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バランス・スコアカードによる健康 
経営の評価に関する検討

―人的資源管理の視点から―

岩　田　一　哲

はじめに

　近年、健康経営1）は、企業経営の大きな課題の１つとなりつつある。健康

経営とは、端的に言えば、従業員の健康と企業経営を両立することである。

経済産業省は、健康経営を推進しており、以下のような考え方を表明してい

る2)。

健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に

実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行う

ことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたら

し、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

　さらに、経済産業省と東京証券取引所は、優れた健康経営を実践している

企業を、東京証券取引所の上場企業33業種から「健康経営銘柄」として選定

している。この他、健康経営に取組む企業等の見える化をさらに進めるた

め、上場企業に限らず、未上場の企業や医療法人等の法人を「健康経営優良

法人」として認定する制度である「健康経営優良法人認定制度」を制定して

いる。

	   1）	「健康経営」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標である。
	   2）	経済産業省「健康経営とは」（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/

healthcare/kenko_keiei.html, 閲覧日：2021年10月１日）
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　健康経営の推進によって従業員の健康が増進され、結果として企業業績が

改善されれば、健康経営を推進する意義は大きい。ただし、健康経営を推進

する企業で行われる施策が、企業の生産性や業績に良い影響をもたらしてい

るのかについては、議論の余地がある。例えば、「健康経営銘柄2021」の選

定方法では、ROE（Return	on	Equity：自己資本利益率）の直近３年間平均

が０％以上の企業を対象とし、ROE が高い企業には一定の加点を行うこと

が、基準の中に盛り込まれている3)。つまり、ROE の高いことが「健康経営

銘柄2021」の加点項目の１つとなっているのである。また、森（2018）は、

健康経営と株価の関係について、「健康経営に取組んだから株価が上がるの

か、株価が上がるような経営状態だから健康経営に取組むことができたの

か、因果関係については分かっていない。（p.	14）」と指摘している4)。

　従業員個人の成果との関連では、従業員の職場での態度や行動を検討する

人的資源管理論の分野において、職務満足度や動機づけなどの個人の心理的

な態度や行動を結果変数としたり、役割外行動5) といった従業員の職場にお

ける実際の行動を結果変数として、これらの結果が最終的に企業の利益につ

ながることを前提としている。ただし、これらの変数が本当に企業の業績に

つながるのか、また、企業の業績につながるとすれば、すぐにつながるのか

時間がかかるのか、といった問題は、人的資源管理論の分野では、詳細には

検討されていないように見受けられる。

　本稿は、バランス・スコアカード6)（以下、BSC）によって健康経営をど

のように評価すべきかについての検討を行うことに主眼を置く。この理由

は、健康経営を推進することによって、どのように企業の業績につながるか
	   3）	経済産業省「『健康経営銘柄2021』の選定方法について」（https://www.meti.go.jp/

policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/meigara2021sentei_flow.pdf,  閲 覧
日：2021年10月１日）

	   4）	ただし、人材への投資の１つが従業員の健康と考えている企業は、従業員の高いワー
ク・エンゲージメントが期待できるともしている。

	   5）	組織市民行動（ex. Organ, 1988）とも呼ばれている。
	   6）	バランス・スコアカードとバランスト・スコアカードの２つが見られるが、本稿はバ

ランス・スコアカードに統一する。
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を図式化するためである。このような図式化は既に行われているが 7)、本稿

は、人的資源管理論との関わりから、BSC によって健康経営を評価する試

みをしたい。

１．健康経営

1-1. 健康経営とは

　健康経営における日本の研究を見てみると、岡田（2015）は、「健康経

営は、利益を創出するための経営管理と、生産性や創造性向上の源である

働く人の心身の健康の両立をめざして、経営の視点から投資を行い（健康

投資）、企業内事業として起業しその利益を創出すること」（pp.	10-11）

と健康経営を定義している。また、森永（2017）は、「健康経営は、英語

で Health	and	Productivity	Management と表現される。病気やケガ、

ワークライフバランスの問題に際して、従業員が利用できる様々な種類の

施策をまとめて管理することを指す考え方である（p.	5）」と健康経営を

定義している。

　健康経営のもととなる考え方は、Rosen（1986）の提示した「ヘルシー・

カンパニー」にあり、健康な従業員こそが収益性の高い会社を作るという

基本的な考え方にある。また、健康経営に優れた企業は株価のパフォーマ

ンスが高いことが報告されていることからも、従業員の健康に配慮する企

業は財務的な業績も高い企業であるとして、注目されてきた。日本におい

ても、健康経営は、従来の健康管理や他の経営管理手法とは異なることを

指摘している。

　山本・内田（2017）は、健康経営と健康管理の違いを、以下のように述

べている8)。

健康経営は企業側が従業員に対して、より積極的に健康管理に関わっ	

	   7）	 ex. 川上（2014）p.	57.
	   8）	山本・内田（2017）p.	107.
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ていくことである。従業員の健康を企業が成長する上で財務諸表に現

れない貴重な「資産」ととらえ、従業員の健康の維持や増進を目的と

した人的資本に対する投資と考えるか否かで健康管理とは異なってい

る。

　また、健康経営研究会は、以下のように、健康経営を解説している9)。

「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大

きな成果が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点か

ら考え、戦略的に実践することを意味しています。従業員の健康管

理・健康づくりの推進は、単に医療費という経費の節減のみならず、

生産性の向上、従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の効果

が得られ、かつ、企業におけるリスクマネジメントとしても重要で

す。従業員の健康管理者は経営者であり、その指導力の下、健康管理

を組織戦略に則って展開することがこれからの企業経営にとってます

ます重要になっていくものと考えられます。

　これらの内容は、健康経営が健康管理よりも人に対する投資をさらに進

めることや、従業員を資産として捉えていることに特徴がある。また、健

康経営は組織戦略との関係で展開される必要があるとしており、経営戦略

の１つとして健康経営を位置付ける必要があることを指摘している。

　津野・尾形・古井（2018）は、近年の健康経営における欧米の動向を捉

えた上で、健康経営は、従業員をコスト要因とする考え方から、従業員を

人的資本と考え、従業員の健康に留意した施策をとることが、中長期的に

は企業の生産性の向上につながると指摘している。前述の森永（2017）

は、健康経営が、健康増進と経営管理の両者の延長線上にある考え方であ

	   9）	健康経営研究会 HP「健康経営とは」（http://kenkokeiei.jp/whats 閲覧日：2021年10
月１日）
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ることを指摘しており、健康経営を考える際には、従来の健康管理の費用

