
BSCとSSの導入のための考察 VERI & heso's management

バランス・スコアカード（BSC）は４つの視点でバランスのとれた戦略目標と重要成功要因（CSF：Critcal Success Factor）を探し出して、戦
略マップに表現するところまでが第一段階（戦略立案）。そして、この戦略目標とCSFに基づいて業績評価指標（KPI）を探し出し、その数値
目標を立て（狭義のBSC）、行動計画を作成するまでが第二段階（計画立案）。
以上で全社の戦略マップとBSCテーブルが完成です。
これを各部署へ垂直・水平に展開し、各部署の戦略マップとBSCテー
ブルを作成します。ここからP-D-C-Aサイクルを持続的に回します。

BSCでSSの戦略目標を表現すれば・・・・
シックスシグマ（SS）の戦略的意図は、品質改善による顧客満足向
上と、品質改善の経済的効果としての収益性向上（品質向上による
売上増加と低品質ムダ削減による費用減少）です。
品質改善のヒントはお客さまの声（VOC：Voice of Customer）。顧客
の利益ベネフィット【benefit】と、会社の利益プロフィット 【profit】に 決
定的な影響を与える要因（重要品質要因CTQ：Critical To Quality）を
はっきりさせ（定義し）、改善を定着させるためにM-A-I-Cサイクルを
持続的に回します。
【財務】　　　会社の利益向上
【顧客】　　　お客様の声、顧客満足向上
【プロセス】　ムダ削減・バラツキ抑制
【革新・学習と成長】　ブラックベルト（BB）、グリーンベルト（GB）養成

＜SS（６σ ）＞

日本発の品質向上運動を、経営革新手法として米国で捉えなおされたものが、シックス・シグマです。日本企業ではソニーと東芝がこの手
法を導入しています。
1990年代半ばに、GE（ゼネラル・エレックトリック）が、経営活動全般を対象にシックス・シグマを導入し、成果を上げたとされたことから有名
になりました。「Six Sigma」は米モトローラで開発され、登録商標されています。
経営や業務の非効率な部分を改善するため、他社の優良事例（ベストプラクティス）を詳細に調べて分析し、それを指標（ベンチマーク）に
自社の活動を測定・評価して、変革を進める経営改善手法をベンチマーキングといいます。

１．「品質改善運動」のベストプラクティス・ベンチマーク　　（1980年代のメイド・イン・ジャパン製品を生み出した日本企業を研究）
主な特徴は、①ボトムアップ、②生産現場の品質管理（ＱＣ）、③小集団活動、④あ・うんの呼吸、⑤突貫工事。
気質は、協力し合い、思いやり、会社のために頑張る。

２．米国企業の執念と気質で再構築
主な特徴は、①トップダウン、②専門集団化、③技術者層の基盤、④自分の価値、⑤強みは絶対生かす。
気質は、マニュアル好き、トップダウン型、リーダーシップ。
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３．目標は顧客満足とコスト削減
「価値の時代ともいうべき１０年が間近にせまっている。最高品質の製品を世界で最も安く提供できなければ、ゲームから脱落していくこと
になるだろう。」（Jack Welch, GE）

①顧客満足の向上、②欠陥の低減、③歩留まりの向上、④事業利潤と生産性の向上、⑤プロセス能力の向上、
⑥定常的プロセス計測等による競争力強化、⑦マーケットシェアの拡大。

４．シックス・シグマのコンセプト
顧客が重要と認識している点から順番に品質改善をして、顧客満足度を高めていこうとする思想・価値観を、企業のトップ・中間管理職・現
場の３層が共通してもつこと。

①お客様の声（ＶＯＣ：Voice of Customer）
②品質評価上最も重視されるポイント（ＣＴＱ：Critical to Quality）
③劣悪な品質が招くコスト（ＣＯＰＱ：Cost of Poor Quality）
④測定・分析・改善・管理のサイクル（ＭＡＩＣ： Measurement／Analysis／Improvement／Control）
⑤全社目標基準：シックス・シグマ（６σ ）

欠陥を「ゼロ」にするという目標では、コストが際限なくかかりすぎるというビジネスの合理性から、全社が共有する目標として、欠陥率の基
本指標に「１００万回の作業で３．４回」の欠陥（６σ ）という難度の高い具体的数値を掲げています。

