
理会計担当教授であるR.S.キャプラン教授と経営コンサ

ルタントであるD.P.ノートン氏が提唱した、新しい業績

評価の枠組みである。スコアカードは、野球における選

手の安打数、打点数等を記入するカード。『バランス・ス

コアカード』は、企業経営のスコアカードである。

ここでバランスとは、財務目標の達成度の点数だけで

はなく、その他の視点も踏まえた達成度の点数で評価す

ることを示している。財務目標は必要である。しかし財

務目標を達成するために、どんな手段を使っても良いわ

けではない。保有する経営資源（ヒト、モノ、カネ）を

最大限に活かし、長期存続が可能となるような施策をと

る必要がある。

継続的な目標達成のために、仕事のやりかた（社内ビ

ジネスプロセス）を徹底、改善、改革していかなければ

ならない。徹底、改善、改革によって顧客支持を高め収

入を増やし、また効率化によるコストダウンで利益増を

図る。また社内ビジネスプロセスの見直しには、従業員

の能力向上および情報システム活用の高度化も必要とな

る。

（１）４つの視点

バランス・スコアカードの第1の特徴は、『財務』、『顧

客』、『社内ビジネスプロセス』、『学習と成長』の４つの

視点で目標を設定する（『学習と成長の視点』は、従業員

の能力向上と情報システム活用に関するもの）。【図表１】

例えば、目標設定において、『財務の視点』の「売上高

拡大」だけではなく、その実現のために『顧客の視点』

2．バランス・スコアカードの特徴

（１）トップダウンの経営改革

日産の復活劇が注目を集めている。1999年度に6844億

円の連結最終赤字だったものが、2000年度には3310億円

の黒字となった。この復活劇の主役が、ルノーから送り

込まれたカルロス・ゴーン社長であることは衆目の一致

するところであろう。ゴーン社長のリーダーシップによ

る様々な改革が日産を復活させた。ゴーン社長は、再建

方法について言う。「明確な目標と行動計画を社内に浸透

させ、従業員のやる気を起こさせること」１）。

日本企業の多くは、長引く景気低迷の中で自信喪失状

態である。どのようにしたら活力ある組織に生まれかわ

ることができるのであろうか？　「ゴーン流活性策」は

どうすればいいのか？

（２）バランス・スコアカード

ここで、次のような質問をさせていただく。「あなたの

会社の目標は？」。売上拡大、利益増、株式公開、業界シ

ェア向上等、答えはさまざまであろう。では、目標を達

成するために何をしなければならないか？経営者からは、

即座にその答えが返って来るであろう。

さて、目標およびその達成のための施策は社員に共有

されているか？どんなに素晴らしい目標および施策を作

成しても、最終的に実行するのは社員である。共有され

ていなければ、それらは「お題目」に終わってしまう。

しかし、そのような日本企業は多い。

『バランス・スコアカード』という経営手法を最近聞

かれたかもしれない。ハーバードビジネススクールの管

1．バランス・スコアカードとは？
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バランス・スコアカードの本質
－日本企業への応用－

新しい経営管理手法であるバランス・スコアカードは、米国企業の再
活性化に多大な貢献があったといわれる。この手法が日本においても、
いよいよ本格的に導入されはじめた。バランス・スコアカードは、欧米
的戦略経営を日本企業に根付かせるための非常に有効なツールとみる。
ここでは、これまでの導入経験を基に企業発展に資するバランス・スコ
アカードの使い方について述べる。
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の「顧客満足度向上」という目標設定も行う。押売りに