対効果を考慮することと、健康管理を通じて最終的に組織の生産性を高め

ることまで関心を拡張している点に特徴がある、としている。

　以上の内容から、健康経営の考え方は、以下の３点にまとめられる。１

つ目は、従業員の健康に対する投資である、言い換えると、健康への投資

が従業員の健康のみならず組織の生産性につながっていることである。２

つ目は、従業員はコストではなく資源として捉える、つまり、人的資源管

理の考え方に則っていることである。３つ目は、経営管理の問題ではなく

経営戦略の問題として捉え、中長期的に施策を実行する必要があること、

である。

　次に検討すべきことは、健康経営を推進することによって、企業の業績

をどのように向上させるかである。この点に関連して、健康経営に関する

施策を企業が行った場合、どのような経路で従業員自身の成果につながる

かについて、Oʼ	Donnell（2000）は、企業が行った施策が、以下の３つの

経路によって個人の成果につながることを指摘している。１つ目の経路

は、企業が行う施策が、従業員自身の能力や欲求を高めた結果として個人

の成果が上がるというものである。２つ目の経路は、企業が行う施策が組

織の風土や雰囲気を向上させることで、従業員自身の能力や欲求が高ま

り、結果として、個人の成果が上がるというものである。３つ目の経路

は、企業が行う施策によって従業員自身の能力や欲求を高めることで従業

員の健康状態が向上し、結果として個人の成果が上がるというものであ

る。これらの経路は、個人の成果が上がると組織全体の生産性が上がり、

後に利益が増大するということを前提としている。個人の成果は、企業全

体の利益につながっており、従業員自身の能力・欲求や組織の風土・雰囲

気によって向上する。また、従業員自身の健康状態によっても影響を受け

ると考えられている。
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1-2. 健康経営が対象とする内容

　続いて、健康経営を考える際に、従業員の健康の何を対象にして、企業

経営と両立するかが課題となる。従業員の健康を考える際にまず思い浮か

ぶ内容は、病気やケガといった原因によって、入院したり通院したりする

場合の入院費や通院費である。これらの費用は、企業側にとってはコスト

となり、療養給付、傷害補償、労働災害補償、有給病気休暇、などを検討

することとなる。また、病欠や休職の場合以外にも、従業員の健康状態に

よって生産性や成果に影響を与える要因がある。従業員の心身の健康が害

されることによって、出社はしているが生産性が低下してしまうような状

況で働き続けることがある。例として、うつ病に代表されるメンタルヘル

ス不全が考えられるが、メンタルヘルス不全に陥った中で職務に従事して

いる従業員は、生産性の向上が難しいだけでなく、通常の職務も滞ってし

まう可能性がある。従業員が体調不良によって通院したり病欠したりする

ことで欠勤になってしまうことを、アブセンティーイズムと呼び、健康上

の問題により従業員の持つ能力がフルに発揮できない状況に陥ってしまう

ことを、プレゼンティーイズムと呼ぶ。

　従業員の健康を考える上で、アブセンティーイズムとプレゼンティーイ

ズムの両者を考慮することは、重要な視点である。ただし、健康経営を考

える際には、プレゼンティーイズムをより重視すべきという意見が中心で

ある。前述の津野・尾形・古井（2018）は、「医療費よりも生産性損失の

コストのほうがはるかに大きいことは、日本も先行研究と同様の状況であ

る。最大の割合を占めるのはプレゼンティーイズム損失コストであるとい

うことも共通している。（p.	292）」と指摘しており、プレゼンティーイズ

ムから生じる損失コストが企業経営にとって重大な影響を及ぼす可能性を

指摘している。同様の内容は、黒田（2018）の研究の中でも指摘されてい

る。以上から、健康経営における近年の動向として、プレゼンティーイズ

ムの損失コストをより重視して検討すべきである点がうかがえる。

　プレゼンティーイズムが企業の生産性や業績に与える影響は大きいが、
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この影響はどのような要因から生じるかについては、以下の研究群から見

ることができる。前述の Rosen（1986）は、プレゼンティーイズムに限定

してはいないが、従業員の健康を害するような危険因子について、以下の

７つの点を指摘している。具体的には、①ストレスの多い労働条件、②統

制あるいは参画の欠如、③職場における緊張した人間関係、④キャリア開

発の道が閉ざされていること、⑤不明確な業務上の役割、⑥変化に対して

後手にまわる管理、⑦家族と余暇に時間を割けないことに対する葛藤、で

ある10)。Burton	et	al（1999）は、労働者の生産性を規定する要因として

欠勤の他にプレゼンティーイズムがあるとして、プレゼンティーイズム

は、アウトプットの減少、製品の標準が維持できない、研修時間の追加、

業務上のエラーなどの費用として測定できると指摘している。Aronson	et	

al（2000）は、プレゼンティーイズムが、代替要員がいない、職務に必要

な資源が得られない、葛藤する要求の状態である、職務を自分でコント

ロールできない、時間的なプレッシャーがある、といった状況と関連があ

ることを指摘している。Goetzel	et	al（2004）は、プレゼンティーイズム

のコストが医療費よりも高いことや、総費用に占めるプレゼンティーイズ

ムの割合が、うつ病や頭痛などから生じる10種類の疾患の平均値で61％を

占めたり、労働生産性の損失も10％以上あったことを指摘した。この研究

は、過去の多くの調査結果から示されており、従業員の健康不全が生産性

や経済的な損失に大きな影響を与えていることを把握できる。

　プレゼンティーイズムを引き起こす要因は、企業内や組織内あるいは職

場そのものの要因や職務遂行の方法に集中していると考えられる。これら

の内容は、ストレス研究において、ストレス反応の原因であるストレッ

サーと類似する要因であり、ストレスが増大する要因とプレゼンティーイ

ズムを引き起こす要因とは、類似の内容であると考えられる。

	  10）	岡田・高橋（2015）p.	11.
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２．BSC の概略

2-1. BSC とは

　会計学の分野には、BSC という手法がある。この手法は、経営戦略を

どのように実行し、どのように評価するかの指標を設けることで、企業経

営のプロセス自体を評価・検証できるものとして期待されている。BSC

は、Caplan と Norton によって提唱された概念であり、日本においても

BSC に関する多くの研究が行われている。

　BSC は、伝統的なマネジメント・コントロールの課題を克服すること

を期待されてきた。安酸・乙政・福田（2010）は、伝統的なマネジメン

ト・コントロールの問題点として、経営環境の不安定さとの関連から、以

下 の 批 判 が あ る こ と を 指 摘 し て い る。 １ つ 目 は、ROI（Return	on	

Investment：投資利益率）による管理が経営の近視眼的な行動を促進す

ること、２つ目は、収益性の向上や競争優位の強化を導く非財務的な無形

資産や経営資源を測定できないこと、３つ目は、年度を単位にシステムが

運用されるために、長期的な戦略目標及び目標値を明示的に組み込んでい

ないこと、４つ目は、戦略計画の修正にとっては既に行われた活動がもた

らした財務的成果のフィードバックは遅すぎること、である11)。これらの

４つの点から、経営戦略の具体的な内容を会計的な評価に含めることが難

しいことと、非財務的な資産がどのように企業経営の中で活用されるかに

ついて、あまり検討されてこなかったことがうかがえる。関連する内容と

して、櫻井（2008）は、BSC の最大の潜在的な利点が、無形資産ないし

知的資産による価値創造のプロセスを戦略的に表現し、検証できることだ

と指摘しており、BSC は、従業員が持つ知的資産をどのように企業経営

に利用するのかを把握できることを重視している。BSC によって企業経

営を把握するには、企業の価値創造のプロセスを財務の視点、顧客の視

点、内部ビジネス・プロセスの視点12)、学習と成長の視点という４つの視

	  11）	安酸・乙政・福田（2010）p.	2.
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点を利用した方法を取る。これらの４つの視点は、それぞれの視点が因果

