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概要
現状では、経営判断や組織の PDCA（Plan、Do、 Check、and Action）が個別最適化している。この理由は、経営者と管理部門の
経営指標と現場部門による KPI 管理の分断、ならびに現場部門間の KPI 管理の分断にある。本稿では、ビジネスプロセスに基づい
て KPI を可視化し、経営指標との関連を定義・設計する手法を提案する。また、この経営指標と KPI の関連に基づいて、経営判断と
ビジネスの実行を全体最適化できることを示す。

Abstract
Management decisions and PDCA of the organization are individually optimized in many current Japanese enterprises.
The reason for this is the separation of KPI management between management indicators and the KPI management of
the field business departments as well as the separation of KPI management among field business departments.
This paper proposes a method for visualizing KPIs based on business processes and defining and designing
relationships with management indices. We also show that management decisions and business execution can be
optimized as a whole based on the relationship between these management indices and KPIs.

1.

はじめに

の経営指標と現場部門による KPI（Key Performance Indicator

日本には約 190 万社の会社が存在するが、経営環境の変

／重要業績評価指標）管理の分断、ならびに現場部門間の

化が激しい中で、どの会社経営においても日々、意思決定に

KPI 管理の分断にある。

迫られている。しかし、現状では 、その経 営判断や組織の

本稿では、ビジネスプロセスに基づいて KPI を可視化し、経

PDCA が個別最適化している。この理由は、経営者と管理部門

営指標との関連を定義・設計する手法「Scale Model」（以下、
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「本手法」という）を提案する。また、この経営指標と KPI の関連

細にわかる。「売上実績が予算に対して 90％だった」というとき

に基づいて、経営判断とビジネスの実行を全体最適化できるこ

でも、顧客数が足りなかったのか、それとも顧客単価が低かっ

とを示す。

たのかといったように原因がすぐにわかるので、対策も立てや

以下では、まず 2 節で提案手法を説明する。次いで、3 節で

すい。さらに、顧客数が足りなかった原因も、商談数が足りなか

提案手法を用いた具体例を紹介する。さらに、4 節で従来手法

ったのか、成約率が低かったのかといったように、どんどん詳細

との違いを含めて考察を述べ、5 節でまとめと今後の課題を述

にブレイクダウンして深堀りできるので、何をすればいいのかが

べる。

明確になりやすい。

2.

