
バランス・スコアカードは、90年代前半に米ハーバー

ド大キャプラン教授によって提唱された経営管理手法で

ある。これまで日本においては話題先行の感もあり、実

際に導入している企業も大手企業等指折り数えられる程

度に止まっていた。

ここ数年、バランス・スコアカードを導入しようとい

う企業がいよいよ増えてきた。デフレ経済が長期化し、

企業改革への決意がなされる中で、変革に向けたツール

として、バランス・スコアカードが選ばれているようで

ある（図表１）。筆者がセミナー・講演等を行うと多くの

1．日本においても導入が進み始めた
バランス・スコアカード

申込者があり、企業の関心の強さが感じられる。一方、

導入に取り組みながらも、なかなか社内に浸透しなかっ

たり、従来と何が違うのかという反対意見が出たりで、

難航しているケースについての相談も多い。本稿ではこ

れまでの経験にもとづきバランス・スコアカード作成に

おける留意点を提示し、業績向上につながるバランス・

スコアカードの適切な導入に資することをねらいとする。

上述のようにバランス・スコアカードはキャプラン教

授によって提唱された手法であるが、実際の導入は各社

各様である。本来のバランス・スコアカードの効果を発

2．経営改善効果のある
バランス・スコアカードとは
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成功するバランス・スコア
カード経営
～縦割りを打破し、全体最適を目指す～

近年、日本企業においてもバランス・スコアカードの検討および導入
が急速に進みつつある。しかし、バランス・スコアカードの要素を部分
的に取り入れるだけでは、業績向上に向けた効果は多くは期待できない。
４つの視点や業績評価指標の導入だけではなく、戦略マップを駆使した
全体最適の目標の構築、適切な手法での各部門への展開が戦略の組織へ
の浸透を実現し、ひいては業績の向上へとつながっていく。

現代の経営
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図表１　日本におけるバランス・スコアカードの主な導入実績

出典：日経産業新聞、週刊東洋経済



揮するには、これまでの経験を踏まえると最低下記の３

つの要件を満たしている必要があるとみる。

①４つの視点からの目標設定を行っている

②目標の定量化がなされている

③戦略マップによる目標体系化がなされている

（図表２，図表３）

①４つの視点からの目標設定

「４つの視点」からの目標設定は、バランス・スコア

カードの最も有名な特徴である。４つの視点とは「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」である。従来の目標設定では、明確

な定量目標を設定しやすい「財務の視点」が強く意識さ

れてきた。しかし、財務値はあくまで結果を示す指標で

ある。財務成果をあげるためのプロセスである、非財務

目標への取り組みがより重要となる。顧客の立場から見

た望ましい姿を目標とする「顧客の視点」、仕事の取り組

みの改善目標を設定する「社内ビジネス・プロセスの視

点」、そして他の視点の基盤となる人材の育成や組織能力

の強化を検討するのが「学習と成長の視点」である。

②定量化

目標達成度の定量的把握のために、業績評価指標およ

びその基準値の設定を行う。従来の日本の経営計画にお

現代の経営
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財務�
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①�非財務指標の導入� ②�定量化� ③�目標間の因果関係の明確化�

図表２　３つの要件

４つの視点� 財務指標とともに、�
非財務指標の設定�

社員教育や情報システム化等のインフラ整備�
への投資の、戦略からみた意義の明確化�

業績評価指標� 目標の定量化� 戦略の実行状況のフィードバックが可能に�

部門横断での検討� 部門ごとの方針が全社戦略と結びつき、ベク�
トルの方向が調整される�

戦略マップ� 各目標の相互関係の�
明確化� 戦略遂行のための、具体的な方法が明確に�

戦略のビジュアル化� 戦略に関するコミュニケーションの円滑化�

バランス・スコアカードの要件� 導入効果�

図表３　BSCの効果



いても非財務目標は存在したが、目標の達成状況を測定

するためのモノサシが用意されていることが少なかった。

バランス・スコアカードでは、すべての目標毎にその達

成度を計測するための業績評価指標と、指標の目指すべ

きレベルを示す基準値を設定する。

③戦略マップによる体系化

目標間の相関関係を、戦略マップを使って整理する。

目標設定時に戦略マップ上にて目標間の関係を図解で整

理する。戦略マップは上から「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」と領域が並んでいるが、下位視点の領域の目標実