関係を持つことを特徴とし、この因果関係は、経営戦略によって関連付け

られているとしている。

　Kaplan	&	Norton（1996）は、BSC とマネジメント・システムとの関係

から、ビジネス・ユニットのミッションや戦略を、具体的な目標や業績評

価指標に置き換えるものとしている。業績評価指標は、財務の視点や顧客

の視点に関係の深い外部的業績評価指標と、内部プロセスの視点や学習と

成長の視点に関係の深い内部的業績評価指標との「バランス」だけでな

く、過去の成果の業績評価指標と、将来の業績向上を導く業績評価指標と

の「バランス」も表している。さらに、客観的で定量化しやすい業績評価

指標と主観的な判断を要する業績評価指標とで「バランス」を保ってい

る13)。

2-2. BSC の内容と実施方法

　BSC は、過去の業績と将来見込まれる業績のバランスや、内部の評価

指標と外部の評価指標のバランス、また、量的な評価基準と質的な評価基

準のバランスをもとにした企業戦略の評価方法として導入された。相反す

る多くの基準のバランスを考えることから、BSC の内容も複雑である。

　BSC に関する日本における比較的近年の研究を見ると、奥（2018）は、

BSC のフレームワークが、戦略マップ、スコアカード、アクション・プ

ランの３つからなると説明している。戦略マップは、視点、戦略目標、お

よび戦略テーマが記述される。視点は、価値創造に強く影響する４つの視

点、つまり、財務の視点、顧客の視点、内部プロセスの視点、学習と成長

の視点が設定される。組織目標は、上位レベルのビジョンやミッションを
	  12）	BSC のそれぞれの視点については、研究者によって異なる呼び方をしているものの、

４つの視点に基づいている点は共通している。本稿は他の研究者からの引用の際には、
各研究者の呼び方をそのまま援用する。ただし、財務の視点、顧客の視点、内部プロセ
スの視点、学習と成長の視点、という４点があることは共通である。

	  13）	Kaplan & Norton（1996）邦訳 pp.	10-11.
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達成するための具体的な目標が記述されるが、その戦略目標間には因果関

係が考慮される。戦略テーマは、関連する戦略目標をまとめたものであ

り、業務管理のプロセス、顧客管理のプロセス、イノベーションのプロセ

ス、規制と社会のプロセスの４つの戦略テーマが設定される。スコアカー

ドは、戦略マップに記述された戦略目標の達成具合を管理するもので、尺

度、目標値、戦略的実施項目からなる14)。

　BSC の実際の運用に関しては、Simons（2000）が、管理者や経営者が

どのように BSC を利用するかについて、マネジャーが以下の４つのス

テップに従うことで、バランス・スコアカードを構築できると指摘してい

る。ステップ１は、財務業績変数の目標と指標の設定であり、営業利益、

ROCE（Return	on	Capital	Emploved：使用資本利益率）、EVA（Economic	

Value	Added：経済的付加価値）などによって設定できるとしている。ス

テップ２は、顧客業績変数の目標と指標の設定であり、顧客満足度、顧客

維持率、新規顧客獲得率、顧客１人当たりの利益、ターゲットとするセグ

メントでの市場シェア、ターゲット顧客層での自社のシェアなどで設定で

きるとしている。ステップ３は、内部事業プロセス業績変数の目標と指標

の設定であり、企業が戦略を実行するにあたって達成すべき、重要な内部

プロセスが何かについて、見極めることが重要であるとしている。ステッ

プ４は、学習と成長の業績変数の目標と指標の設定であり、企業が長期的

な成長と改善を実現するために構築しなければならない組織基盤を明確に

することであるとしている。ステップ５はバランス・スコアカードによる

戦略の伝達と共有であり、バランス・スコアカードを上手に設計すると、

企業内のあらゆるレベルの従業員が利用する情報システムの中に、財務指

標と非財務指標の両方を組み入れることができるとしている15)。

	  14）	奥（2018）pp.	53-55.
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３．BSC と人的資源管理との関係

3-1. 人的資源との関連から見た BSC の特徴

　BSC は、ビジネス・プロセス自体を管理したり評価したりするために

作成された手法である。ビジネス・プロセスを重視することによって、財

務的指標では現れてこない人的資源の役割を重視している。BSC の特徴

を見てみると、人的資源や企業における人材の内容に注目している。この

点を概観し、BSC を人的資源管理の視点から把握したい。

　Kaplan	&	Norton の一連の研究16) は、人的資源をどのように評価する

かに注目していると考えられる。例えば、Kaplan	&	Norton（2004）は、

戦略マップを導入する際に、インタンジブルズ（Intangibles）を活用すべ

きことに言及している。インタンジブルズとは、「イノベーション、独自

のデザイン、情報資源、人的資源その他によって企業価値を創造する無形

の価値源泉である」（p.	37）とし、特許権などの知的財産、ブランドなど

の無形資産、企業価値を創造する無形の価値源泉の３つが含まれるとして

いる。インタンジブルズは、戦略マップの中の学習と成長の視点に関連

し、無形の価値源泉への記述がみられる。無形の価値源泉は、従業員のス

キル、才能、知識からなる人的資本、データベース、情報システム、ネッ

トワーク、IT インフラからなる情報資本、組織文化、リーダーシップ、

従業員の方向付け、チームワーク、ナレッジマネジメントからなる組織資

本の３つからなるという。これらのインタンジブルズは個別には測定でき

ないが、企業価値を創造する重要なプロセスとして描かれる戦略テーマと

結び付けることで、企業の持続的成長や長期にわたる便益を実現できると

している。

　この点に関連して、伊藤（2014）は、Kaplan	&	Norton の一連の著書を

概観し、その研究の変遷を検討する中で、以下の３つの点を挙げている。

１つ目は、戦略テーマを４つの視点（財務・顧客・内部プロセス・学習と

	  15）	Simons（2000）邦訳 pp.	232-250.
	  16）	Kaplan & Norton（1996; 2001; 2004; 2006; 2008）の一連の研究である。
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成長）にまたがって構築することである。２つ目は、学習と成長の視点に

注目していることである。３つ目は、戦略と業務の PDCA を加味した循

環型マネジメント・システムの構築である。そして、BSC によって戦略

に結びつけた業績評価システムを構築することに、以下の４つのメリット

があることにも言及している。第１に、BSC と目標管理との関係につい

て、目標管理制度に戦略を追加でき、戦略性を持った業績評価制度に進展

させられることである。第２に、プロセス指標としての非財務的尺度を取

り入れた業績連動型報酬制度を構築できることである。第３に、非財務的

尺度は戦略を反映した独自指標を設定できるために、内発的動機づけと結

びつきやすく、モチベーション向上につながることである。第４に、BSC

を業績評価制度と連動させることができれば、BSC が企業の制度として

定着し、BSC の形骸化を抑えることができること、である17)。

　戦略マップは、ダブル・ループ学習に適しており、具体的には、戦略

マップを修正することによって、ダブル・ループ学習を志向できることが

指摘されている（ex.	Kaplan	&	Norton,	2004）。ダブル・ループ学習とは、

Argyris	&	Schön（1978）が提唱した概念であり、組織の学習にはシング

ル・ループ学習とダブル・ループ学習の２つがあると指摘している。シン

グル・ループ学習は、既存の価値観の範囲内で行われ、行動を改善するこ

とに注目するのに対して、ダブル・ループ学習は、既存の価値観そのもの

を疑い、新しい考え方や行動の枠組みを取り込むことをその特徴とする。

ダブル・ループ学習は、組織変革を組織内で起こすための重要な方法の１

つであり、この点が、戦略マップの修正という形で戦略を見直す際に生じ

ると想定されている。BSC は、戦略マップを作成して戦略全体を可視化

するだけでなく、この戦略マップを再検討する中で、ダブル・ループ学習

が生まれる可能性を持つ。その意味では、方針管理や目標管理の側面だけ

でなく、戦略の変更によって、方針や目標を変化させることができるツー

	  17）	伊藤（2014）p.	192.
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ルとして位置付けられる。したがって、BSC は、評価ツールとしての視

