日本の文化的背景−日本企業のゴールは、アメリカ企業のそれと同一だろう

企業の目的は？
数日前の NHK のテレビ番組で、シリコンバレー所在の米国ハイテク企業の「高
い技術を持った女性社員」が、頭の良いインド人の数十人の教育研修を終了し
た途端に解雇されて愕然としている場面が出ていました。つまり、彼女は、自
分が教育した低賃金の労働者に職を奪われたということです。それは、経営者
が「企業の利益を大きくするため」に行った意思決定の結果です。多分、日本
人の多くの人たちは、この場面を見て、「なんと、理不尽な!」と思われたでし
ょう。その感覚が、多分、日本人の平均的な感覚で、かつ、日本の文化の素晴
らしい一側面だと思います。
もともと、「経済」という語の語源は「経世済民」といわれています。これは、
「世を治め（経営し）民を救う」という意味です。それでは、この「経済」と
いう仕組の中で、「付加価値を生むという重要な役割」を担っている「企業の
目的」とは何でしょうか。「株主の利益」か、それとも、「企業活動に大きな
役割を担っている従業員の福利厚生」か、ないしは、その両方でしょうか。
「企業の目的が何であるか」については、たくさんの議論が行われてきました。
小生も、これまでの人生の中のいろいろな場面で、そのような議論に関わって
きました。TOC の創始者、ゴールドラット博士は、企業の目的は、「現在、お
よび、未来にわたって、お金を儲けること」と定義しました。これにたいして、
かって、アメリカで、「TOC は拝金主義的である」という批判が出たり、また、
日本の某大学の某教授は、
「TOC は唯物論的である」と発言されたりしました。
小生は、ゴールドラット博士のこの定義は、企業が良き市民として公序良俗を
守り、環境問題に配慮し、正しく納税し、雇用を確保するように努力するとい
うようなことは当然なことであるという前提の下で、そのエッセンスを求めて
ゆくと、「現在、および、未来にわたって、お金を儲けること」という定義が
出てくると理解しています。
ケルビン・ヤングマン博士が書いたこの論文は、日本での経験を含む、彼の長
年の経験に基づく、この定義についての疑問から生まれた、大変、興味深いも
のです。
ヤングマン博士は、次のように書いています。
Toyota's mission statement in the US doesn't mention make money at all.
can they be so successful then?
Toyota Motor Manufacturing North America Mission
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How

(1) As an American company, contribute to the economic growth of the
community and the United States.
(2) As an independent company, contribute to the stability and well-being
of team members.
(3) As a Toyota group company, contribute to the overall growth of Toyota
by adding value to our customers.
Amazing - nothing (directly) about making money anywhere - and yet here we
have Japan's number 1 commercial company. Surely there must be something
wrong with Goldratt's goal. It is too simple.
ヤングマン博士のこの論文は、日本企業の中でも、東京証券取引所一部、二部
に上場されているトヨタを含む、いわゆる「創業者会社 (founders companies)」
を念頭に書かれています。ヤングマン博士は、これらの会社には、創業者の起
業の理想が残り、そこでは、「現在、および、未来にわたって、お金を儲ける
こと」は、何か別の「ゴール」の必要条件に過ぎないのではないか、という疑
問から発したもののようです。読者の皆さんは、この論文を読んで、どのよう
に感じられるでしょうか。
他方、ゴールドラット博士が、企業の目的を「現在、および、未来にわたって、
お金を儲けること」と定義したのは何故でしょうか。
2003 年 9 月、英国ケンブリッジ大学で開催された TOCICO の会議に、小生も参
加しました。そこで、参加した日本人 4 人は、ゴールドラット博士と 2 時間ほ
ど話す機会がありました。話の冒頭、ゴールドラット博士は、「多くの日本企
業が、今、やっていることは間違っている」と言っていました。いわゆる「リ
ストラ」を指しています。
ゴールドラット博士は、その著書、”It’s Not Luck” の中でアレックス・ロゴに、
「… 収益の改善が叫ばれるたびに、本能的に採られるアクションは、コスト削
減だ。そして、その中身はレイオフだ。これは、馬鹿げたことだ。もう、これ
までに、何千というジョブを減らしてきた。脂肪を落としているのではない。
肉を切り、血を流しているのだ。」と言わせています。また、彼は、「私はイ
スラエル人だ。国民の義務として一八歳から三年間兵役に就き、その後も、四
二歳までは毎年、最低三〇日間の兵役に就いた。業績好調なアメリカ企業のト
ップだった私は、毎年その時期がくると、ファーストクラスでイスラエルに帰
り、軍隊で二等兵としての扱いを受けた。･･･ある年、レイオフされて一年以上
職を見つけられないでいる男と同じ兵舎に入った。タフな環境で寝起きをとも
にしながら、私は、失業が人を不安に陥れ、プライドを奪う、おぞましい体験
だということを理解した。それ以来、私は感情的といってもいいほどレイオフ
やリストラを憎むようになった。･･･ 私は、終身雇用制は日本企業の競争力の
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源泉の一つだと考えている。残念ながら、日本企業はこの美徳を放棄しつつあ
る。従業員に忠誠を尽くさない企業が、従業員からの忠誠を期待することはで
きない。従業員の忠誠を得られない企業は顧客からも忠誠を得ることはできず、
遅かれ早かれ、市場から淘汰されてしまうだろう」と言っています。
（出所：http://www002.upp.so-net.ne.jp/toc-jp/interview.htm 佐々木俊雄氏の「制約理論のひろば」）。