よる短期的な財務目標達成ではなく、顧客支持向上によ

る本質的な財務目標達成を目指すことが明確になる。同

様に顧客満足度向上のための目標として、「顧客要求時期

に合わせた納品」という『社内ビジネスプロセスの視点』

の目標が設定される。さらにこれを実現するために「在

庫を一覧で把握できる情報システムの導入」という『学

習と成長の視点』の目標を設定する。バランス・スコア

カードの手法では、目標の相互関連性を確認しつつ４つ

の視点から目標の設定を行っていく【図表２】。

（２）業績評価指標と基準値

第２の特徴として、バランス・スコアカードでは、目

標達成のハードルを明確にする。目標達成の業績評価指

標と指標の目指す基準値を決める【図表３】。これは、従

来の企業でも財務目標において行われてきた。例えば、

目標「売上拡大」の業績評価指標は「売上高対前年比伸

び率」であり、基準値は「20％増」である。しかし、他

の視点の目標の多くは、指標、基準が不明確であった。

「顧客満足度の向上」という目標を掲げる企業は多いが、

満足度は何で測定し、どこまでもっていくのか。この例

では「顧客満足度アンケート点数」を業績評価指標とし、

基準値は8.0点以上という設定がひとつの方法である。

企業経営においては、さまざまな目標が設定される。

しかし、達成度を示す業績評価指標とその基準値がなけ

れば、目標達成を判定できない。目標の達成がわからな

現代の経営
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顧客の視点�

財務の視点�

学習と成長の視点�

社内ビジネス・プロセスの�
視点　　　　　　　　　　�

［例］シェア向上�

［例］顧客サービスの改善�

［例］コストダウン�

［例］ホスピタリ�
　　ティ向上�

［例］新しい分析�
　　　手法の習得�

・業績はよかったか？�

・お客様は満足し�
　ているか？�

・従業員の能力は向上したか？�

・仕事のやり方は改善�
　されたか？�

図表１　バランス・スコアカードの４つの視点

財務の視点�

顧客の視点�

社内ビジネス・プロセス�
の視点　　　　　　　　�

学習と成長の視点�

図表２　４つの視点の相互関係



いのであれば、やってもやらなくても同じで、目標に向

かっての取り組み努力も起きにくい。目標の業績評価指

標、基準値の設定は、明確な行動指針を示すために、非

常に重要である。

（３）戦略マップ

バランス・スコアカードでは、４つの視点が非常に有

名である。企業によっては、従来の業績評価指標を４つ

の視点で整理し、それがバランス・スコアカードだと称

している場合もある。しかし、これは表層的な理解にす

ぎない。

バランス・スコアカードの業績評価指標は、企業の最

終目的を達成するために、相互の連鎖で設定されるもの

である。この相互の連鎖性を図に表したものを戦略マッ

プと呼ぶ【図表４】。業績評価指標は目標の達成度を示す

ものである。戦略マップでは、目標間の連鎖性を整理し、

適切に設定されているかの検証を行う。マップは、４段

に構成されており、各段が４つの視点に対応する。上か

ら『財務の視点』『顧客の視点』『社内ビジネスプロセス

の視点』『学習と成長の視点』となる。上位の目標は、そ

の達成のための手段としての下位の目標が対応していな

ければならない。

『顧客の視点』で「顧客満足度の向上」という目標を

設定した場合には、その目標実現のための具体的な施策

として、『社内ビジネスプロセスの視点』で「受注から納

品までの所要時間の短縮」という目標を設定する必要が

ある。この時間短縮をIT化によって押し進めるのであれ

ば、『学習と成長の視点』で「生産管理部門の従業員の新

生産管理システムへの習熟」という目標設定が行われる。

上位の目標に、下位の目標からの連鎖がない時には、上

位目標はただお題目にすぎず、具体的な取り組みが行わ

れないこととなる。

バランス・スコアカードにおける目標体系は、企業の

戦略に基づいて設定される。しばしば、「バランス・スコ

アカードの業績評価指標の一覧を教えてください」とい

う質問を受ける。しかし、業績評価指標体系は企業毎、

事業部門毎に異なるものであり、どのような企業にも普

遍的に適用できるものではない。

戦略マップは、企業の戦略をビジュアルに表現したも

のとなる。戦略マップによって、課題が立体的にみえる

ようになり経営判断が行いやすくなったという経営者の

声も聞く。

バランス・スコアカードの本質
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財務の視点 □収益力の向上 ・経常利益、FCF ・●●以上�

 □売上高の維持、向上 ・売上高成長率 ・●●％以上�

 □人件費の適正化 ・売上高人件費比率 ・●●％　以下�

 □在庫の圧縮 ・在庫対売上原価比率 ・●●％　以下�

 □販促費の圧縮 ・販促費対売上高比率 ・●●％　以下�

顧客の視点 □紹介の増加 ・紹介比率 ・●●％　以上�

 □客単価の向上 ・客単価 ・●●円　以上�

社内プロセスの視点 □アフターサービスの充実 ・営業マンアフター訪問回数 ・●●回　以上�

 □販売サイクルタイムの短縮 ・販売サイクルタイム ・●●ヶ月　以下�

 □差別化された商品の強化 ・差別化商品比率 ・●●％　以上�

学習と成長の視点 □従業員満足度の向上 ・従業員満足度指数 ・●●以上�

 □従業員定着化 ・従業員定着率 ・●●％以上�

 □情報リテラシーの向上 ・営業マンパソコンアクセス率 ・●●％以上�

視点�
Perspective

目標�
Objective

評価指標�
Measure

基準�
Target�
�

施策�
Initiative�
�

図表３　バランス・スコアカード（例）



（１）バランス・スコアカードの階層

企業の中には、いくつかの事業が存在する場合が多い。

事業毎に、それぞれ対象顧客、競合企業が異なり、した

がって戦略も異なる。音響電機メーカーを例にとれば、

テレビ、ビデオ、カーオーディオ　等はそれぞれ別事業

である。このように戦略単位で括られた事業をSBU

（Strategic Business Unit）と呼ぶ。バランス・スコアカー

ドは、SBU毎に設定するのがもっとも効果がある。

複数事業を束ねた企業全体でバランス・スコアカード

を設定した場合、顧客満足度指標は各事業の指標の平均

値となってしまう。顧客満足度の向上は、各事業毎の課

題を解決することで向上するものであり、全社一律の改

善手法があることはめずらしい。

企業内に複数事業がある場合には、企業バランス・ス

3．バランス・スコアカードを如何に
活用するか

コアカードは事業別目標の枠組みを決める程度のものと

して設定し、詳細のバランス・スコアカードは事業別つ

まりSBU別に設定すべきである。営業、製造、開発等、

事業に属する各機能部門のバランス・カードは、事業別

のものから当該機能部門の役割部分を抽出し設定する。

さらに各機能部門に属する個人の目標設定は、自分の部

門のバランス・スコアカードを基に、自ら関係する目標

を抽出する【図表５】。部門長のバランス・スコアカード

は、管轄部門のものと同一となる。一方部員レベルでは、

４つの視点すべてに目標が存在するわけではない。企業

がバランス・スコアカードを導入したからといって、部

員の目標設定まで無理矢理に４つの視点で設定する必要

はない。

（２）バランス・スコアカードによる評価

バランス・スコアカードでは、４つの視点で目標設定

を行い、目標毎に達成度を測定する業績評価指標を設定

し、目標値である基準値を設定する。

現代の経営
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図表４　バランス・スコアカード戦略マップ（例）