点を持っているだけでなく、戦略自体の変化や、従業員や組織のダブル・

ループ学習を誘発し、これがイノベーションにつながることを内包してい

る。組織内でイノベーションを誘発するためには、内発的動機づけを中心

とする従業員個人のモチベーションの向上が重要である18)。短期の業績向

上を考える場合は、外発的動機づけとの関連が深い業績評価制度との結び

つきを強めるが、長期の業績向上を考える際には、内発的動機づけの向上

からイノベーションの誘発へのメカニズムを導入すべきということにな

る。そして、イノベーションを誘発させるもう１つの方法として、組織文

化やリーダーシップといった組織側からの従業員個人への働きかけを中心

とした内容を充実させることによって、従業員間のコミュニケーションを

高めることが必要になる。

3-2. BSC とインタンジブルズ

　BSC は無形資産の企業経営への応用に注目し、特に人的資源に注目し

てきたことを前節で指摘した。会計学の分野では、インタンジブルズが、

人的資源に関連する内容に注目している。本節は、インタンジブルズと

BSC との関係に注目して、学習と成長の視点との関連から検討する。こ

の検討によって、BSC と人的資源管理論との関連をより詳細に把握でき

る。

　Kaplan	&	Norton（2001）の研究は、伝統的なマネジメント・コント

ロール・システムにおいて、財務的指標が無形資産を評価しきれていない

という課題を挙げている。この中で、無形資産は、価値は間接的であるこ

と、価値は状況に応じて決まること、価値は潜在的なものであること、資

産はひとまとめで役に立つこと、という４つの特徴があるとしている19)。

この研究は、学習と成長の視点と無形資産との関連も検討している。この

	  18）	Amabile（1988）は、内発的動機づけが、創造性を生み出す大きな要因の１つである
と指摘しており、創造性は、イノベーションに関連する大きな要因の１つである。
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関連については、以下の３つのカテゴリーがあるとしている。１つ目は、

経営戦略を支援するために従業員に求められる戦略的なスキルと知識であ

る戦略的コンピタンスである。２つ目は、戦略を支援するための情報シス

テム、データベース、ツール、およびネットワークからなる戦略的技術で

ある。３つ目は、戦略を後押しするように従業員を動機づけ、権限を委譲

し、方向付けるために必要な組織文化の変化からなる組織風土である。さ

らに、インタンジブルズは、「差別化による優位性を生み出すための、組

織内に存在する知識」あるいは「顧客ニーズを満たすための、企業内にい

る従業員のケイパビリティ」であるとしている。そして、BSC の学習と

成長の視点を調査した結果、一貫した６つの戦略目標が明らかになったと

指摘している。具体的には以下のとおりである。１つ目は戦略的コンピテ

ンシーであり、これは、戦略が必要とする活動を実行するための、スキ

ル、才能及びノウハウの有用性を指す。２つ目は戦略的情報であり、これ

は、戦略の支援に必要とされる情報システムとナレッジマネジメントのア

プリケーションソフトおよびインフラの利用可能性を指す。３つ目は組織

文化であり、戦略の実行に必要とされる、従業員が共有すべきミッショ

ン、ビジョン及び価値観の認識と内部化を指す。４つ目はリーダーシップ

であり、組織を戦略に向かって活性化する、全階層における有能なリー

ダーの配置可能性を指す。５つ目は戦略への方向付けであり、あらゆる組

織階層で、個人目標やインセンティブを戦略に方向付けていることを指

す。６つ目はチームワークであり、戦略的な潜在能力を持つ知識資産及び

スタッフ資産の共有を指す。これらの６つの戦略目標は、重要なインタン

ジブルズの特徴を示しており、経営戦略への方向付けを統合する強力なフ

レームワークを提示するものと、彼らは考えている。

　Becker,	Huselid	&	Ulrich（2001）は、BSC と人的資源との関係に特に

注目した研究を行っている。この研究は、戦略的人的業績という内容を提

	  19）	Kaplan & Norton（2001）邦訳 pp.	96-97.
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示し、以下に示した相互に関連する３つの要素の関数であるとしている。

１つ目は「従業員技能」であり、従業員はその役割を果たすのに必要な技

能を身につけているかによる。２つ目は「従業員動機づけ」であり、従業

員はその技能を発揮するように動機づけられているかによる。３つ目は

「従業員の戦略重視」であり、従業員はその職務が企業戦略の遂行の成功

にいかに貢献するのかを理解し、その知識を使用する機会を持っているか

による。これら３つの要素について、下記の式から個々の従業員の戦略的

人的能力が得られるとしている20)。

戦略的人的能力＝従業員の技能×動機づけ×従業員の戦略重視

　これらの内容から、BSC とインタンジブルズの関係について、以下の

内容を指摘したい。Kaplan	&	Norton の一連の研究では、人的資源を中心

とした無形資産を企業の経営戦略との関係から記述したいという意図が強

く、そのためのツールとして BSC を用いるという考えがある。Becker ら

の研究では、従業員技能、従業員動機づけ、従業員の戦略重視の３点から

経営戦略に適合的な人的能力が測定できるとしている。この研究を

Kaplan	&	Norton の一連の研究との関連から見てみると、人的資産は、従

業員のスキルとの関連が深く、情報資産と組織資産は、従業員の戦略重視

に関連する環境要因であると考えられる。従業員の動機づけの部分につい

ては、明確には指摘されていないものの、人的資本レディネスとの関連が

深いと考えられる。従業員が戦略重視を強めて動機づけられることによっ

て、従業員自身が持つ能力やスキルを戦略へ向けるようになる。この度合

いが大きいか小さいかで、レディネス、つまり準備ができているかどうか

を把握することができる。前述の Kaplan	&	Norton（2004）は、「戦略的

レディネスは流動性に類似しており、レディネスの状態が高まれば高まる

	  20)	Becker, Huselid & Ulrich（2001）邦訳 pp.	176-177.
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	  21）	岩田（2006）を参考にした。

ほど、インタンジブルズはより早く現金の創出に貢献する。（p.	243）」と

指摘しており、戦略的レディネスの状態が高まれば、戦略への結びつきが

強くなり、企業の業績へ向けて従業員がより積極的になると考えられる。

3-3. 戦略的人的資源管理と BSC との関係21)