また、ヤングマン博士の論文で引用されている「ゴールドラット博士の進行中
の改善についてのエバポレイティング・クラウド」（コックス、スペンサー著、
邦訳「制約管理ハンドブック」の 333 ページ）の説明で、コックス博士は、「改
善に貢献した人たちをレイオフしないこと」と「最大の貢献を実現した部門の
人たちをレイオフすること」の対立について、「この対立は、1980 年代の終わ
りから 1990 年代にかけて、多数の企業で、実際に、何度も何度も繰り返されま
した。･･･ これでは、BPR の成功例がほとんどないのも不思議ではありません」
と述べています。
以上より、小生は、ゴールドラット博士とヤングマン博士は、両博士とも、基
本的に、「アメリカ型の株主の利益を最優先する」という考え方に反対してい
るという意味で「同一の立場」を取っていると思います。
ヤングマン博士は、アメリカ、日本を問わず、企業の目的は、「会社の現在、
および、将来の安泰を確保すること」という結論を出し、アメリカの経営の問
題点は、「ときに、現在、および、未来で、従業員に満足できる職場を確保で
きない」ということ、日本の経営の問題点は、「ときに、現在、および、未来
で、必要になるお金を儲けられない」ということだと指摘し、それには、「有
機体としての会社の成長」を目指し、経営者から一般従業員までが協力して、
会社を「止むことのない改善プロセス (POOGI: process of on-going
improvement)」の軌道に乗せることだと言っています。
なお、ヤングマン博士がこの論文を書いたのは、一年ほど前に、John Caspari が
「The Goal must be make money and that "employee satisfaction" can only ever
be a necessary condition.」という趣旨のことを書いて寄越したのがきっかけで
あったとのことです。小生は、この議論の詳しい背景は知りませんが、John
Caspari の主張は、教科書的な主張であり、ゴールドラットの真意とは異なると
思います。
それでは、何故、ゴールドラット博士が、企業のゴールは、「現在、および、
未来にわたって、より多くのお金を儲ける」ことと定義したのでしょうか。多
分、その理由は、「スループット会計」と密接な関係があると思います。スル
ープット会計は、「現在、および、未来にわたって、より多くのお金を儲ける」
という定義なしには成立しないからです。「より多くのお金を儲ける」には製
品、販売チャネル、顧客などの選択が必要になります。多分、ゴールドラット
博士も、ヤングマン博士の主張に同意するでしょう。
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ところで、小生が「TOC にはまった」理由の一つに、TOC は、基本的に、付加
価値の生成をエンカレッジしているからです。周知のように、TOC では、「ス
ループット」を大きくすることを指向します。そして、スループットは、概念
的に「付加価値」に限りなく近いものです。ご承知の通り、日本国で生成され
た付加価値を、全部、加算すると「国民総生産（GDP）」になります。GDP は、
付加価値の帰属にしたがって分配され、勤労所得、個人業主所得、法人所得（社
内留保・配当・法人税）、財産所得などになります。こうして、GDP が大きく
なることは、人々の快適な生活のレベルが向上することにつながるからです。
このような観点から考えてくると、小生は、「TOC は人に暖かい」と考えます。
ゴールドラット博士の「残念ながら、日本企業はこの美徳を放棄しつつある。
従業員に忠誠を尽くさない企業が、従業員からの忠誠を期待することはできな
い。従業員の忠誠を得られない企業は顧客からも忠誠を得ることはできず、遅
かれ早かれ、市場から淘汰されてしまうだろう」という言葉を、もう一度、噛
みしめましょう。

なお、ケルビン博士は、TOC についての、充実した、かつ、系統だった、網羅
的なウエブサイト”A Guide to Implementing the Theory of Constraints (TOC)”を
持っています。<http://www.dbrmfg.co.nz/>
このサイトについて、「制約が市場にあるとき」の著者の一人である H. William
Dettmer は、次のように書いています。
Kelvyn Youngman has done the organizational world an invaluable – no, indispensable
– service with this web site. This is the first comprehensive, truly system-level look at
the Theory of Constraints – and possibly the only one anywhere. The sections on
paradigms and strategy are particularly powerful and warrant special attention by those
interested in understanding how to improve whole systems and why that challenge is
SO difficult to overcome

一度、ビジットされたら如何でしょうか。（2004 年７月 6 日

小林英三記）

==========================================================================

企業の目的は、「現在、および、未来にわたって、お金を儲けること」か？
日本の文化的背景−日本企業のゴールは、アメリカ企業のそれと同一だろうか？

ケルビン・ヤングマン博士
在ニュージーランド
（翻訳：小林
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英三）

ここで意図していることは、営利を目的とした会社の「ゴールを構成している
もの」、および、「そのための必要条件を構成しているもの」について、かな
り難しい問題を分析し、それを説明しようと試みることです。制約理論の視点
から見た場合、アメリカの経営活動では、会社の「ゴール」が何であるかは、
かなりよく、意見の一致が見られています。しかし、日本の場合でも、この「経
営活動のゴール」が「アメリカのそれ」と同一であると想像することは、必ず
しも正しくはありません。何年もこのことについて考えた末、筆者は、日本の
経営活動、特に、創業者が上場企業にまで育て上げた企業には、アメリカのそ
れとは異なる、なにか別のゴールがあるのではないかと考えるようになりまし
た。筆者はこのことについて、以下でもっと十分に説明してみたいと思います。