これまで、事業の評価は財務値を中心に行われてきた。

売上高成長率、経常利益成長率、そして近年は株主価値

が重視されるなかでROE、EVA等も事業評価に使われる

ようになった。

しかし、財務値は結果指標である。株主は結果重視、

または結果のみを求めるかもしれない。しかし事業運営

は短期的視野だけではなく、長期的視野をもって望むべ

きものであろう。企業業績には、為替リスク、原料価格

変動リスク等、自社では制御しがたい経営環境要因があ

る。財務値だけの管理では、これら経営環境が悪化して

結果が悪かったときに、やるべきことをしてマイナス要

因は環境要因だけだったのか、あるいはやるべきことも

やらず環境要因も悪かったのか、その判別が難しい。前

者であれば、環境が回復すれば業績が向上するが、後者

であれば環境が回復しても業績は悪化の危険性がある。

バランス・スコアカードでは、結果指標の財務値だけ

ではなく、その先行指標となる業績評価指標も設定され

る。社内ビジネスプロセスが改善されれば、その結果少

し遅れて顧客満足度が向上し、さらに遅れて売上高が向

上する可能性がある。一方、売上高だけ拡大していても、

本来その要因となるべき顧客満足度は低下していれば、

将来的には売上高が下降する危険性もある。

このようにバランス・スコアカードでは、結果指標で

ある財務値だけではなく、その先行指標も管理すること

で、事業の長期的な発展を目指す。バランス・スコアカ

ードの世界では、押し込み販売は評価されないのである。

また事業を運営する立場、つまり評価される立場から

みても、結果だけではなくプロセスもバランス・スコア

カードで評価されるため、経営環境に左右されることな

く事業力を地道に向上させることとなる。

（３）仮説検証の必要性

戦略マップによって設定された目標体系は、あくまで

バランス・スコアカードの本質
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図表５　レベル別のバランス・スコアカードと個人目標