提案手法

③

変化する経営環境に適応して、企業が業績目標を達成し成

直感的に理解できる

PL は簿記といった専門知識がないと読み解くのに苦労する。

長し続けるには、経営者の直観に頼ったトップダウン経営だけ

一方の KPI は、そのような専門知識がなくても誰もが直感的に

では限界がある。その限界を突破し成長するためには、組織

理解しやすい。

的マネジメントへの転換が必要である。
組織的なマネジメントを実現するためには、組織全体で「数

④

字（データや指標など）」を活用する必要がある。会社経営で

事業全体が見えづらい

PL は情報の粒度が粗いものの事業全体の状況が一覧でき

活用される数字は主に会計情報をはじめとした財務情報と KPI

る。一方の KPI は、営業部は営業の KPI、マーケティング部は

情報をはじめとした非財務情報に大きく区分できる。ここで、ま

マーケティングの KPI といったように、部門ごとにバラバラに管

ず両者の長所と短所について整理したい。なお、以下では財

理していてサイロ化しているので、事業全体を俯瞰してみようと

務情報の主たる情報である損益計算書（以下、「PL」という）と

思えば、各部門の KPI を集約して一覧できるようにしないとい

非財務情報である KPI の対比で考察する。

けない。
①

プロセスマネジメントができる
⑤

PL は、たとえば、1 月の結果が出てくるのが 2 月になってか

デット・ファイナンスの与信判断に利用されるのは PL をはじ

らになる。つまり、その情報を把握する時点では、もう結果が出

めとした財務情報である。いくら KPI がよくても財務情報が悪け

てしまっているため結果論になる。もちろん、1 月の月中の進捗

ればファイナンスは難しい。つまり、デット・ファイナンスにおい

管理といったプロセスマネジメントには使えない。一方の KPI は、

て KPI は信用情報になりにくい。ただし、エクイティ・ファイナン

多くのものが日次または週次で数値が出てくるので、1 月の結

スにおいてはそうとも言い切れず、PL が悪くても KPI がよけれ

果が出る前に、結果に至る月中のプロセスマネジメントにも使

ばファイナンスできる可能性は高い。

える。

②

信用情報になりにくい

以上のように、財務情報（PL）では月中の進捗管理ができず、

情報の粒度が細かい

また、その情報を読み取れる現場の社員がほとんどいない。一

PL の情報の中には、たとえば、売上高という勘定科目の中

方、現場の社員が日々追っている非財務情報（KPI）は部署ご

を見ても、顧客数や顧客単価、さらには成約率や商談数といっ

との部分最適な運用になっている。PL と KPI を統合することで

た詳細な情報は把握できない。つまり、PL の情報は粒度が粗

両者の長所を活かし、両者の短所をカバーする必要がある。そ

く、それだけでは詳細がわかりにくい。言い方を変えれば、「売

うすることで、PL という結果に至る会社の経営プロセス全体を

上実績が予算に対して 90％だった」としても、PL 情報だけでは、

KPI で可視化し、社員に共有した上で全員で共通認識を持ち、

その原因がわかりづらいので対策をたてることができず、また、

組織全体で一体となって PDCA を回していく組織マネジメント

「営業利益率がいま５％なのでもっとあげよう」といっても、何を

が可能になる。このように、本手法は，全体最適な全員参加型

すればいいのかわかりづらく、結果として行動につながりづら

の経営を実現し、自立自走できる組織構築に資するメソッドで

い。一方の KPI は、情報の粒度が細かく、ビジネスの状況が詳

あり、特許も取得済みである［1］。
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3.

具体例
ビジネスの現場においては、営業・マーケティング・経営管

理など、部署ごとにデータがバラバラになってしまっていて、部
署ごとの部分最適な経営になってしまっているケースが散見さ
れる。昨今、DX（経済産業省の定義：企業がビジネス環境の激
しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や

図 1 業務プロセス例（売上）

社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革
するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風

Web サイトのインプレッションが 10,000 回あって、そのうち

土を変革し、競争上の優位性を確立すること。）が広がりつつ

10％の方がクリックしてくれて Web サイトのクリック数、つまり、

あるが、バラバラになっているデータを集めて統合するだけで

流入が 1,000 人いて、そのうち 20％の人が問い合わせしてくれ

は、それを扱えるスキルのある社員への依存度が高くなり、企

たので、問い合わせ数が 200 社あった。その 200 社に対してア

業における「変革」が起こりにくい。統合したデータが、誰でも

ポ取りの連絡をしたところ 50％の 100 社に対して商談設定がで

わかりやすいように可視化・活用されることで、特定の社員に依

きて、その 100 社の商談の内 20％が受注できたので受注数が

存することなく、多くの社員の知恵や経験を集めて全社的に

20 社になった。こういったプロセスについては福田［2］が説明

PDCA をまわすことができるので、組織全体で、企業における

しているところでもあるが、本手法では、さらに、その先もモデ

「変革」が推進され、競合優位性が確立できる。

ル化する。つまり、受注数 20 社の受注単価が 48 万円になった
ので売上は 960 万円になったというように、売上が計上されるま

その点、経営サイド（部署例：経営者・経営管理、使用システ

での業務プロセスを KPI で可視化していく。さらに、この図 1 の

ム例：財務会計システム）の財務と、ビジネスサイド（部署例：営

ように、収支まで可視化することもできる。この図 1 の例でいえ

業 ・ マ ー ケテ ィ ン グ等 、 使 用 シ ス テ ム 例： SFA （ Sales Force

ば、売上の回収が末締めの翌月末入金であれば回収までに 1

Automation／営業支援システム）・MA（Marketing Automation

ヶ月かかるので、実際にお金が入ってくるのはその分を除く

／マーケティング支援システム）・CRM（Customer Relationship

880 万円になる。同じ売上でも、この「回収期間」という KPI の数

Management／顧客管理システム）等）の KPI を結び付けること

値（図 1 では 1 ヶ月）がよければ収支はよくなり、逆に悪ければ

で、全社の財務目標を達成するために必要な KPI とその目標

収支も悪化する。

値を逆算で可視化し、その進捗をマネジメントしていくことで科

このように、ビジネスの流れに沿って、各部署の重要な KPI

学的経営を可能にする。

は何で、それらがどのようにつながっているかを可視化すること
で、部門横断的にビジネス全体を見ることができる。そうするこ

具体的に、BtoB ビジネスのマーケティング及び営業のプロ

とで、マーケティングの担当者はマーケティングの視点（図 2 赤

セスを取り上げて説明する。たとえば、Web 広告を出して、見

枠）だけ、営業の担当者は営業の視点（図 2 黄枠）だけ、経営

込み客の Web サイトへの流入を促し、そこから問い合わせを得

管理部は経営管理の視点（図 2 緑枠）だけ、といった個別最適

て見込み客情報を取得し、商談を経て成約し、売上につなが

化された経営判断や PDCA を回避し、全体最適な視点でのそ

るというプロセスであったとする。このプロセスを数字とともに可

れらを実現しやすくなる。

視化すると以下のような図 1 になる。
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とで効率的に受注率を高めていこう」というほうが生産性は高い
といったことが理解しやすくなる。