　経営戦略論が1960年代以降に勃興し、これに伴い、戦略的人的資源管理

論が、人的資源管理研究の１つの分野として登場している。人的資源管理

論を歴史的に検討した蔡（2002）は、人材マネジメント論の変化につい

て、1960年代半ば頃までの人事労務管理論、1980年代半ばまでの人的資源

管理論、1980年代半ば以降の戦略的人的資源管理論の３つの時代に分類で

きると指摘している。戦略的人的資源管理論の特徴は、人的資源管理論の

分野に経営戦略論の考えを取り込み、経営戦略に沿った人材を獲得するた

めに、従業員を取り扱おうとした内容である。

　戦略的人的資源管理論には多くの議論があるが、Delery	&	Doty（1996）

は、戦略的人的資源管理論を３つのタイプに分類して、その特徴を指摘し

た。

　１つ目はベストプラクティス・アプローチであり、この議論は、資源

ベース論の影響を受けている。資源ベース論は、Barney や Hamel	&	

Prahalad によって確立された理論である。具体的な内容は、企業が持つ

固有の経営資源と利益性との関係に着目し、企業の成長は企業が持つ経営

資源に左右されるという視点に立っている。Barney（2001）は、資源ベー

ス論について、模倣困難な資源に注目しており、ベストプラクティス・ア

プローチは、資源ベース論で強調される模倣困難な資源として人的資源を

強調している。このアプローチは、あらゆる状況・組織に普遍的に妥当す

る最善の人的資源管理施策があるとし、ベストプラクティス・アプローチ

と呼んだ。ベストプラクティス・アプローチの根幹は、従業員のコミット
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メントが生産性の増大につながると考え、コミットメントを高めることで

人材が長期的に企業内に保持され、その人材が教育・訓練を受けることで

戦略的に人材を展開できることである。

　２つ目は、コンティンジェンシー・アプローチであり、Lawrence	&	

Lorsch（1967）が提示した、環境状況に適合した組織が高業績をもたら

すという命題を検討した状況適合理論との関連が深い。このアプローチ

は、経営戦略によって人的資源管理施策が異なり、経営戦略と人的資源管

理施策との適合関係を重視する。このため、企業戦略の変化によって、必

要とする人材のタイプも変化する可能性がある。

　３つ目は、コンフィギュレーション・アプローチである。このアプロー

チは、ベストプラクティス・アプローチとコンティンジェンシー・アプ

ローチを両立しようとするアプローチである。具体的には、経営戦略と人

的資源管理の整合性を取るというコンティンジェンシー・アプローチと、

個々の人的資源管理施策の間の相互作用によるシナジー効果を意識した内

部・水平的適合の両者を取り込んだ人的資源管理の最善の組み合せを追及

している。

　戦略的人的資源管理論は、BSC との関連も深い。内山（2010）は、戦

略的人的資源管理が管理会計を中心とする戦略的マネジメント・システム

と類似性があるとし、BSC ／戦略マップが戦略的人的資源管理との共通

性が高いモデルであると指摘している。後の研究22) では、人的資源管理

の戦略実行への貢献性を強調した研究が1990年代後半から盛んになったと

指摘している。そして、BSC を例とした業務管理システムの利用可能性

に言及し、人的資産を含めたインタンジブルズと戦略との関わりを明示す

る BSC ／戦略マップの持つ意義が極めて大きいことを指摘している。山

田・金（2020）は、戦略的人的資源管理論と BSC との関係について、ベ

ストプラクティス・アプローチを運用するために BSC を用いることの重

	  22）	内山（2011）
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要性を指摘している。

　以上の内容から、管理会計の立場からは、BSC と戦略的人的資源管理

論の考え方には類似性があり、その対応関係は、ベストプラクティス・ア

プローチとの関連から検討すべきとされている。

４．健康経営と BSC －課題と新たな戦略マップの提示－

　ここまでで、健康経営、BSC、戦略的人的資源管理の３者について、それ

ぞれの関係から検討してきた。本章は、健康経営を BSC によって評価する

際の課題と戦略マップを提示したい。

4-1. 健康経営を BSC によって評価する際の課題

　BSC は、財務的視点と非財務的視点のバランスを重んじたマネジメン

ト・システムであることがその特徴である。そこで、財務的視点と非財務

的視点との関連を検討しながら、人的資源会計の立場からの課題を提示し

たい。

　若杉（2015）は、人的資源を評価する際に、人件費という形でコストを

発生させる生産要素とみる見方である人的コスト説（The	View	of	

Human	Costs）と、人間を資産とみる見方である人間資産説（The	View	

of	Human	Assets）があるとしている。人的コスト説は、短期的利益の極

大化に資することを特徴とするのに対して、人間資産説は、従業員の労働

サービスの質をいかにして維持し、高めることができるかを重視してい

る。人的資源会計を財務的視点から見た場合、財貨や用益を獲得するにあ

たって投入される際に犠牲となった経済価値を表すものである犠牲価値

（Sacrifice	Value）または投入価値（Input	Value）と、財貨や用益を経営

活動に投じて利用することでもたらされる経済価値を意味する効益価値

（Benefit	Value）という２つの系譜に分けられると指摘している。そし

て、人的コスト説は犠牲価値と関連が深く、人間資源説は効益価値と関連

が深いとしている。
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　佐久間（2016）は、人的資源会計には、インプットアプローチとアウト

プットアプローチの議論があるとしている。それぞれのアプローチは、以

下のとおりである。インプットアプローチは、人的資源を金銭的数値で表

現することを志向しているのに対して、アウトプットアプローチは、企業

価値や将来利益の見積もりを何らかの基準を用いて、物的、財務的、人的

資源に分離するという手続きを取るとしている。

　前述の内山（2010）は、戦略的人的資源管理論、BSC、戦略マップに関

する問題を検討する中で、経済的価値の会計的測定について、犠牲価値に

基づく測定と効益価値に基づく測定に分けられることを指摘した。その上

で、個人の経済的価値は、コストつまり犠牲価値で会計的測定が行われ、

人的組織の経済的価値については、ベネフィットつまり効益価値によって

会計的測定がされるという。そして、インタンジブルズとしての人的資源

を、個人の知識・能力・動機づけと、人的組織の知識・能力・動機づけに

分けて、個人の部分はコストに属し、人的組織の部分はベネフィットに属

しているとする。このことは、個人の持つ知識・能力・動機づけが、組織

の知識・能力・動機づけに転嫁されてはじめて、コストに基づく測定から

ベネフィットに基づく測定に代わることを意味する。さらに、個人の経済

的価値を効益価値の面から個別に把握することは、一部の職務や職位を除

いて極めて難しく、人的組織を構築するのにかかったコストを歴史的に把

握することも難しいとしている。

　人的資源会計から見た場合、人的資源管理論における従業員の位置づけ

は、アウトプットアプローチと整合性の高い人間資産説を取っていると考

えられるのに対して、人的コスト説はインプットアプローチと整合性が高

く、人事労務管理的な発想と考えられる。人的資源管理論では、人的コス

ト説との関係が深い人事労務管理は前近代的な理論と考えられているのに

対して、人間資産説との関係が深い人的資源管理論はより近代的な理論と

考えられている。

　以上の内容をもとに、課題１を挙げる。
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課題１：BSCを構築する際に、インプットアプローチを取るか、アウ