仮説である。それは中期経営計画が、設定された施策を

行えば最終目標が達成できるであろうという仮説に基づ

いていることと似ている。中期経営計画策定時には、市

場データや企業の過去データを用いて仮説の妥当性を検

証しながら策定していく。しかし現実には、施策がすべ

て実施されても必ず目標値が実現されるとは限らない。

施策が目標達成のためには不足していたというケースも

ありうる。

バランス・スコアカードの目標体系も、設定時にはま

だ仮説である。実運用のなかで各目標の連鎖性を検証す

る必要がある。仮に連鎖性が弱い場合には、再度、目標

設定を見直さなければならない。

『顧客の視点』の顧客満足度アンケート点数という業

績評価指標が、受注－納品時間という『社内ビジネスプ

ロセス』の業績指標と連鎖しているという仮説のもとに

バランス・スコアカードを設定したとしよう。実運用を

して、受注－納品時間の短縮は実現できたが、顧客満足

度アンケート点数は変わらなかったとする。これは仮説

は誤りであり、現実には顧客満足度は、もっと違う要因、

例えば顧客に対する提案内容の向上に依存しているのか

もしれない。

（４）バランス・スコアカードに適する事業、
適さない事業

現状の日本においては、構造改革が国レベル、企業レ

ベルそれぞれで強く求められている。構造改革は、トッ

プが示した戦略に対して各現場が対応して実行していな

ければ実現できない。バランス・スコアカードはトップ

ダウン経営を実現するツールであり、構造改革の実施に

おいては非常に大きな効果があるとみている。

一方、成長度が高く変化が激しい市場においては、現

場が顧客ニーズに即応して行動しなければならない。ト

ップダウン経営では、市場変化についていけない。携帯

電話事業などがこれにあたる。この場合、バランス・ス

コアカードで細かく目標、業績評価指標を設定しても１

ヶ月後には再設定する必要が発生してしまう。このよう

な市場環境においては、バランス・スコアカードは戦略

のフレーム設定にとどめるのが望ましい。

（５）バランス・スコアカードのシステムソリューション

戦略マップに基づいてバランス・スコアカードを策定

するときは、表計算ソフトで十分対応可能である。しか

し実績の進捗管理を行っていく場合は、過去のデータを

時系列で保存し履歴を管理する必要がある。データの入

手も紙ではなくERPやCRMからネットワークで入手でき

ると、さらに効率化が図られる。特に事業の数が多い場

合は、バランス・スコアカードはシステムで管理するこ

とが望ましい。バランス・スコアカード用のソフトウェ

アは、いくつかの会社からすでにリリースされている。

ソフトウェアの機能としては、戦略マップ作成、戦略マ

ップからのスコアカード作成、スコアカードの実績値と

その達成度の管理、他のソフトからのデータ入手などで

ある。さらに望ましい機能として、戦略マップの目標間

の相関関係の統計的な検証が挙げられる。戦略マップで

連鎖を設定した業績評価指標の実績値推移の相関関係を

解析できれば、仮説を検証できる。

（１）最終目標は役割の達成

企業のバランス・スコアカードでは、財務目標の達成

を最終目的として構築する。これは、企業の目的は株主

価値の最大化にあるという思想からである。企業を取り

巻く利害関係者には、主なものでも株主の他に顧客、従

業員、国・自治体、地域住民　等がいる。

組織は、その役割を果たすために活動を行う。企業の

場合は、その役割が株主価値の最大化である。そのため、

企業および事業のバランス・スコアカードは『財務の視

点』が最上位にくる。

しかし組織の目的は、様々である。例えば、病院であ

れば目的は利益を最大化することではなく、患者の健康

を回復することである。このように組織は、それぞれの

役割を果たすために活動している。バランス・スコアカ

4．バランス・スコアカードの応用
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ードは、役割を果たすことを最上位の目標として構成さ

れる。

（２）間接部門への適用

企業内には、経理、人事、総務、情報システムなどの

間接部門が存在する。これらの部門の目標は、これまで

であれば、「事業部門へのサービス向上」「部員の能力向

上」など定性的な目標か、「経費削減」などの定量的な目

標であった。

間接部門運営のためのツールとしても、バランス・ス

コアカードは最適である。間接部門のバランス・スコア

カードでは、最上位の目標は各部門の役割となる。経理

部門の例では、「各事業部門の経営判断に役立つデータの

適切なコストでの提供」が役割となる。この役割を果た

すために『社内ビジネスプロセスの視点』で、「月次決算

結果の提供日の前倒し」、『財務の視点』で「経理部門コ

ストの増大の抑制」等の目標が設定されることとなる

【図表６】。従来は定性目標であいまいに評価され運営方

針が不明確だった間接部門が、バランス・スコアカード

の導入によって目指すべき方向がはっきりし、より企業

の発展に役立つこととなろう。

（３）国、地方自治体　等への適用

国、地方自治体においては、これまで評価というもの

がほとんど行われていなかった。予算を獲得しても、そ

れを如何に効率的に活用したかは測定しようがなかった

といえる。しかし、財政危機が叫ばれるなか、先進的な

自治体では行政評価に取り組みはじめている。行政評価

バランス・スコアカードの本質
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図表６　経理部門のバランス・スコアカード（例）