「南瓜のパイ」と「人参のケーキ」
問題の一部は、「文化的なもの」だと確信しています。ここで「文化的」とい
うことで言わんとすることは、欧米人が、「なぜ、あるゴールが選択されるの
か」についての日本の文化的な背景を考えず、また、理解しないで、「日本人
がゴールとして選択するもの」を理解することに失敗してしまうという意味で
す。インターネットでは、頻繁に、トヨタ、および、アメリカでのトヨタの経
営方式についての議論が行われていますが、それらは、「アメリカに住む、し
かし、トヨタのためには実際には働いていない人々により、欧米人の文化的背
景を前提に理解され、そうだと感知されているものを基礎に置いた議論」です。
このような議論を見ると、多くの人々は、トヨタの成功の多くの部分が、組合
として組織されていない、賃金の安い労働契約によるものだと信じているよう
にも思われます。そのような議論を見聞きするたびに、筆者は、「トヨタで働
いていないのに、なぜ、そんなことがわかるんだ。おまけに、それはアメリカ
のトヨタについてのものであって、日本のトヨタについてのものじゃないじゃ
ないか」と叫びたくなります。ここでは、「パラダイムを議論」しているので
はなく、「文化を議論」しているのです。実際、上のような正しい理解のない
状態での議論は、まったくの混乱状態にあるものといってよいでしょう。
ここで、2-3 の喩え話を使い、問題を説明してみましょう。喩え話が、上手く問
題を説明できると良いのですが･･･。「南瓜のパイ」と「人参のケーキ」を考え
てみて下さい。筆者が子供の頃、野菜は健康な食生活に必要なものだと思って
いましたが、格別、美味しいものだとは思っていなかったので、野菜を食べる
ということは、特に楽しい経験ではありませんでした。しかし、パイとケーキ
はどうでしょうか。パイとケーキは、野菜とは正反対で、健康な食生活には不
必要なものですが、それらを食べることは、非常に楽しいことでした。「青い
卵とハム」の朝食のように、ともかく、食べてごらんなさい。
（訳注：Dr. Seuss、
Theodore Seuss Geisel の著書 "Green Eggs and Ham" に出てくる朝食で、青
い卵と青いハムの朝食は、見かけは気持ち悪いが、食べてみると美味しい朝食。
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見た目で判断せず、とにかく、食わず嫌いしないで、食べてご覧なさい、とい
う謂い。）
日本の食品の例を考えて見ましょう。日本には、納豆と呼ばれる発酵した大豆
の食品があります。これは、古くて臭くなったチーズのようなものです。日本
の西半分に住む人たちは、納豆を食べる東半分に住む人たちを気違いではない
かと思っていますが、逆に、東日本に住む人たちは、西日本に住む人たちを、
なんで、彼らはこんなに美味しい納豆を食べないのだろうと思い、同じように
西半分に住む、納豆を食べない人たちを気違い扱いします。これら二つの住民
の意見は、まったく噛み合いません。納豆を食べる人たちは、納豆を食べない
人たちのことを、なんでこんな美味しいものを食べないんだろうかと不審がり
ます。しかし、納豆を食べない人たちは、納豆は臭い、だから、納豆を食べな
いことをちっとも残念だとは思っていないと答えます。ここで言いたいことは、
直接、経験しないと、もう一方の側の見方を評価できないということです。「南
瓜のパイとか人参のケーキなんて、聞いただけで、ゲーッ！、オエッ！、ウェ
ー！っとなりそうだ」というようなことと同じことを、直接、経験しないこと
について言いかねません。これらのことは、まさに、文化的な背景から見る必
要があります。単なる食わず嫌いはいけません。そして、まさに、会社のゴー
ル、そして、それの実現に必要な条件についても同じことが言えます。

会社のゴール、および、その実現に必要となる条件
ゴールドラット博士は制約理論を思いつき、それを展開しましたが、このよう
に、ある理論を発明することの特権の一つは、理論を発明する人が用語を定義
できることです。そして、ある特定の理論に同意するということは、それらの
用語の定義を支持し、それらの用語に固執することが義務でもあることも意味
します。したがって、ここで、まず、ゴールと、その必要条件とは何であるか
を確かめて見ましょう。
ゴールには、それがどんなものであっても、二つの重要な特徴があるようです。
第一に、ゴールには、「限界がない」ということです。しかし、たくさんのゴ
ールはもてません(1)。第二に、ゴールのオーナーだけが、ゴールを決定できま
す(1)。
それでは、必要条件はどうでしょうか。必要条件は、外部よりゴールのオーナ
ーに課される「破ってはならない境界」です(1)。別の言い方をすれば、ゴール
のオーナーが必ず守らなければならない最低の条件です。また、必要条件には、
その会社の固有な原則や価値などの「内部で課されるもの」も含まれます(2)。
それではここで、まず、最初に、アメリカで、そして、次いで日本では、営利
を目的とする会社のゴールがどのようなものであり、および、その実現に不可
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欠な必要条件として、どのようなものが考えられているかについて見てみまし
ょう。

アメリカの文化的背景から見たゴール
アメリカの文化的背景から見た場合、株式市場に上場されている会社のゴール
は、ゴールドラットにより、かなり上手く定義されています(1)。
「もし、ある会社の株式が、たとえ、それが一株であっても、ウォール街で取
引されているならば、その会社のゴールは、はっきりしている。すなわち、ウ
ォール街を通して株の取引を行う人たちは、現在、および、未来にわたって、
より多くのお金を儲けるために、お金を投資する。したがって、「株価の上昇」
が、公開市場で株が売買されている会社のゴールである。」
それでは、株式が公開されていない会社の場合はどうでしょうか。
「株式が公開されていない会社の場合には、外部の人間は、『その会社のゴー
ルはこれだ』と言うことはできない。それが何であるかを知るには、オーナー
に、直接、聞くしかない。」
このホームページの「業績測定尺度について書いたページ」では、公開市場で
株が売買されている会社のゴールを、たった 2 つの必要条件で表現された小さ
なツリーで表現しました。このように、「業績測定尺度について書いたページ」
では、「より多くのお金を儲ける」という表現を定義から「抜いて」いますが、
以下では、それとは対照的に、「より多くのお金を儲ける」という表現を明示
的に入れて考えて見ましょう
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現在、および、未来
にわたって、
より多くのお金を
儲ける

従業員に、
現在、および、未来
にわたって、満足できる
職場を確保する

現在、および、未来
にわたって、
顧客を満足させる

このツリーが言っていることは、ゴールを達成し、したがって、「現在、およ
び、未来にわたって、より多くのお金を儲ける」には、「従業員に、現在、お
よび、未来にわたって、満足できる職場を確保」し、「現在、および、未来に
わたって、顧客を満足させる」必要があるということです。これら二つの必要
条件のうちの、それがどちらであったとしても、満たすことに失敗すると、将
来のゴールの達成度合いが、どんどん、小さくなってしまいます。読者の皆さ
んの間でも、多分、このことについての意見の食い違いはないでしょう。
しかし、なぜ、このゴールを選ぶのでしょうか。「現在、および、未来にわた
って、より多くのお金を儲ける」ということが、なぜ、会社のオーナーにとっ
て重要なことなのでしょうか。ぜなら、「現在、および、未来にわたって、よ
り多くのお金を儲ける」ことにより、「この会社が繁栄し、必要なら、成長す
ることができる」からです。このことをもう少し考えてみましょう。仮に、「お
金を産み出すことの上手なシステム」を作り出せるなら、それを拡大したいと
思いませんか。もし、確信がもてないならば、株式市場に聞いて見るとよいと
思います。こうして、もっと、お金を儲けるということは、何か、別のこと、
すなわち、「有機体としての会社の成長のためのもの」ということになります。
「有機体としての会社の成長」とは、会社の買収、合併、また、例えば、費用
削減のための会社統合を行おうとして、そのための資金を調達し、会社を大き
くすることとは、根本的に異なります。有機体としての会社が、そのゴールと
して、「現在、および、未来にわたって、より多くのお金を儲ける」というこ
とは、下図のように、「会社の現在、および、将来の安泰を確保する」ためで
しょう。
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それでは、「有機体としての会社の成長」とは何でしょうか。それは「止むこ
とのない改善プロセス (POOGI: process of on-going improvement)」です。すな
わち、従業員の質がよければよいほど製品もよくなる、製品の質やサービスが
よければよいほど顧客の満足度が向上する、そして、顧客の満足度が向上すれ
ばするほど利益が改善されるという、終わりのない改善プロセスです。これを
取り入れるように図を変更しましょう。
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アメリカモデルでは、投資家は、止むことのない改善プロセスを通じて、会社
の現在、および、未来の安泰を確保している会社の株式に投資したいと考えま
す。投資家は、改善プロセスが停滞すると、その株を現金化して、別の会社に
投資したいと考えます。それでは、日本ではどうでしょうか。