トプットアプローチを取るか、あるいは、両者を使い分けるか

　前述の Kaplan	&	Norton（2004）は、組織の成果に関わる内容を企業が

達成するには、それぞれ時間がかかることを指摘している。具体的には、

業務管理のプロセスの改善からの原価低減は短期的（６～ 12か月）な利

益をもたらし、顧客関係の向上による収益の増大は中期的（12 ～ 24か月）

な利益をもたらし、イノベーションのプロセスは、長期的（例えば、24

～ 48か月）な収益をもたらす。最後に、規制と社会のプロセスからメリッ

トを得て、企業のブランドイメージを高めるには、さらに長時間かかると

している。この点は、企業が戦略を採用する際に、業務管理やプロセスの

変更あるいは顧客関係の向上といった、製品自体や事業自体を変更しない

形での戦略を取る際には、相対的に短い期間で収益につながることを想定

する。これに対して、新製品や新サービスの開発を中心とする戦略を取る

際には、ある程度長期の期間がかかる。さらに、企業のブランドに関する

戦略を取る際には、より長期間をかけてより大きな変更や変革が必要とな

ることを想定する。

　ただし、インプットアプローチを取るかアウトプットアプローチを取る

かのどちらかに関わりなく、人的資源に関わる内容はストックとなること

に注意が必要である。伊藤・関谷（2016）は、戦略、マネジメント・コン

トロール、有形資産、企業価値の関係に関わる価値創造のメカニズムを検

討する中で、理論的フレームワークを提示している。企業価値の構築に際

しては、期首の有形資産とインタンジブルズを用いて、戦略とマネジメン

ト・コントロールに基づいて活動した結果として、期末の有形資産とイン

タンジブルズが形成されるとしている。また、インタンジブルズは、組織

資産、情報資産、人的資産、イノベーション、レピュテーションと流れる

形で形成されており、組織資産、情報資産、人的資産は学習と成長の視点

のストック、イノベーションは内部プロセスのストック、レピュテーショ
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ンは財務と顧客の視点のストック、という対応関係にあるという。インタ

ンジブルズは、企業価値へとつながっており、企業価値は、経済価値、顧

客価値、社会価値、組織価値の４つの内容の全てを追求することとしてい

る。

　以上の点から、ストックの内容については、インタンジブルズを戦略

マップの中のストックとして位置付けており、それぞれの視点によって、

ストックの内容が異なることが言える。また、企業価値に経済価値以外の

価値があることを想定するため、非財務的側面が強いインタンジブルズを

測定するにあたっては、企業価値を４つの価値の全てとする方が、高い汎

用性を持つと考えられる。企業価値を経済価値以外にも求める場合は、財

務の視点についての検討が必要かもしれない。財務の視点は、基本的には

当期の収益が中心であるが、その収益は、いわゆる財務的収益のように、

当期に金銭的価値を持つものとして計上できるものもあれば、次期あるい

はそれ以降に金銭的価値を持つものもある。財務の視点は企業価値の多く

の部分のうち、当期に生じた内容のみとし、その他の内容は、財務の視点

以外の視点のところでストックとして温存されており、金銭的価値に転嫁

された時に、財務の視点として現れると考えられる。

　次に、戦略的人的資源管理論や BSC のモデルの限界を指摘した研究に

ついてである。この点については、戦略的人的資源管理論や BSC ／戦略

マップで示されるモデルの限界と新たな研究課題について、２つの点から

指摘した研究がある23)。

　具体的には、第１に、戦略的人的資源管理論や BSC ／戦略マップが示

すモデルが置くフレームワークに伴う課題である。この点は、さらに３つ

の視点から検討されている。１つ目は、人的資源が戦略からトップダウン

的、受動的、後追い的に管理されるという限界があること、２つ目は、人

的資源管理の活動領域が能力開発や動機づけに限定しており、また、人的

	  23）	内山（2010）
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資源管理の最終的な目的も、経済的、財務的なものに限定されているこ

と、３つ目は、人的資源管理の議論が極めて制度志向的であるため、日々

の環境の変化に対する柔軟性や対応力の低下につながること、である。

　第２に、戦略的人的資源管理論、BSC ／戦略マップが示すモデルのフ

レームワークを包摂した、新たなモデルへの課題である。この点は、さら

に３つの視点から検討されている。１つ目は、戦略的人的資源管理論や

BSC ／戦略マップへの創発戦略をどのように位置付けるか、２つ目は、

経営環境を変えるような戦略をどのように捉えるか、３つ目は、人的資源

に関する投資のコスト・ベネフィット分析のための計算構造の構築につい

て、モデルの検討の中で行われるべきこと、である。

　以上の点を見てみると、戦略的人的資源管理論や BSC ／戦略マップの

議論は、計画を重視する計画戦略学派に近い内容に見えることと関連す

る。経営戦略に基づいて人的資源の配置や開発等がなされ、個々の従業員

は経営戦略をより具体的な内容に分割した職務を遂行するという図式であ

る。それゆえ、ボトムアップの創発戦略が困難になったり、経営戦略その

ものを変化させる必要がある際に対応しにくいという問題点を抱えてい

る。ただし、戦略マップは、ダブル・ループ学習を行う中で、戦略マップ

自体を修正したり変化させたりすることができる。戦略マップを修正した

り変化させたりすることは、ダブル・ループ学習を志向できることにつな

がり、BSC ／戦略マップは、経営戦略そのものの修正や変化にも対応で

きる。まとめると、戦略マップを実際に遂行する時点では、戦略計画学派

の内容に近く、戦略マップを見直す時点では、創発戦略学派の内容に近い

のである。

　ダブル・ループ学習や創発戦略と管理会計との関係については、吉田

（2007）は、不確実性の高い競争環境下で、マネジメント・コントロー

ル・システムを用いることによって、従業員の組織行動へどのような影響

をもたらすかを検討している。この中で、診断コントロールは、KPI（	

重要業績指標：Key	Performance	Indicator）と KSF（重要成功要因：	
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Key	Success	Factors）を通じて、監督と目標達成への報酬を与える管理

に用いられる、としている。この方法は、計画された戦略を確実に遂行す

ることには適しているが、新戦略の創発や機会探索の弊害になってしま

う。このため、マネジャーが直接、定期的に部下の意思決定行動に関わる

部下の注意を、現在の戦略の不確実性に向けさせ、機会探索と学習を促進

するために用いる、インターラクティブ・コントロールが重要であると指

摘している。また、財務情報だけでなく、非財務・管理会計情報の適切な

活用が必要であるとした。これらの内容は、トップ経営層のみならず、ミ

ドル・マネジメントの戦略行動によって、企業の業績を向上させることを

意図している。ミドル・マネジメントがイノベーションを起こしたり、戦

略的な行動をする主体となり得る点は、ミドルの革新行動に関する検討の

中でも指摘されている（ex.	金井，1991）。この議論は、ミドルが革新的

な行動をしたり、イノベーションに関わる行動をすることによって、創発

戦略が生じる条件として、ミドル・マネジメントの戦略行動があることを

示している。つまり、ミドル・マネジメントが自ら戦略的に行動し、その

中で新しい戦略の種となるようなイノベーションが生まれる際に、新戦略

や機会探索という側面が見えてくることになる。

　さらに、人的資源管理が想定する従業員の職務自体との関係について、

守島（2011）は、従業員が行う職務について、課題処理、知識創造、不確

実性への対応という３つのタイプを指摘している。第１の課題処理の職務

は、既存の知識を応用して、どの選択肢を適用すれば目標達成が可能かを

考えることである。選択肢の中から意思決定をして業務活動を行うのに、

今ある知識を応用して、多くの選択肢の中から特定の選択肢を適用するこ

とである。第２の知識創造の職務は、第１の課題処理とは対照的に、課題

そのものを発見したり、目標を自ら設定することで、企業に貢献すること

が想定されている。知識や情報の組み合わせを変えることで創造性を生み

出し、このことがイノベーションにつながる。第３の不確実性への対応の

職務は、課題処理と知識創造の中間の位置付けである。このタイプは、選
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択肢や達成されるべき目標が完全に設定されておらず、ある程度の課題の