５．「６σ 到達のための６ステップ」（モトローラ）
（ステップ１）　自社製品・サービスを特定する。
（ステップ２）　ステップ１) の顧客特定および顧客が重視するポイントを見極める。
（ステップ３）　ステップ２) の充足に不可欠な自社供給プロセス要因を特定する。
（ステップ４）　割当作業を行うためのプロセスを定義する。
（ステップ５）　ステップ４) のプロセスから誤りとそれのもたらす修正コストを除去する。
（ステップ６）　測定し分析し改善されたプロセスを管理すること（MAIC）によって切れ目のない改革を継続する。

GEでは、顧客視点からの問題解決を自ら行える人材を育成するために、シックス・シグマ活動の導入を決定し、これを問題解決と経営リー
ダー育成を体系的に行う経営手法として確立しました。

６．シックス・シグマ活動体制と資格名称（GE）
①チャンピョン ： プロジェクト決定者、各事業部門の責任者全員、２ヶ月の研修期間
②マスター・ブラックベルト ： ブラックベルトの高度技術指導者
③ブラックベルト ： 業務改善専任者、個別プロジェクトチームの上級リーダー、４ヶ月の研修期間
④グリーンベルト ： 通常業務を兼務する中級リーダー、半月の研修期間
⑤クオリティ・リーダー ： 社内プロジェクトを横断的にマネジメントして回る遊撃隊
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＜顧客価値の時代＞

仕事の基本（３要素） マーケティング・ミックスの基本（４要素）
視点 作り手 → 売り手 → 買い手

製造のＱＣＤ 営業の４Ｐ 顧客中心の４Ｃ
要素＼

① 品質 Quality  ・・・ 製品 Product ・・・ ① 顧客価値 Customer Value
② コストCost　  ・・・ 価格 Price　・・・ ② 顧客コスト Customer Cost ・・お買い得感 ＝ 顧客価値 ÷ 顧客コスト
③ 納期 Delivery ・・・ 流通 Place　・・・ ③ 利便性 Customer Convenience 便利さ ＝ 顧客価値 ÷ 時間
④ 　　　 ― 販促 Promotion ・・・④ コミュニケーション Customer Communication

市場の３Ｃ 注目されるマーケティング・ミックス要素
① 顧客 Customer ① 競合（競争） Competition
② 自社 Company ② カテゴリーマネジメント Category Management
③ 競合他社 Competitor

サービス業のマーケティング

サービス業の商品である「サービス」は、目に見えるものではなく、ほとんどの場合、購入前に顧客が自分で比較や評価をする
ことは困難で、返品も不可能です。顧客は常にお金を払った後に、「体験」を評価することになります。
顧客の「体験」を「顧客が価値あり」とするもの、顧客満足を実現する何かに取り組むことが重要です。親切で丁寧な対応は満
足体験の基本要素です。

「マーケティングは顧客からスタートする。 すなわち人口、現実、欲求、価値からスタートする。 『われわれは何を
売りたいか』ではなく、『顧客は何を買いたいか』を問う。 『われわれの製品やサービスにできることはこれである』
ではなく、『これが、顧客が価値ありとし、必要とし、求めている満足である』と言う」。（ドラッカー「マネジメン
ト」）
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＜ＢＳＣ導入 （Balanced ScoreCard バランス・スコアカード）＞ VERI & heso's management

ＢＳＣは、企業における「ビジョン」や「戦略」を、（１）財務
の視点　（２）顧客の視点　（３）業務プロセスの視点　（４） 目標展開
学習と成長の視点（人材と変革の視点ともいう）の４つの
視点に上手くバランスさせ、具体的な目標として設定する
ためのマネジメントシステムです。

４つの視点の因果関係図

経営理念 「P-D-C-A」と４つの視点の統合案
│ 「利害関係者」と４つの視点の統合案

将来像 「経営品質」と４つの視点の統合案
│

戦略 ドラッカーの「顧客の創造」重要機能
目標

戦略体系図（戦略マップ） ─ 重要成功要因（CSF） ─ 業績評価指標（KPI)の選択と目標数値の設定 ─ 行動計画の策定

ＢＳＣは1990年、大手会計コンサルタントのKPMGが実施した実態調査 「将来の組織における業績評価」 に端を発し、1年間にわたるこの
調査の中心となったのがコンサルタントのデビッド・ノートン氏とロバート・キャプラン教授でした。 両氏がこの調査を基に1992年、ハーバー
ド･ビジネス･レビュー誌に発表した新しい業績評価モデルが 「バランス・スコアカード」 です。後に、ノートン氏はバランス・スコアカード・コラ
ボレイティブ社（ＢＳＣＯＬ）を設立し、今日までバランス・スコアカードの理論と実践をリードしてきています。 キャプラン教授は活動基準原価
計算（ABC）・活動基準マネジメント（ABM）の提唱者の1人としても有名です。
日本では、1997年12月にキャプラン＆ノートンの論文「バランス・スコアカード」が翻訳発売（生産性出版 吉川武男翻訳）され、2000年8月
にキャプラン教授による日本での講演会が開催されました。　ＢＳＣは元々日本起源の目標管理、方針管理やＴＱＣ／ＴＱＭの考え方を色
濃く受け継いでおり、他のマネジメント手法との関連性を持っています。