現にて、上位の視点のそれの実現につながるがどうかを

確認する。

３つの要件のうち、１つでも欠けるとバランス・スコ

アカードの効果は期待しにくくなる。

従来取り組んできた全体戦略の部署別施策への落とし

込みを、４つの視点および業績評価指標を取り入れバラ

ンス・スコアカード化している企業もある。しかし戦略

マップを活用しないと目標の相互関係の整理が難しい。

結局はこれまで通り整理しきれない数多くの目標が、形

式的に４つの視点に分類されることに陥る。目標数の割

合も、多くの財務の視点のものと、いくつかの非財務の

目標というバランスの悪いものになりがちである。

また、従来より社内で使用している業績評価指標を、

４つの視点で整理してバランス・スコアカードと称して

いることもある。この取り組みでは、そもそも業績評価

指標が達成度を測定しようとしている目標が何かが不明

確である。業績評価指標間の関係も明らかではない。す

べての業績評価指標の達成に同期して、組織としての戦

略が実現されるかどうかは不明である。

バランス・スコアカードの説明をすると、「それはい

い話だ。ぜひ業績評価指標の一覧があるだろうから教え

3．効果を発揮しにくい
バランス・スコアカードは

てくれないか」としばしば言われる。「一覧をみて適当

な指標をピックアップしてうちもスコアカード作りま

す」と。本来は目標が先に設定され、その達成度を測定

するのに最も相応しいものを業績評価指標とすべきであ

る。先に業績評価指標があるのではない。バランス・ス

コアカードでは、業績評価指標が重要な要素として前面

に出ているので、このような誤解が生じやすい。

日本のこれまでの経営計画の立て方において、会社全

体の方針を策定し、その方針を受け各部門がボトムアッ

プで施策を立案するという手順がとられていることを多

く見受ける。この場合、部門施策の立案を現場に任せる

こととなるので、どうしても部門縦割りの施策が多くな

る。また全社方針に対する各部門施策の必要十分性の確

認は、なおざりになりがちである。各部門の施策が実現

すれば全社方針は達成できるのか、各部門の施策に重複

はないのかの確認まではなされていないことが多い。

バランス・スコアカードの手法を使った計画策定では、

全社方針よりももう一段下のレベルの目標までを部門横

断で検討する。営業部門、生産部門、開発部門等の機能

部門横断メンバーが戦略マップを検討の共通土台として、

全社の業績向上のために４つの視点で取り組むべき戦略

目標を明らかにする。この際には各戦略目標が、どの部

門の分掌であるかは検討のらち外である。全社バラン

ス・スコアカードの完成後、戦略目標毎に各部門で目標

実現に向けどのような施策を行っていくかを明らかにし

ていく（図表４）。

組織は縦割りに行動する慣性を有する。専門化し効率

を高める分業の考え方によって業務を割り振られる各組

織は、他部門との協業が薄れていく。組織運営が縦割り

で進んでいくと、各部門の努力が部門最適となり、全社

目標達成に向けた全体最適の方向と齟齬が生じはじめる。

経営計画策定に対するバランス・スコアカード導入によ

4．全体最適を実現する
バランス・スコアカードの作成方法

成功するバランス・スコアカード経営
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り、組織の壁が低くなり、組織行動が全体最適化に向か