日本の文化的背景から見たゴール
私の見るところ、特に、東京証券取引所の二部上場のいわゆる「創立者会社」、
そして、一部上場の、決して少なくはない「創立者会社」のゴールは、米国株
式市場に上場されている会社のゴールとは異なると感じています。表面的に採
用されているゴールは同じであっても、実際のゴールは、「まったく違う何か」
です。このことについて、見てみましょう。
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上図では、これまで、ゴールであった「現在、および、未来にわたって、より
多くのお金を儲ける」を必要条件にし、必要条件であった「従業員に、現在、
および、未来にわたって、満足できる職場を確保する」をゴールにしてありま
す。ここで、「従業員に、現在、および、未来にわたって、満足できる職場を
確保する」ためには、「現在、および、未来にわたって、より多くのお金を儲
ける」、および、「現在、および、未来にわたって、顧客を満足させる」こと
が必要条件かどうかを議論しなければなりません。そして、どちらかの必要条
件が満たされなければ、未来のゴール、すなわち、「従業員に、現在、および、
未来にわたって、満足できる職場を確保する」ことを危うくしてしまうという
ことです。
しかし、このゴールは異端的なゴールだと思いませんか。たしかに、あなたの
パラダイムが、「部分での効率性を追及して原価を下げようとする、部分最適
を求める伝統的なアプローチ」であるなら、多分、このゴールは異端的なゴー
ルでしょう。しかし、あなたのパラダイムが、「システム的な全体最適を求め
るアプローチ」であるなら、このゴールが異端的なゴールだとは思わないでし
ょう。しかし、後で見るように、パラダイムがこれら二つのどちらであったに
せよ、また、もし、読者が、米国で求められているゴールと同じものを最終的
に求めているとしても、このゴールは異端的なゴールではありません。
しかし、日本のゴールについて考える場合、以下に述べるようなことについて
も考える必要があります。日本では、「回転ドア」、つまり、組織のメンバー
が激しく出入りするような組織はあまりありません。ある組織に入ると、通常、
その組織にずっと残ります。大学を卒業する 20 代の初め頃、生涯の選択を行い
ます。そして、選択した会社が行き詰まると、従業員も行き詰まります。また、
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女性がプロフェッショナルな職業に就くことがあまりない国では、生計は、一
ケ所からの収入のみとなりがちであるということも考えてみて下さい。
たしかに、最近では、日本の状況も、このようにクリアカットな状況ではなく
なりつつあります。若い人の中には、「アメリカの会社」で働こうという人た
ちも出てきていますが、しかし、それが主流であるとはいえません。こうして、
生涯を通じての職の確保ということが、自分、および、一家の安泰のための至
上命令になっているのです。このような状況は、米国にはありません。日本で
は、別の会社に移るということは非常に困難であり、また、しばしば、大変、
危険なことでもあります。
雇用の動学的な力学は別として、読者が、最終的に、米国で求められているも
のと同じものを求めているとしても、なぜ、このゴールは異端的なゴールでは
ないのでしょうか。それでは、そのことについて考えて見ましょう。

会社の
現在、および、未来の
安泰を確保する

従業員に、
現在、および、未来
にわたって、満足できる
職場を確保する

現在、および、未来
にわたって、
より多くのお金を
儲ける

現在、および、未来
にわたって、
顧客を満足させる

「従業員に、現在、および、未来にわたって、満足できる職場を確保する」こ
とは、「会社の現在、および、将来の安泰を確保する」ための必要不可欠な必
要条件です。私たちは、「変化について述べたページ」で、「カイゼンの専門
家」である川瀬武志氏から、カイゼンが成功するためには、「変化のための見
返り」として、「カイゼンの結果、職が失われるようなことがあっては決して
ならない」ということを学びました。この必須な前提条件の維持が、個々のカ
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イゼンの欠かせない基礎です（3）。しかし、なぜ、カイゼンがそんなに重要で
あり、なぜ、カイゼンがそんなに成功するのでしょうか。それは、「カイゼン」
が「有機体としての会社」の成長に有効であるからです。そして、私たちは、
カイゼンを「終わりがなく、したがって、止むことのない改善プロセス
(POOGI)」として表現することができます。ということで、これを図に追加し
ましょう。

止むことのない
改善プロセス
(POOGI)

