数人の従業員で小規模なチームをつく

り、仕事の内容や分担をアメーバのように柔軟に

変化させる。

MBOでは対応しきれないので、企業の経営哲

学（ビジョン）や重視する行動指針（コアバリュー）

といった抽象的なもので、社員に方向性を与える。

例えば、ゼネラル・エレクトリック（GE）では、従業

員が上げた業績を自社のコアバリューに適合して

いるかどうか多面的にチェックする仕組みがある。

〈ワンポイント・レッスン〉

④MBO（目標管理制度） Management by Objectives
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株式の持ち合いや販売チャネルを限定する特約

店制度など、国際的に批判を浴びた日本特有の商

習慣が崩壊の一途をたどっている。

その一方で、新たな経営手法が米国より導入され

ている。それがサプライ・チェーン・マネジメント

（SCM）である。

SCMとは、原料調達から販売、リサイクルまでの物

の流れを総合的に管理することであり、顧客とその

先の顧客までに至る、製造と完成品の配送に関わ

るすべての取り組みを含む管理。必然的に広範囲

にわたる複雑な相互依存を扱うことになる。これに

よってSCMは一企業の壁を乗り越え、「拡張された

企業体」を創造する。

SCMによる新たなインテグレーションは、株式の

持ち合いや資本参加などを背景にした、閉鎖的

で硬直化した従来の企業関係とは異なる。

SCMでは、サプライチェーンを更正する企業同

士が自由に「強者連合」を形成し、「拡張された企

業体」として最適な流通の仕組み作りを目指す。

日本企業が自分だけに都合の良い既存のチャ

ネルに固執すれば、新たなサプライチェーンから

弾き出される可能性も否定できない。

〈ワンポイント・レッスン〉

①SCM（サプライ・チェーン・マネジメント）

６ 生産・物流における課題

Supply Chain Management
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欧米ではコスト削減手段の一つとして、グローバ

ル・ソーシングが注目されている。グローバル・ソー

シングとは、企業の購買活動を世界的な視野で見

直し、外部調達コスト全体の削減を図る戦略をいう。

グローバル・ソーシングが重要視されるようになっ

た最大の原因は、世界的な価格破壊に伴う継続的

なコスト削減圧力の高まりである。

外部から調達しているさまざまな製品やサービス

の購入費は、企業総支出の60～70％を占めるにも

かかわらず、ほとんど手つかずの状態である場合が

多い。そこで企業は、一層のコスト削減に際して、こ

の「宝の山」に注目したわけである。

あるメーカーは円高で国際競争力が低下する

中、海外からの安い部品の調達で何とかコストを

下げようとした。

その結果、確かに個々の部品の購入価格は引

き下げることができたが、半面、発注・在庫管理、

物流などのコストが増大してしまったのである。

こうしたケースから学び取れるのは、グローバ

ル・ソーシングでは、モノの調達拡大だけに走り

すぎると、思わぬ落とし穴が待ち受けている。グ

ローバル・ソーシングの対象には、物流などの

サービスも含まれ、これらの相関関係に配慮して

全体の外部購入費削減を目指さなければ、意味

のない試みに終わってしまう。

〈ワンポイント・レッスン〉

②グローバル・ソーシング Global Sourcing



‐23‐

事業活動の目標を知れば、おぼろげながらも全体

像が見えてくる。その目標とは、事業活動における

誤りや故障の発生率を100分の3,4回に抑えることで

ある。

なぜ100分の3,4回という数字が出てくるのか、簡

単に説明しよう。

シックスシグマのシックスは、数字の６、シグマはあ

る分布のバラツキを示す標準偏差のσ（シグマ）を

意味する。

つまり、６σになるとバラツキが極めて小さくなると

考えればよい。

シックスシグマとはその名が示す通りバラツキを極

端に抑えるための経営改革手法だといえる。

比較的最近になってシックスシグマの導入に踏

み切る企業が増えている。

だが、一般的には、従来から継続してきた全社

活動（TQM）との関係を明確にするために、評価

段階にある企業が多いようである。

また、サービス業や非製造業においては、GEの

金融子会社であるGEキャピタルの成果に触発さ

れた形でシックスシグマ導入の検討に入ったとこ

ろも少なくない。

しかし、日本企業にとって、欧米流をそのまま受

け入れることは必ずしも得策ではない。また、

我々がすでに経験してきた通り、全く新しく、かつ

瞬時に効く万能薬的な経営革新手法は存在しな

い。シックスシグマの導入によって成果を獲得す

るためには、より一層の創意と工夫が求められる。

〈ワンポイント・レッスン〉

③シックスシグマ（６σ）
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サードパーティー・ロジスティクス（３PL）とは顧客