内容や選択肢に関する「翻訳」が必要である。このような状況の下で、従

業員は類推や推論をしながら問題を解決することになる。

　この研究は、これまでの人的資源管理研究では、課題処理型の研究が中

心に行われてきたことを問題視している。ただし、組織における管理の際

には、変化や不確実性への対応が重要視されることは多い。例えば、小池

（2005）の知的熟練に関する研究は、この種の内容に言及している。人間

の知識創造的な活動を効果的に行える人材を提供することで、イノベー

ションを生み出すことについては、野中・竹内（1996）の知識創造に関す

る研究の中で議論されている。

　経営学において、管理者の能力について検討した古典的な議論に、

Katz（1955）の研究がある。Katz は、従業員のスキルを以下の３つと捉

え、組織の階層が上がるにつれて、これら３つのスキルの重要度が変化す

ることを指摘した。１つ目は、テクニカルスキルであり、職務の遂行を支

える手順やスキル、内容的知識に属している。特に、組織のより下位の階

層で有用なスキルである。２つ目は、ヒューマンスキルであり、対人処理

能力を用いて職務を行うスキルである。このスキルは、組織のどの階層で

も重要なスキルである。３つ目は、コンセプチュアルスキルであり、問題

を発見し、創造的解決を行うスキルである。特に、組織のより上位の階層

で有用なスキルである。

　前述の伊藤（2014）は、インタンジブルズ・マネジメントと経営戦略と

の関連性を指摘した。この研究は、インタンジブルズ・マネジメントの構

築目的について、３つのアプローチに区分している。１つ目は、戦略目標

アプローチである。このアプローチは、課題が既にはっきりしていて、そ

の課題を解決する戦略目標も既に判明している場合である。課題となって

いる戦略目標を達成する際には、既に明らかになっているインタンジブル

ズを利用するアプローチである。２つ目は、戦略実行アプローチである。

このアプローチは、戦略としての課題がある程度明らかな場合に当てはま
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る。このアプローチには、その戦略の課題を解決するための戦略目標が

はっきりしていない場合から、戦略の課題をある程度は仮定できるが、課

題解決のための戦略目標やそれらの因果関係が不明な場合まで、不確実性

にいろいろな範囲がある。したがって、どのようなインタンジブルズのマ

ネジメントが効果的か不明であり、仮説を持ってインタンジブルズの構築

を行う必要がある。３つ目は、戦略策定アプローチである。このアプロー

チは、戦略課題そのものが不明な場合である。課題が不明ということは、

課題解決のための戦略目標やそれらの因果関係も不明であり、どんなイン

タンジブルズを構築すべきかも不明な場合である。

　以上の内容からそれぞれの議論の関係を見てみると、以下のようにな

る。課題処理の職務は、戦略目標アプローチに近く、この内容を処理でき

るスキルは、テクニカルスキルに近い。不確実性への対応の職務は、戦略

実行アプローチに近く、この内容を処理できるスキルは、テクニカルスキ

ルとヒューマンスキルに近い。知識創造の職務は、戦略策定アプローチに

近く、この内容を処理できるスキルは、コンセプチュアルスキルに近い。

知識創造の職務とコンセプチュアルスキルとの関係について、直接指摘し

た研究ではないものの、以下の研究がある。楠見（2009）は、知識創造と

の関連が深い SECI モデル24) の検討に、前述の Katz のスキルを用いてい

る。この研究では、コンセプチュアルスキルは、批判的思考を持って知識

変換を行うことで醸成されるとしている。批判的思考とは、自分の推論過

程を意識的に吟味する反省的な思考であり、何を信じ、主張し、行動する

かの決定に焦点を当てる思考（Ennis,	1987）のことを指し、物事に対する

反省的な思考のことを指す。その意味で、戦略策定アプローチのように、

戦略課題そのものが不明な場合には、これまでの常識から離れて新しい戦

略を策定するという、これまでの企業内での論理に対して批判的な態度を

持つ必要があり、ダブル・ループ学習も必要となる。

	  24）	 ex. 野中・竹内（1996）p.	93.
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　以上の内容をもとに、課題２を挙げる。