会社の
現在、および、未来の
安泰を確保する

従業員に、
現在、および、未来
にわたって、満足できる
職場を確保する

現在、および、未来
にわたって、
より多くのお金を
儲ける

現在、および、未来
にわたって、
顧客を満足させる

この日本モデルでは、従業員が、POOGI を通じて、「会社の現在、および、未
来を確保しよう」とします。そして、じきに見るように、従業員が「マネジメ
ント」なのです。従業員は、社内で改善が停滞してしまうようなことがあると、
昇進のチャンスが少なくなるので、他に働き場所を探さなければならなくなり
ます。こうして、従業員は、自分の身近な問題を正すように動機付けられてい
るのです。
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それでは、顧客は?
確かなことは、アメリカ市場、日本市場のどちらのシステムでも、「顧客はゴ
ールではない」ということです。Schonberger は、その著書の中で、日本の製
造業を観察してイメージした World Class Manufacturing を引き合いに出し、
「会
社の直接的なゴールは、製品からの収益、すなわち、お金を儲けることではな
い。会社の直接的なゴールは、顧客に奉仕することである」と述べています（4）。
これは、まったくの「ナンセンス」です。顧客を満足させることは、究極的な
目的を達成するための手段、換言すると、欠くことのできない必要条件に過ぎ
ません。
日本では、顧客（customer）とお客様（guest）は同じです。「今日は、工場に
お客様がいらしています」という表現は、日本人が顧客との関係をどのように
感じているかを示しています。そして、「お客様がもう少し多ければ」、また
は、「お客様が、我々の製品をもう少し高く買って下されば」、「我々は、昨
年のショーで見た、あの新しくて、うちにぴったりの NC マシンを購入するた
めの購入資金の借入れを正当化できるのに！」というような言い方をします。
しかし、ここでは、会社の究極的なゴールは、顧客に奉仕することではありま
せん。
アメリカシステム、日本システムのどちらでも、顧客を満足させることはシス
テムのゴールではありません。日本から米国に輸入された「顧客を満足させる
ことがシステムのゴールである」という考え方、および、米国内の様々な全国
的な表彰制度で、これが基準として制度化されているのは誤解に基づくもので
す。

だけど、会社のゴールには限界がないものなのでしょう？
ここで、筆者は、皆さんが、「『従業員に、現在、および、未来にわたって、
満足できる職場を確保する』は会社のゴールであるはずがない。なぜなら、そ
う決めることは、ゴールに限界はないということに反するから」とつぶやくの
が聞こえます。だけど、本当にそうでしょうか。ここで、ちょっと、下に書い
てあることについて考えてみて下さい。
「日本の会社に勤めていること」の特徴の一つは、年に 2 回に分けたボーナス
が貰えることです。年末と夏の 2 回です。こうして、日本の経済では、年末、
および、夏季にまとめて支払われるボーナスを当て込んだ商戦すらも行なわれ
ます。一般に、ボーナスは、年間で、標準給料の 3 ヶ月から 5 ヶ月くらいの金
額です。そこで考えてみて下さい。かりに、読者が、これまで、年間、3 ヶ月分
のボーナスを貰っていたとします。ところが、ボーナスを 4 ヶ月分にしてくれ
るといわれました。読者は、これを断りますか。多分、断らないでしょう。こ
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うしてボーナスが年間で 4 ヶ月分になったとします。そして、会社の収益が、
ますます、向上し続けているとします。このようなとき、読者は４ヶ月分のボ
ーナスで満足しますか。多分、満足しないでしょう。仮に、毎年、１ヶ月ずつ、
ボーナスが大きくなっていったら、あなたの満足感は大きくなり、そして、安
心感も大きくなるでしょう。勿論、従業員の満足感と安心感には上限がありま
せん。したがって、「貰いすぎ」と感じることは、まず、ないでしょう。
終身雇用の従業員の満足感と安全感をさらに大きくするものに、現金以外のイ
ンセンティブがあります。多くの会社は、若い従業員のために、社宅を提供し
ています。独身の従業員は、民間が提供するよりもはるかに安い家賃で使える
独身寮を利用できます。また、人気のあるリゾート地には、会社の契約ホテル
があります。山には会社のスキーロッジ、海にも会社の施設があります。この
ような場合、多分、従業員の側から、このような施設は、もっと少なくてもよ
いと考えることはないでしょう。この状況は「限界がない状況」だと言えます
か。多分、そう言えるでしょう。
もう一つ、別な側面があります。終身雇用、ないしは、少なくとも、会社への
忠誠心の維持には、会社の拡大が必要になります。現在、ほとんどの会社は、
年功序列に基づく給与体系を採っています。毎年毎年、会社の平均基本給は、
放っておけば、従業員の平均年齢が上がるにつれ、高くなります。しかし、会
社を大きくすることにより、多くの新卒者を雇用できるので、従業員の平均年
齢を抑えられ、こうして、「会社の平均基本給が高くなる」という望ましくな
い効果を小さくできます。会社を大きくすることが必要になる別の理由は、従
業員に、年齢に応じ、それぞれが満足のできるポジションを与えることが必要
であることです。例えば、軍隊では「昇進するか、退役するか」ですが、「退
役」がないので、「昇進させるか、同じレベルに止めるか」しかありません。
多くの日本の会社は、カイゼンにより、市場を大きくしたり、異なる製品の市
場を開拓したり、地理的に異なる市場を開拓したりすることができました。こ
うした会社の拡張は安泰を意味しています。こうして、ここでも、「昇進する
か、退職して、別の良い職に就くか」が機能しているアメリカには存在しない
拡大への至上命令があります。