BSC導入の現状には、次の３つの類型が見られます。　　　
①　KPI中心型 ：　（KPIで業績管理）

各部門のKPIを４つの視点に整理したKPI総数はかなり多く、各部門の活動を俯瞰的にとらえやすい。また、適用対象の部門も
広範囲で、業績評価に連動させている場合が多い。　ただし、戦略と関係の薄いKPIも多く、戦略マップ自体がないこともある。

② アクションプラン型 ：　（部門業績の向上に焦点を当てた行動計画）
部門単独で戦略マップを作り、重要成功要因とKPIを設定しながら、それらの数値目標達成のための具体的な行動計画（アク
ションプラン）を作成する。　部門長はこの行動計画を、戦略マップを使って経営層や部門内部へ説明し、コミットメントを明確にし
ていくことができる。　ただし、部門内で完結した戦略マップとなるので、他部門との関係性はあまり考慮されない。

③戦略マップからの展開型 ：　（全社的な戦略目標に焦点を当てた戦略マップで社内コミュニケーション）
BSCの考え方にできるだけ忠実に従って、組織変革を実現していこうとする。下位部門に戦略マップを展開していくにあたり、戦
略目標間の連携が重要視される。　ただし、その連携自体をどのように把握していくかという困難さがある。

参考：「使える！バランス・スコアカード」ほか

財務の視点 
Action 

（株主） 
利益・株主満足 

顧客の視点 
Check 

（顧客・市場・地域社会） 
顧客満足 

業務プロセスの視点 
Do 

（社内・取引先パートナー） 
高い品質業務 

学習と成長の視点 
Plan 

（経営者・従業員） 
従業員満足 イノベーション  （新しい何か） 

マーケティング 

顧客の創造 



シックスシグマ（SS）の考え方・使い方 VERI & heso's management

戦略的意図
（動機付け）

ＶＯＣ（お客さまの声）・・・ ＣＴＱ（重要品質要因 Critical To Quality）
改革ニーズは、顧客の必要や欲求の理解から、 金額換算評価で優先順位
または、企業の技術やアイデアの提案（ＶＯＢ） COPQ （不良費用 Cost Of Poor Quality）
から始まる。 COQ （品質費用 Cost Of Quality）

Ｄ（定義 Define）・・・
顧客が求める重要な品質課題を定義する。

役職呼称 QFD （品質機能展開 Quality Function Deployment）
事業＆SSプロジェクト責任者： チャンピョン （縦軸：品質[VOC]、横軸：機能[CTQ]、特定された重点項目Vital Few）

BBの師範： マスターブラックベルト（MBB）
専任のプロジェクトリーダー： ブラックベルト（BB）　・・・　テーマを選定し、プロセスを改善する請負人。
兼任の推進者： グリーンベルト（GB）  

Ｖ-Ｄ-ＭＡＩＣサイクル
Ｍ（測定 Measure）・・・ 「今、どういう状態にあるのか」を明確にしていくために、データを収集す

↓ る。
Ａ（分析 Analyze）・・・ 収集したデータをもとに、「どういう特徴を持っているのか」を定義し、改 Y = f ( x )

↓ 善の到達目標を設定する。 Ｙ：現象
Ｉ（改善 Improve）・・・ 分析の結果から、「何をどう管理すれば一番よいのか」（最適化）を導き ｆ：プロセス

↓ 出し、関係がある要因とデータを用いて検証する。 ｘ：要因
Ｃ（管理 Control）・・・ 改善成果維持のチェック、他への転用の可能性や不測の事態への対応

を検討する。  Check & Plan next.
参考：「図解コレならわかるシックスシグマ」ほか

（お客さまの声） 
 

   顧客の利益（ベネフィット） 

 

             満足・便利 

                     （ビジネスの声） 
 

 会社の利益（プロフィット） 

 

                                            技術・アイデア 

顧客や市場の要望 企業活動の優先順

重要品質要因 

（ C T Q ） 

お客さまの声 
（Voice Of Customer ） 

ビジネスの声 
（Voice Of Business ） 