はさまざまな手法で行われているが、バランス・スコア

カードの考え方を枠組みとして構築することも可能であ

る。行政評価は、企業における間接部門評価に似ている

と考える。最終目的は収益を計上することではなく、住

民の便益を向上させることとなろう。その目的を達成す

るために、各視点の目標が設定され、その達成度を評価

するための業績評価指標と基準も設定される。

各目標の例をみてみよう。『財務の視点』では、予算の

上昇を抑えながら効率的に事業を行うことや、債務を減

らしていくことが目標となろう。『顧客の視点』では、重

点公共サービス毎の住民の満足度の向上を目指す。『組織

内ビジネスプロセスの視点』（「社内」を「組織内」に置

き換え）では、受付業務の見直しによって住民の受付待

ち時間を短縮することなどが目標となる。『学習と成長の

視点』では、研修等による職員のホスピタリティーのレ

ベルアップが目標の一つになると考える。

国や地方自治体だけではなく、今後数多く設立される

独立行政法人、例えば大学等の評価にもバランス・スコ

アカードの考え方は十分有効ではないか。

（１）目標管理制度との関係

多くの日本企業においては、目標管理制度が導入され

ている。期初に目標を設定し、期末に目標の達成度を評

価し、処遇（昇給、賞与、昇格　等）に反映する仕組み

である。『バランス・スコアカード』は、多くの日本企業

に導入されているこの目標管理制度に一見似ている。

しかし、これまで企業および部門の目標設定と、個人

の目標設定は分断されているきらいがあった。組織とし

ては、財務値向上を目標とし、そして評価は財務指標値、

例えば売上高や経常利益の達成率で評価された。一方、

組織に属する個人の目標設定は目標管理制度で、個々人

が期初に目標設定していた。これでは、組織目標の達成

のために必要な施策がすべて個人に割り振られているか

5．バランス・スコアカードと他の経営手法
の関係

どうかの検証はされていない。個人目標がすべて達成さ

れたとしても、組織としての目標が達成されるかどうか

は疑わしかったのである。逆に、個人目標がダブってい

るケースもあった。

バランス・スコアカードを目標管理制度に組み込むこ

とで、これまで欠けていた目標設定の網羅性、達成基準

の明確さが実現でき、環境変化に応じた経営戦略の着実

な実現に資する。

（２）経営計画とバランス・スコアカード

日本においては、バランス・スコアカードの導入はま

だはじまったばかりである。

導入企業においては、現在設定されている中期経営計

画、年度経営計画をもとに、戦略マップで目標を設定し、

そこから業績評価指標、基準の設定を行っている。また

現状の計画は考慮せず、ゼロベースで目標設定しバラン

ス・スコアカードを構築している企業もある。

経営計画もバランス・スコアカードも、ともに経営管

理のためのツールである。これらを連動させないで独立

して運用することは、管理コストの増大のみならず、経

営管理上の混乱も来すことにもなりかねない。経営計画

上の重点目標とバランス・スコアカードの目標が異なっ

た場合、どちらを優先して達成すべきなのか？

バランス・スコアカードは経営計画に織り込むことが、

重要である。経営計画策定時に、重点目標はバランス・

スコアカードの戦略マップによって整理・設定する。ま

た、重点目標の達成度は業績評価指標と基準により評価

を行う。

経営計画策定に、バランス・スコアカードを組み込ん

でいる企業は少ない。しかしバランス・スコアカードを

有効に機能させるためには、経営計画への組み込みは必

要である。

バランス・スコアカード導入による効果を、まとめる

と以下のようになる。

6．経営戦略の実現に向けて
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・財務目標だけではなく、先行指標、プロセス指標

としての非財務目標も設定され、経営戦略の実現

のためにより有効である

・各目標間の相互関係が明確となり、目標設定の妥

当性が高まる

・業務遂行上の問題点がどこにあるかが明確になり

やすく、現場レベルからの課題解決が行われやす

くなる。

日本企業の運営は、これまであいまいな部分も残しな

がらも以心伝心でカバーし行われてきた。バランス・ス

コアカードの導入によって、中長期的な業績の維持・拡

大のために各部門、各個人が行わなければいけないこと

が明確になる。と同時に、その達成度合いも把握される。

経済成長期で市場拡大が続いている時代には、横並び

主義でも企業は存続できた。だが経済が成熟化し、さら

に世界の大部分が市場経済化してグローバル競争となっ

た現在においては、企業は生き残りをかけて最適な経営

戦略を設定することが不可欠である。しかしそれだけで

も不十分である。戦略を絵に描いた餅で終わらせないた

めには、全社一丸となった戦略の実現も必須である。戦

略浸透ツールとして、バランス・スコアカードはこれか

らの日本企業にとって最適なものであろう。

※なお、バランス・スコアカードの研究においては、森

常務取締役をはじめとするシャープシステムプロダクト㈱

ソリューション統括部との情報交換に負うところも多い。

ここに深く謝辞を述べる。
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注

（１）日本経済新聞　2001年４月12日　夕刊「外資注入にかけた生き残り（上）（守るも攻めるもCEO）」
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