だけど、ゴールを決めるのは会社のオーナーでしょう?
そうですね。もし、実際、「ゴールの上限には限界がない」とするなら、これ
はシステムのオーナーがゴールとして宣言したものではないのは確かでしょう。
それを理解するには、まず、日本の会社構造と銀行の役割を見る必要がありま
す。
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「平均的な米国の上場会社の取締役会は約 13 人のメンバーを持っているが、そ
の会社の生え抜きは、ほんの 2 人、または、3 人に過ぎない。残りのメンバー
は外から任命される。」
「しかし、通常、日本の平均的な会社には、外から任命された取締役会のメン
バーはいない。よく見られることだが、取締役会にはメンバーが 20 人以上もい
て、彼らは、通常、会社の日常的な業務運営に従事する。(5)」
こうして日本の会社の管理構造は、アメリカやヨーロッパのモデルで予期する
ものとは多少違うということが判ります。続けましょう。
「取締役会が社長を解雇することはめったにない。なぜなら、社長は、株主総
会の承認を条件に、取締役会のメンバーを最終的に任命できるので、取締役会
メンバーは、社長に従属せざるを得ない立場にあるからだ。」
「また、持合株数が公開株数に占める割合も依然として大きく、市場での機関
投資家の占める割合も、米国よりも小さい割合しか占めていない。
こうした状況なので、日本の会社の経営層は、株式市場や株主からのプレッシ
ャーを相対的にほとんど感じなくてすみ、したがって、経営者は ROE（株主資
本利益率）が低くても、（首にならずに）会社の運営を継続できる。(5)」
こうして、日本では、株式が公開されている会社の株式への投資を活発に行っ
ている「機関投資家」は、アメリカよりもずっと少なく、実質的に、このよう
な株主は存在していません。
また、公開されている会社の約 70%の会社の決算期が３月で、株主総会を 6 月
に、厳密に言うと 6 月 27 日に開催するという事実に、「制度化された公民権剥
奪」を見ることができます。この「株主総会開催日の偶然の一致」の理由とし
て、総会屋が挙げられますが（6）、筆者は、ここで、この点をもう少し深く考
えて見たいと思います。
多くの株式が、いわゆる、安定株主に保有され、相対的に流動性が低いという
ことは、なにも日本に限られたことではありません。アメリカでの例を見てみ
ましょう。例えば、Cummins Engine Company です。1990 年代の初頭、同社は、
Cummins 社の成功に「共通した関心」を持つ Ford、Tenneco、Kubota に株式
を売却しました。これは、「株式の持合」ではなく、「安定株主工作」により、
「市場からの効率性追及」の影響をかわすためのものでした。これは、「忍耐
強い資本」を確保しつつ、かつ、
「一般の資本の入った個人会社 (private company
with public ownership)」という地位を維持しようという戦略でした。実際、
Cummins 社の利害といくつかの主要な顧客の利害を一致させることにより、こ
の会社は、逆説的ですが、その運営のモードを「日本的」にしたと認められま
す(7)。
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このような状況の中で、日本のマネジメントは、自己資本利益率を高めること
へのプレッシャーをあまり感じてないことが読み取れます。この点を、さらに
調べてみましょう。
「米国のコンサルタント会社マッキンゼー社によると、金融機関を除く、日本
の上場会社の平均自己資本利益率 (ROE) は、1969 年のピーク 16.6%から 1999
年の 2%にまで下落した。他方、米国の会社のそれは、同じ期間で徐々に増大し、
1999 年には 23%にまで上昇している(5)。」
日本では、借入による資金調達が重要ですが、そこでの日本の銀行の役割はな
んでしょうか。ここに、これについての一つの見解があります(8)。
Morgan Stanley.のエコノミスト、および、チーフディレクターである Takehiro
Sato 氏は、「私たちは、信用とリスクに関して、まったく不合理な領域に入っ
ている」と述べ、「銀行は、経営難の会社を助けることによって、失業の発生
を防ぐセイフティネットを提供することを唯一の目的とする非営利団体になり
さがっている」と言っています。
こうして見てくると、この「会社」というシステムでは誰がオーナーなのでし
ょうか。Takehiro Sato 氏の言葉を換言すると、資金の供給を行う銀行は、「失
業の発生を防ぐセイフティネット」を提供することにより、「継続的な職の確
保と維持を通じ、融資先の従業員の満足、従業員のセキュリティというゴール
が達成されることを基本的に保証している」ことになります。そして、株式発
行による資本調達は、株式の持ち合いが多く、しばしば自身を所有するくらい
に高いレベルです。
こうして、上で見たことから、私たちは、「企業のオーナーは誰であるか」と
いう質問に 2 つの考え方で答えることができます。すなわち、第一の考え方は、
「ゴールはオーナーにより設定される」というゴールドラットの基準を使うと、
「実質的なオーナーは従業員である」ということに合意せざるをえません。株
式の持ち合い、および、政府のお墨付きの銀行からの資金の借入を通じて、「終
身雇用の従業員の満足感とセキュリティ」が保障されているのですから。これ
は、少なくとも、「ゴールはオーナーにより設定される」という定義と整合性
があります。
第二の考え方は、証券取引所で自由に取引される株式部分が真のオーナーであ
ると考える方法です。しかし、この場合、これらの株主は、ゴールを決定する
権利を放棄し、それに代わり、その権利をマネジメントに委任していることに
なります。
しかし、「オーナーは誰であるか」という質問の答がなんであれ、日本の多く
の、いわゆる「創立者会社」では、「ゴールは、従業員の満足とセキュリティ
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である」ことが、かなり明確であると思われます。そしてさらに、このゴール
は、広く社会から支持されているものなのです。

どちらが正しいのでしょうか?
それでは、どちらのゴールが正しいのでしょうか。アメリカのゴールでしょう
か。それとも、日本のゴールでしょうか。実は、両方共、確かに正しいのです。
それぞれ、その社会的な背景の中で正しく、また、前に定義した「ゴール」の
定義から見て正しいのです。さらに、アメリカのゴール、日本のゴールの両方
共、企業活動の結果として、「価値」を創造し、また、その実行に、「止むこ
とのない改善プロセス (POOGI: process of on-going improvement)」を使います。
多分、一方は「より資本主義的」であり、もう一つは「より社会主義的」でし
ょう。しかし、これらは、相互に排他的な関係にあるのではなく、むしろ、「連
続している紐の両端」のようなものでしょう。1920 年代、1930 年代、日本は、
純粋で混じり気のない資本主義的なアプローチを試みました。しかし、当時の
他の国と同様、産業は不況に陥っていました。第二次大戦で荒廃していた 1950
年代に開発された、より集団的なモデルの目的は「復興」でしたが、多分、こ
のモデルにより、日本は、過去の伝統的なモデルであり、より安定感のある産
業革命以前の社会秩序に価値観を戻らせたのでしょう。これは、いくつかのヨ
ーロッパの工業国の中にも、程度の差こそあれ、見られることです。
デミングは、確かに、この「従業員と投資家の対立」を認識していました。彼
は、経営者は、「事業を継続すること、そして、投資家と雇用（従業員）の両
方を守る」という意思があるというシグナルを発しなければならないと考えま
した (9) 。ここでの力点は、投資家でもなく、職でもありません。「投資家と
雇用」です。彼は、このコメントをアメリカの経済団体に提出しました。
もし、両方が、文化的な風土の中で、ゴールとして間違っていないならば、「投
資家の満足と雇用の確保」の両方をゴールとすることの何が問題なのでしょう
か。そのことについて考えてみましょう。