から物流業務やその改善、物流戦略の立案などを

受託する企業である。荷主と３PLが情報を開示し合

い、物流の仕組みやコストにお互いが関心を持つ。

改善すべき点は協力して速やかに手を打ち、利益

は分配する、といった関係を築ければ、３PLの採用

で成果を得られる。

３PLが提供するサービスは、物流の現場業務と計

画・戦略立案の二つに分けられる。

現場業務では、輸配送、倉庫業務から受発注業

務、輸出入手続き処理など幅広い業務が対象とな

る。いずれも作業を処理する段階のアウトソーシン

グ（外部委託）だ。

最近３PLが注目されるのはなぜか。それは、ビ

ジネスを取り囲む環境が猛スピードで変化し、そ

れに対応できる企業と組まなければ、事業展開さ

えままならなくなっているからだ。

例えば卸や小売りなどに商品を販売していた

メーカーが、インターネットを通じて消費者に直接

商品を販売する場合などが考えられる。こんな時、

従来の物流業者では対応できないことが多い。

とはいえ、代わりを見つけるのも簡単ではない。

現行の要望に応えられるだけでなく、素早く、しか

も荷主の要求に臨機応変に対応できる柔軟性を

持つ企業は少ないからだ。

だからこそ、力のある３PLの出現が待たれている

のである。

〈ワンポイント・レッスン〉

④サードパーティー・ロジスティクス（３PL） Thrd Party Logistics
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全社的な経営資源の計画活用の略。

資材調達から生産、在庫、物流、販売といった企

業活動の一連の流れや、それを支援する会計・人

事といった管理業務など、あらゆる経営情報を統合

して管理する考え方のことである。たとえば、企業は

顧客から注文があると、販売では売上伝票が発生

し、これに合わせて商品在庫を適切な場所に運ん

だ工場で注文に合わせて商品をつくる。これらの活

動に合わせて経理処理が行われ、必要な人材の配

置がきまる。このように企業に必要なデータは販売、

生産、物流などそれぞれの場所で別々に存在する。

データ形式を統一して情報を一元化することで、経

営資源を有効活用しようというのがERPの考え方で

ある。

ERPを導入するメリットは、データ入力の手間を

省き、コストを減らすばかりではない。むしろ最も

大きなメリットは業務改革に結びつくことである。

社内の業務をこのソフトに合わせれば、もともと

生産性の高い企業の仕事の進め方を真似ること

になるので、業務効率が上がる。

使い方によっては飛躍的な生産性の向上が期

待できる。リエンジニアリング（業務の抜本的改

革）の有効な手段となるわけである。

〈ワンポイント・レッスン〉

①統合基幹業務システム（ERP）

７ その他

Enterprise Resouce Planning
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システムが最も後れていた営業活動を、情報技術

を用いて統合的に支援し、顧客満足度の向上や売

り上げ拡大を実現する。

こうした発想に基づく戦略的な営業支援システム

「セールス・フォース・オートメーション（SFA）」が注

目を集めている。

深刻な景気低迷や競争激化による収益の伸び悩

みを打開する武器と位置づけ、積極的に活用して

いる。

SFAには大きく分けると「個人型SFA」「部門型

SFA」「全社型SFA」の三つのタイプがある。

訪問先での顧客の要望を聞き出し、その場で携

帯電話を使って本社のサーバーに接続。ノートパ

ソコン上に在庫や納期の情報を呼び出して回答

する。

見積書もパソコンを使って素早く完成。

どうやらこの案件は受注できそうだ。

帰社して今日の訪問先と営業内容を入力し、今

後の行動計画を練る。

データベースを検索すると、あと一押しで受注で

きそうな案件がいくつかある。

この調子なら、今月も目標額を達成できそうだ。

これが営業支援システム（SFA）を導入するメリッ

トである。

〈ワンポイント・レッスン〉

②セールス・フォース・オートメーション（SFA） Sales Force Automation
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コンカレント・エンジニアリング（CE）とは、商品企

画から製造、販売へとつながる製品開発のプロセス

を、「並行処理」を基本に再構築し、開発期間やコ

スト、製品の品質を改革する手法を指す。

コンカレントという言葉には、「同時処理」「同一点

で交差する」などの意味があり、CEは通常、異なる

部門、機能、人物の考え方の並行処理が基本とな

る。

CEは、一つのプロジェクトの最初から最期まで互

いに密接に協調しながら業務を推進することを意味

する。

CEの並行処理は情報の共有化が前提となるの

で、これまでは会議、FAX連絡、電話、回覧など

が主としてその役割を果たしてきた。しかし、これ

らには不必要な工数が多く、距離や時間を克服

するには不十分である。

CEで行動様式を考えようとしても、そのきっかけ

を失ったり、行動を起こすための情報が不十分で、

十分な検討ができない事も多かった。

ITの導入と活用によって行動を起こすタイミング

が明確になる。そして行動するためのデータが適

時、適量、適質で時間や距離を越えて送受信で

きるようになった。これは単なるコミュニケーション

改善にとどまらず、製品開発上で必要となる行動

様式の変革をもたらす。

〈ワンポイント・レッスン〉

③コンカレント・エンジニアリング（CE） Concurrent Engineering
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