図 2 個別最適化された視点

ただし、全体最適な視点で、経営判断や組織の PDCA を行
うためには、売上に至る業務プロセスの可視化だけでは足りず、
このプロセスに沿って、どのような費用が発生するかも可視化

図 4 業務プロセス例（全体）

する必要がある。先ほどの例に沿って説明する。
以上をまとめると図 4 のようになる。このように、売上のプロセ
スと構造がどうなっているのか、それに紐付いてどんな費用が
発生するのか、それらの結果、事業全体の損益とどのように結
びついて、さらに、収支を改善するためにはどうすればいいの
か、というように、ビジネスプロセスの全体を可視化することで、
事業横断的な視点で、いまどこに問題があるのかが一目瞭然
になるので、どのように対処すればいいのかの意思決定もしや
図 3 業務プロセス例（費用）

すくなる。また、それらを組織全体で共通認識が持ちやすくな
るため、組織が一眼となって PDCA を実行できる。

たとえば、インプレッション数が増えても特に費用が増えない

4.

が、クリック数が増えればクリック単価（広告単価）をかけた分だ

考察
ビジネスプロセスに基づいて KPI を可視化し、経営指標との

け広告費がかかり、問合数が増えれば、その問い合わせに対

関連を定義・設計する手法「Scale Model」について述べた。ま

するテレアポを外注しているとすると、外注単価をかけた分だ

た、あわせて、この経営指標と KPI の関連に基づいて、経営判

け外注費が発生し、商談数が増えれば、その分営業人員を増

断とビジネスの実行を全体最適化できることを示した。この点に

やさないといけないので営業費用が増える。このように、先ほど

ついて、さらに以下で考察する。

の売上に至るプロセスに沿って紐づく費用を可視化することで、
費用も含むビジネス全体を図式化することができ、費用も踏ま

4.1 優先度の決定

えた全体最適な視点で経営判断や組織の PDCA を実行でき

ビジネスプロセスの KPI と会社全体の財務がつながることで、

る。たとえば、図 3 の例でいえば、インプレッション数のように費

各 KPI のパラメーターを変動させた場合の PL や収支に及ぼ

用が紐づきで増えないものも判明する。そうすると、「インプレッ

す影響度を、統計的分析によって定量的に可視化できる。これ

ション数が増えてもそれに応じて費用は増えないのでクリック率

により、たとえば、「インプレッション数を増やすことが最も売上

という KPI を改善するのが最もコスト・パフォーマンスが高い」と

インパクトがある」「問合率を改善することが最もコスト・パフォー

いうようなことが合理的に判断できるようになる。その他、たとえ

マンスが高い」といったことが、会社全体の全体最適の視点か

ば、根性論的に、「営業は足で稼ぐのだ」「どんどん商談してい

らわかるので、どの KPI が今の状況で特に重要なのかが、売上

こう」ということを経営判断し組織的に実行すれば、営業費用が

のみならず費用や収支も踏まえた上で明確になる。そうするこ

どんどん増えてしまうということになりかねないが、それよりも、

とで、限られた経営資源を何に投下すべきかを全体最適な視

「受注確率の高そうなところをある程度選定して商談していくこ
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点で合理的に判断することができる。
4.2 流入チャネルの比較
見込み客を獲得するに至る流入チャネルごとのビジネスプロ
セス例を図 5 に示す。

図 7 業務プロセス例（詳細版）

図 7 は図 6 をさらに詳細に業務プロセスを細分化したもので
ある。つまり、図 6 のプロセスに、「電話」「見積」というプロセス
を加えたことで、結果としての受注数は変わらないものの、いま
事業全体で抱える課題がより明確になりやすくなる。このように、
業務プロセスを細かく分解していくことで、課題も特定しやすく
図 5 見込み客の流入プロセス例

なり、具体的な改善策も考えやすくなり、行動にも繋げやすくな
る。

図 5 上段が先ほどまでの Web から見込み客を獲得して売上
4.4 業績目標の達成可能性

につながっていく業務プロセスで、図 5 下段が Web からではな
くテレアポから見込み客を獲得して売上につながっていく業務
プロセスである。このように、Web やテレアポといった見込み客
の獲得チャネルごとに可視化して比較してみるとことで、「どの
流入チャネルからの見込み客が受注率が高いか」「どのチャネ
ルからの受注単価が高いのか」「どのチャネルからの顧客獲得
コストが低いのか」といったことが定量的に把握できるため、ど
のチャネルに重点的に投資するのがコスト・パフォーマンスが
高いかも合理的に判断することができる。