アメリカの文化的背景の中での問題
アメリカの文化的背景から見て、時々、必要条件のうちの 1 つが満たされない
ことを除き、ゴールの設定に悪いものは何もありません。
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にわたって、
顧客を満足させる

皮肉にも、それは、日本人が彼らのゴールと考えている必要条件です。アメリ
カの会社は、ときに、現在、および、未来で、従業員に満足できる職場を提供
しません。このシステムでは、お金の重要性についての認識の不足は、まった
くないですが、システムの運営に不可欠な資源である「人の重要性」について
の認識が十分ではないと思われます。アメリカのゴールの設定の本質的な問題
は、どうしても欠くことのできないこの必要条件を満たすことができないこと
です。
ゴールドラットは、この問題を惹起する矛盾を上手く表現する重要なクラウド
を持っています。このクラウドはよく知られていますが、どこにあるか、なか
なか見つけづらいクラウドです。出版さている TOC の本を調べました。幸運に
も、コックスとスペンサーは、彼らの著書「制約管理ハンドブック」(10)の最後
の章に、そのクラウドを掲載しています。
下記の図は、このことについて、ゴールドラットが作成したものです。
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組織に所属する
人達に、
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組織を継続的改善の
プロセスに
乗せること

私たちは、このクラウドに示されている対立を解消する必要があります。この
図には、二つの必要条件があります。すなわち、「組織に所属する人達に、改
善に取組む気を起こさせること」、および、「組織の部分部分で実現した改善
の成果を会社収益に反映させること」ですが、これらを、「改善に貢献した人
達をレイオフしないこと」を前提に行わなければなりません。この図の下段に
書かれている言葉が、部分最適を目指すアプローチを採っている人たちがよく
口にする言葉であることに注意して下さい。このクラウドを解消するソリュー
ションは、システム的に全体最適を目指すアプローチにより得られます。下図
を見て下さい。
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ここで、生産性の改善がなにを意味するかをはっきりさせておきましょう。
生産性 = スループット / 業務費用
会社組織の全体を見ながら、「何をすべきか」をみるシステミック・アプロー
チでは、この式は下記を意味します。
生産性を改善する = スループットを増大させる / 業務費用を増えないように管理する

生産性の改善とは、５段階継続的改善プロセスの「制約資源を徹底的に活用す
る (exploit)ステップ」では、「一定の業務費用」で、「スループットを増大さ
せる」ことを意味し、また、資本投下などを行い、キャパシティの増加を伴う
「システムの制約を高める (elevate) ステップ」では、「結果として得られるス
ループットの増分」が「業務費用の増分」よりもはるかに大きいことを意味し
ます。ここでは、常に、スループットを重視し、原価にとらわれないように努
めなくてはなりません。「スループット会計の考え方」は、管理会計を目的と
して、上の式に示されている「生産性の改善」、「スループットの増大」、「増
えないように管理される業務費用」の間の関係を使って、私たちに、「キャパ
シティを高めるステップ」で必要となる投資額を、どのようにして、業務費用
に変換するかを教えてくれます (11) 。
生産性の改善は、下の式で示されることを意味していないことを、十分に確認
し、認識して下さい。
生産性を改善する = スループットを同じレベルに保つ / 業務費用を小さくする
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これは、部分最適を目指す「原価削減論者のアプローチ」です。この考え方は、
上で見たゴールドラットの作成したクラウドに示されている「対立」の原因と
なっている考え方です。この考え方は、昔の古い考え方の遺産ですので、まっ
たく、無視して下さい。著者は、そのことについて書くことすら嫌です。読者
の皆さんも、万一、今もってこの考え方に毒されているとするなら、下のよう
に、線を引いて、それを、一刻も早く、頭の中から追い出して下さい。
生産性を改善する = スループットを同じレベルに保つ / 業務費用を小さくする

生産性の改善は、一定の業務費用でスループットを増大させることです。なぜ
なら、私たちは、レイオフをまったくしたくないからです。「組織に所属する
人達に、改善に取組む気を起こさせること」、および、「組織の部分部分で実
現した改善の成果を会社収益に反映させること」という二つの必要条件を満足
させるためには、所属する組織のために、現在、在るがままのシステムから、
より多くのお金を生み出さねばなりません。これは新しい市場、または、戦略
を意味しているかもしれません。具体的に何を目的にしているかに関わらず、
このことは、「組織を継続的改善のプロセス (POOGI)」に乗せることに向けて
の新しい旅立ちの最初で、「ホリスティック・アプローチ」を確立することが
必要なことを意味しています。
二人の Caspari (Caspari, J. A. and Caspari, P.) は、この問題に対して、具体的
なソリューションを提案しています。それは、スループット会計の枠組みの中
で、「POOGI ボーナス・スキーム」を使うものです(11)。この具体的なソリュ
ーションは、日本のソリューションと大きくかけ離れたものではありません。
そして、このことは驚くにあたりません。なぜなら、目的とすることがまった
く同じだからです。

日本の文化的背景の中での問題
日本の文化的背景から見て、時々、必要条件のうちの 1 つが満たされないこと
を除き、ゴールの設定に悪いものは何もありません。
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皮肉にも、それは、アメリカの人たちが、彼らのゴールと考えている必要条件
です。日本の会社は、ときに、現在、または、未来に必要な利益を、十分に儲
けることができません。このシステムでは、「人の重要性」についての認識は
十分ですが、システムの運営に不可欠な資源であるお金の供給者、すなわち、
「株式市場」についての認識が十分ではないと思われます。日本のゴールの設
定の本質的な問題は、どうしても欠くことのできないこの必要条件を満たすこ
とができないことです。
私たちは、この問題を起こす対立を説明するクラウドを、下図のように描くこ
とができます。
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私たちは、（大分、事情が変わりつつあるようですが）「伝統的な日本の方式」
では、従業員の現在の満足と安心感を満たすには、雇用の維持、ボーナスの支
給、また、社宅の整備のようなフリンジベネフィットのために、多額の資金が
必要であることを見ました。そして、このような方式の維持には、より多額の
お金が必要になります。他方、もし、この支出を減らすと、直ちに、ROE（株
主資本利益率）を大きくできます。明らかに、ここにはジレンマがあります。
しかし、このジレンマの解消のためのソリューションは、アメリカの場合と同
じものです。以下で、そのことについて考えて見ましょう。
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ここで、もう一度、生産性の改善がなにを意味するかをはっきりさせておきま
しょう。
生産性 = スループット / 業務費用
生産性を改善する = スループットを増大させる / 業務費用を増えないように管理する