いはじめることとなる。

バランス・スコアカードの策定メンバー選定も重要で

ある。これまでの計画策定では、全社方針を経営企画部

などの全社企画部門が策定することが通例であった。バ

ランス・スコアカードを導入しても、作成を全社企画部

門で行ってしまうケースもある。これでは、部門横断の

取り組みへの効果は期待できない。全体最適の取り組み

に向け、部門横断メンバーによってバランス・スコアカ

ードの策定を進めるべきである。

なお、バランス・スコアカードは戦略事業単位毎に作

成するのが望ましい。戦略事業単位とは、顧客・競合・

自社資源（ビジネスプロセス、設備、ノウハウ・スキル

等）の観点から、１つの固まりとして戦略を検討するの

に適する組織単位である。バランス・スコアカードは戦

略を実現するためのツールであるから、その導入単位は

戦略事業単位と同一となる。全社が１つの戦略事業単位

であれば、会社にスコアカードは１枚となる。社内に複

数の戦略事業単位が存在する場合には、スコアカードは

事業単位毎に作成する。

バランス・スコアカードの部門への展開方法としてよ

くとられる手法が、上位のスコアカードを参照しながら

の下位カード作成である。これを筆者は「ボトムアップ

アプローチ」と呼ぶ。部門目標を参照しながら自らの目

標を設定する、人事評価の目標管理制度の目標設定に似

ている。このアプローチでは各階層のシート毎に４つの

5．戦略を組織に浸透させるための展開方法

現代の経営
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これまでの計画策定に比�
較して、部門別検討に入�
るタイミングが後になり、�
全社横断での検討が醸成�
される�
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図表４　バランス・スコアカードの全体最適化に向けた効果
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図表５　部門の展開手法



視点が存在することとなる。

もう一つの展開方法として、上位のスコアカードの戦

略目標を実現するために各部門で何をしなければならな

いかを検討し、下位に割り振る方法がある。これを「ト

ップダウンアプローチ」と呼んでいる（図表５）。下位の

部門では４つの視点のすべてを兼ね備える必要はなく、

上位目標達成のために当該部門で取り組み必要な目標の

みが割り振られる。

ボトムアップアプローチは、各部門長が上位のスコア

カードをもとに何をしなければならないかを検討するた

め、部門長の計画策定における当事者意識を醸成する効

果はある。しかし、上位目標の下位展開についての必要

十分性は明確ではない。下位に展開できていない、また

は重複して展開されていることが確認しづらく、全社と

して適切な戦略展開になっているかが心許ない。

一方のトップダウンアプローチは、上位目標は下位へ

割り振られる。従って、モレやダブりが生じる危険はな

い。さらに、上位目標の達成のために下位の複数部門で

連携して取り組む目標も設定できる。下位の部門長に対

しては目標が上位から指示されることとなるが、目標の

最終決定は両者間の摺り合わせ後とすれば、下位部門長

の意向も反映されることとなる。多くの企業における従

来の計画策定はボトムアップアプローチに近い形態であ

るが、全体最適に向けた取り組みを下位組織にまで浸透

させるためにはトップダウンアプローチを採ることが望

まれる。

企業におけるこれまでの計画策定時には、一般的に環

境分析・自社分析を経て戦略策定を行っていった。市

場・競合の今後の変化を把握し、自社の強み・弱みとの

関係の中で、競争優位に向けた戦略の構築を行ってきて

6．戦略策定の重要性

いた。

バランス・スコアカードの戦略マップを戦略策定ツー

ルとして位置づけ、環境分析・自社分析抜きで、スコア

カード作成までの取り組みも散見される。スコアカード

には策定メンバーの仮説の環境・自社認識は反映される

が、この仮説は分析によって検証されていない。経営に

このスコアカードを活用しても、競争優位を築くことは

難しい。

これまでの計画策定と同様、環境分析の結果を踏まえ

てバランス・スコアカードを作成することが、有効な戦

略策定およびその実行につながることとなる。

業績向上に向けバランス・スコアカードを活用するた

めには、単に４つの視点や業績評価指標を導入するだけ

ではなく、部門横断メンバーが戦略マップを駆使して全

体最適の目標を策定し、それをトップダウンアプローチ

で各部門へ展開していくことが求められる。また戦略マ

ップ作成の基礎資料として、環境分析・自社分析を行う

ことが必要である。これらのプロセスで、競争優位の実

現に向けた戦略の全社への浸透が期待できる。

今回はスコアカードの作成面の留意点について言及し

た。戦略の実現のためには、作成したカードの適切な運

用もさらに重要である、業績評価指標の基準と実績の差

異を把握し、その結果を受け各目標達成に向けた舵取り

を行っていくことが、最終的な企業業績向上につながっ

て行くのである。

■お問い合わせ

石山　泰男

電話　03-3572-9101

メールアドレス：yasuo@ufji.co.jp

7．戦略経営の実現

成功するバランス・スコアカード経営
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