図 8 KPI を利用した業績目標管理例

4.3 課題の明確化

可視化したビジネスプロセスの全体構造にそって、目標とす

次の２つの業務プロセス例（図 6、図 7）を見てほしい。

る売上や利益を達成するためには、各部署の各 KPI をそれぞ
れどれくらい達成しなければならないかを逆算で可視化できる。
図 8 ではその KPI の一部を抜粋して表示しているが、こうする
ことで「業績目標を達成するためには何をどれだけやらないと
いけないのか」「業績目標に対してどの KPI の進捗が悪いのか」
というようなことが全体最適な視点で判断できる。
4.5 応用可能性
これまでの業務プロセスは、売上や費用といった、財務情報

図 6 業務プロセス例（簡易版）

を KGI（Key Goal Indicator）とした場合の例を中心に記述して
きたが、本手法を用いれば、財務情報以外を KGI とする場合、
たとえば、採用人数を KGI として採用プロセスを KPI で可視化
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する場合などにも活用できる。

た多面的なスキルが必要になることも課題として挙げられる。

5.

4.6 類似手法との比較

まとめと今後の課題
各部署に散らばったデータを集約するだけでなく、そのビジ

類似手法としてはバランストスコアカード（Balanced Score

ネスにおいて、どのデータを集約すべきや集約したデータのそ

Card：BSC）が挙げられる。Kaplan と Norton ら［3］によって提案

れぞれの関係性を図式化（モデル化）する手法について述べ

された BSC を適用することにより、戦略マップとパフォーマンス

てきた。また、そうすることで、主要メンバー全員（または社員全

評価指標に基づいて企業経営戦略を分析できる手法を Niven

員）が理解しやすいように可視化されているので、ビジネス全

［4］が提案した。この手法における戦略マップは、財務、顧客、

体を俯瞰しながら、全社的な視点で全社的な課題を発見し全

ビジネスプロセス、学習と成長（革新）の 4 つの観点から多次元

員でその解決に取り組むことが可能となる。

的に戦略を開発、実装、評価するための目標を分解する。BSC

重要な点は、部門を横断して、業務プロセス全体の状況を、

は、財務の観点から見た戦略的目標を最上位に配置し、戦略

一目で誰でもわかりやすく可視化することである。そうすること

マップを使用してこれらの目標を階層的にサブ目標に分解す

で全体最適な視点から合理的に意思決定を行いやすくなり、

る。たとえば、顧客の観点から最上位の達成すべき目標、次い

組織が一眼と PDCA を実行できる。

で顧客の視点の目標を達成し、ビジネスプロセスの目標を達

一般的には、会社経営における経営判断と PDCA において

成するための学習と成長の目標を達成する。さらに、この方法

は、①データを集約し、②分析して、③意思決定を行って、④

では、重要な成功要因（Critical Success factor：CSF）を、これ

行動する、というプロセスをたどる。①や②では属人的になった

らの目標を達成するための活動の結果を評価するための指標

り手間がかかったりという課題が多く、③においては合理的で

として定義する。KPI は、最終的な目標達成のステータスを監

はなく感覚的な判断になるという課題が多く、④ではなかなか

視するために設定される。

行動につながらないという課題が多い。日本企業の多くが、①

これに対して本手法は、よりビジネスの現場に沿うように、業

及び②が不十分であり、その結果、③が合理的ではなく感覚

務プロセスから財務に至る一連のビジネスプロセスを機能（マ

的な経営判断になってしまっているケースが多い。仮に合理的

ーケティング、セールス、カスタマーサポートなど）視点によって

な判断ができていたとしても、④の行動につながらなければビ

構成しており、かつ、その構成を図式化する際にはすべて KPI

ジネスの結果は変わらない。行動につなげるためには、実際に

に基づいて表現しており、さらに、各 KPI 間の関係性をすべて

ビジネスの実行を行う現場部門がスピーディーに事業全体の

四則演算で定義していることを特徴としている。このようにする

状況を把握して課題を発見できる仕組みを構築することが重

ことで、特定の KPI のパラメーターが変動すれば、四則演算の

要であり、さらに、課題を発見した結果、何をすべきかが明確

関係性に基づいて、その他の KPI がどのように変動するかが可

になって実際の行動につながり、そして、その進捗状況もリア

視化できシンプルに理解しやすくなる。

ルタイムに把握していく必要がある。その点においても本手法
4.7 限界

が役立つものと思料する。

本手法は事業全体を全体最適な視点で俯瞰して見る点で
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