生産性の改善とは、５段階継続的改善プロセスの「制約資源を徹底的に活用す
る (exploit)ステップ」では、「一定の業務費用」で、「スループットが増大す
る」ことを意味し、また、資本投下などを行い、キャパシティの増加を伴う「シ
ステムの制約を高める (elevate) ステップ」では、「結果として得られるスルー
プットの増分」が「業務費用の増分」よりもはるかに大きいことを意味します。
ここでは、常に、スループットを重視し、原価にとらわれないように努めなく
てはなりません。スループット会計の考え方は、管理会計を目的として、上の
式に示されている「生産性の改善」、「スループットの増大」、「増えないよ
うに管理される業務費用」の間の関係を使って、私たちに、「キャパシティを
高めるステップ」で必要となる投資額を、どのようにして、業務費用に変換す
るかを教えてくれます。
用が維持され、ボーナスを貰え続けられ、社宅、保養所のような、その他のフ
リンジベネフィットも享受し続けられるためには、従業員は、生産性を改善し
なければなりません。
「従業員の満足と安心感を満たす」、および、「会社の必要利益を生み出す」
という二つの必要条件を満足させるためには、所属する組織のために、現在、
在るがままのシステムから、より多くのお金を生み出さねばなりません。具体
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的に何を目的にしているかに関わらず、このことは、「組織を継続的改善のプ
ロセス (POOGI)」に乗せることに向けての新しい旅立ちの最初で、「ホリステ
ィック・アプローチ」を確立することが必要なことを意味しています。
JIT の開発者大野耐一博士は、生産性を増大させて利益を生み出すことの必要性
を理解し、また、それをどのように行うかを理解していました(12)。「伝統的な
IE（生産管理工学）とトヨタシステムの違いは何であるか。要するに、トヨタ
スタイルの IE は[儲ける (moukeru) こと]、換言すれば、[利益を生み出す IE]」
である」。こうして、私たちは、日本の多くの会社の実績から見て、上図に示
されるようなクラウドの両方の必要条件を満たすことが、実際に可能なことな
のであるということを理解できます。トヨタは、これを長い間、実行してきて
います。そして、トヨタは日本の中で最大の法人税を支払っています。最大の
法人税を支払うには、会社の収益性が非常に高いことが必要です。そして、勿
論、会社の長期的成功のためには、利益を生み続けることが不可欠な条件です。

中国の低賃金労働
私たちは、ここで、会社のゴール、または、設定されるゴールの違いではなく、
ゴールの前提となる「欠くことのできない必要条件の実現が不十分であること」
について議論する必要があります。
アメリカの会社、日本の会社の両方とも、既に、国内にもっている「既存のオ
ペレーションの中で生産性を増大させること」が、事業に如何に大きな利点を
もたらすかということを理解しなければなりません。しかし、両国とも、その
ことに、直接的にも、そして、間接的にも、失敗しています。そして、その代
わりに、より安い賃金レートに目が向き、「私たちは低賃金国とは競争できな
い」という姿勢を作ってしまいました。しかし、これは、必ずしも正しくあり
ません。
米国の産業ベルトに存在する工場が、新しい金型の生産を、近所の歴史のある
金型メーカーよりも、中国で生産したほうが、より早く、より安い価格で手に
入れられると単純に考えているのはまったく残念です。この格差を生む原因は、
これらの金型メーカーの賃金が高いからではありません。それは何か別のもの
です。「1986 年に、日本の高名な経営者松下幸之助氏は、米国は、国際的な市
場での競争に負けると予測した。その理由は、米国が Taylorism という病気に
感染しているからだ(13)。」この病気は、原価を最小にしなさいと命じます。会
社で原価の節減を実現する最も手っ取り早い方法は、従業員をレイオフするこ
とです。従業員をレイオフすることにより、進行中の改善のために不可欠な必
要条件のうちの一つが破壊されてしまいます。多分、これがアメリカの金型メ
ーカーの競争力がなくなってしまた理由です。
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日本の会社も大同小異です。中国市場の将来性を見越した中国への投資は別に
して、多くの日本企業は、近年、東南アジアの国々、中国のような低賃金労働
力を持つ国に大きな投資を行い、新しい工場を建設しました。場合によっては、
これらの投資の一部は、同じエリアに組み立てラインを持つ他の日本企業の工
場をサポートするための投資ですが、多くは、国内の労働が高すぎるので、競
争力を失うのではないかという心配が動機となっているようです。しかし、日
本の国内には、既存の設備が存在し、そこでは、工場、および、人員にたいし
て投資がすでになされているのです。これらの設備に期待できる潜在的な収益
改善の可能性は巨大です。

要約
多くの点で、現在の日本の企業運営は、1970 年代遅くにアメリカで行われてい
た運営方式と類似しているようです。Donaldson は、この期間のアメリカのマ
ネジメントを、借り入れ依存率を低く保ち、内部留保を高くした保守的企業運
営と特徴づけています(14)。これは、最初は、自発的なものではなかったにして
も、アメリカでは、株式市場がよりよい「効率」を要求しはじめたことにより、
借り入れ依存率を低く保ち、内部留保を高くすることが目標になりました。そ
の後、敵対的な企業乗っ取りの流行により、不本意ながら、借り入れ依存率を
低く保ち、内部留保を高くするようになります。Donaldson は、外部より強制
されて行うリストラクチャリングよりも、市場の変化に呼応して行った自発的
なリストラクチャリングのほうが、しばしばずっと効果的であり、また、痛み
も少なかったと主張しています。このことから、多分、日本の会社で行われて
いる現在の自発的な改善は、外部より強制されるまで待って行うよりも、ずっ
と効果的だろうと結論できるかも知れません。しかし、もっと詳しく考えて見
ると、なぜ、リストラクチャリングなのでしょうか。単純に、構造を構成しな
おす (reframe) のでもよいのではないでしょうか。そこでは、上級マネジメン
トの知恵と中堅マネジメントの熱意を使うことができます。
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