課題２　組織にとって必要な人材の能力は、戦略との関係によって、そ

の内容が異なる。

　課題１の議論との関係も踏まえると、既存の製品やサービスの改良やそ

れに伴う顧客関係の向上に関わる際には、劇的な変化を伴なうイノベー

ションは要求されないため、例えば、戦略目標アプローチや戦略実行アプ

ローチ、または、課題遂行や不確実性への対応といった職務、さらには、

テクニカルスキルやヒューマンスキルが重要となる。これに対して、イノ

ベーションによって従来とは異なる製品やサービスを生み出す際には、こ

れまでの戦略とは異なる戦略に切り替わる可能性も想定されるため、戦略

策定アプローチ、知識創造の職務、コンセプチュアルスキルが重要にな

る。BSC と戦略マップとの関係から言えば、短期あるいは中期の収益を

見込む場合は、BSC の内部プロセスの視点や顧客の視点の重要成功要因

以下の内容を変化させることで、財務の視点に影響を与える。したがっ

て、PDCA サイクルの中での修正が主要な内容となり、相対的にはシン

グル・ループ学習が求められる。これに対して、長期の収益を考える際に

は、戦略マップ自体の変更も考慮する必要がある。このため、戦略マップ

全体の見直しを行うような、ダブル・ループ学習が必要である。

　最後の課題は、健康経営との関係である。プレゼンティーイズムとアブ

センティーイズムという２つの点を考慮することが、従業員の健康を考え

る際に重要であることを既に指摘した。ただし、プレゼンティーイズムの

損失コストの方がより大きいため、医療費に影響を与えるアブセンティー

イズムよりも、生産性に影響を与えるプレゼンティーイズムの方が大きな

割合となる。プレゼンティーイズムは、健康上の問題によって従業員が持

つ能力が発揮できないことから生じるものであり、うつ病などに代表され

るメンタルヘルス不全によって引き起こされることを指摘した。この点を



－67－

岩　田　一　哲

信州大学経法論集　第11号

BSC との関連から見てみると、どちらかと言えば、医療費に影響を与え

るアブセンティーイズムは、費用として計上できるために人件費に該当す

る考え方であり、プレゼンティーイズムは、費用として計上できないため

に従業員を資産として考えることにつながる。プレゼンティーイズムが生

じる原因について検討した研究からは、代替要員がいない、職務に必要な

資源が得られない、葛藤する要求の状態である、職務をコントロールでき

ない、時間的なプレッシャーがあるといった要因と関連することを既に指

摘した。これらの要因は、ストレス研究におけるストレッサーに類似の内

容である25)。企業が行った施策が個人の成果につながる経路について検討

した前述の Oʼ	Donnell（2000）の検討から、企業が行った施策が、組織風

土や組織の雰囲気を向上させることで従業員のモチベーションを高めて、

個人の成果につながる経路、従業員自身の能力や欲求を高めることで、個

人の成果につながる経路、従業員自身の能力や欲求を高めることで、従業

員の健康状態が向上し、結果として個人の成果が上がる経路の３つが指摘

されている。このことは、モチベーション、組織風土、従業員の健康の３

つの要因によって、企業の行った施策が個人の成果につながることを意味

する。このため、プレゼンティーイズムの予防には、ストレッサーの軽

減、モチベーションの向上、組織風土の改善の３つの要因が重要であり、

この３つの要因を改善することによって、個人の成果につながる。以上の

点を踏まえて、課題として以下の内容を提示する。

課題３　健康経営を促進するためには、プレゼンティーイズムへの対応

が重要であり、この対応によって個人の成果を増大させるに

は、ストレッサーの軽減、モチベーションの向上、組織風土の

改善の要件が必要となる。

	  25）	岩田（2018）の中で、ストレッサーの内容について、より詳細に記述している。
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4-2. 健康 BSC における戦略マップの提示

　本稿の最終目的は、健康 BSC に関わる戦略マップを提示することであ

る。そこで、本節は、健康 BSC に関わる戦略マップについて、その内容

を提示したい。まず、健康経営と BSC との関連を考える上で、既に提示

されている３つの研究や指標を参考にしながら、その内容を検討したい。

　１つ目は、志村（2008a；2008b）の研究である。この研究では、健康

管理会計に焦点を合わせた戦略マップを作成している。財務の視点は生産

性の向上、顧客の視点は納期の厳守、内部業務プロセスの視点はサイクル

タイムの短縮と作業効率の向上、学習・成長の視点はメンタルヘルスケア

の取組みを提示している。特に、学習・成長の視点におけるメンタルヘル

スケアの取組みについては、戦略目標が、働きやすい職場環境や従業員満

足という戦略テーマの一部になると指摘しており26)、従業員の健康を学

習・成長の視点に入れることによって、健康管理会計に則した戦略マップ

を作成している。この研究は、健康経営との関係は深いものの、課題３で

挙げたプレゼンティーイズムとアブセンティーイズムについての記載がな

かったり、内部業務プロセスの視点では、生産性向上に関わる内容は提示

されているものの、イノベーションに関連する内容が提示されていないこ

と、さらには、財務の視点が生産性の向上であるため、工場内の管理方法

を見据えて検討されていると考えられる。

　２つ目は、経済産業省が推進する『健康管理会計ガイドライン』であ

る。このガイドラインの中で、健康経営について、以下のように指摘して

いる27)。

健康経営は「従業員等の健康の保持・増進の取組が、将来的に収益性

等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考

え、戦略的に実践すること。」である。企業等にとって、「健康経営」

	  26）	志村（2008b）p.	5.
	  27）	経済産業省　商務・サービスグループヘルスケア産業課（2020）p.	2.
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という考えに基づき従業員等の健康の保持・増進を行うことは、労働

生産性の向上、企業等のイメージの向上、さらには医療費の適正化等

につながることであり、こうした取組に必要な経費は単なる「コス

ト」ではなく、将来に向けた「投資」であると捉えられる。

　このガイドラインは、コストと投資という２つの内容を指摘しており、

課題１のインプットアプローチとアウトプットアプローチの両者に注意が

払われている。また、健康経営の取組みに関する概念図が示されており、

この概念図は、以下の点にまとめられる。健康理念を立て、それに伴った

健康経営戦略が立案され、この健康経営戦略に基づいた計画立案がなされ

る。ここが PDCA のＰ（計画）の部分に当たる。この計画に連動して、

外注費、減価償却費、人件費、その他の経費からなる健康投資を行い、フ

ローとしての健康投資効果と、ストックとしての経営資源を生み出す。こ

こが D（実行）に当たる。そして、フローとストックの２つの内容から生

じる取組みの進捗状況を分析する。ここがＣ（評価）であり、この評価か

ら、必要に応じた見直しが行われ、計画立案に戻される。ここでの見直し

の部分が、Ａ（改善）に当たる。さらに、健康経営によって経営課題や健

康課題が解決されると、経済効果として企業価値と社会的価値が生み出さ

れるという図式である。就業関連指標には、プレゼンティーイズムとアブ

センティーイズムが入っているため、課題３にも対応している。この概念

図は PDCA を意識しており、課題の１と３を包摂した内容となっている。

ただし、課題２については、戦略との連動は指摘されているものの、その

戦略が変化する際にこの概念図がどのように変化するのか、また、経営戦

略が変化する際の従業員自身の創発的な行動は組み入れられていないと考

えられる。イノベーションや革新に関する記述はなく、その意味では、経

営戦略の変化よりは、策定された戦略に基づいた管理に重点が置かれてい

る。

　３つ目は、川上（2019）の研究である。ここでは、ポジティブメンタル
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ヘルスに注目し、BSC を用いて企業経営に生かすべく、その内容を検討

している。この分析は、従業員のポジティブメンタルヘルスを出発点と

し、ここに従業員のいきいきを提示し、従業員のいきいきが学習と成長の

視点におけるチームワークとフォローやモチベーションにつながることを

指摘している。チームワークとフォローやモチベーションの高い従業員の

行動によって、社内プロセスの視点であるミスの減少、実稼働時間の増

加、工夫や改善につながり、顧客のクレームの減少や顧客満足度の向上に

つながる。そして、顧客のクレームの減少や顧客満足度の向上が既存顧客

の獲得や新規顧客の獲得につながる過程として顧客の視点があり、最終的

に、財務・組織目標の視点における収益の増加につながっている。

　この分析は、従業員のいきいきの部分でポジティブメンタルヘルスの内

容が指摘されている。ポジティブメンタルヘルスは、ポジティブな気分、

ワーク・エンゲージメント、意義とやりがい、目標と達成からなる概念

で、生産性や従業員満足度の向上と、企業理念の実現に影響を与えるもの

と考えられている。そして、ポジティブメンタルヘルスを支える要因とし

て、前向きな捉え方、自己コントロール力、人間関係力、やれる感じと

いった内容が提示されており、課題２で問題とされる能力の部分や、内発

的動機づけの部分も含まれている。さらに、生産性の喪失につながるスト

レス反応などのネガティブメンタルヘルスを抑制することによって、マイ

ナスをゼロにするものとしているのに対して、ポジティブメンタルヘルス

はゼロをプラスにするという表現で示している。この内容は、メンタルヘ

ルスの内容がプレゼンティーイズムとの深い関わりを持っているため、課

題３にも対応している。社内プロセスの視点については、ミスの減少や実

稼働時間の増加といった戦略目標だけでなく、工夫や改善という戦略目標

があり、これが新規顧客の獲得にもつながっている。その意味で、戦略

マップの方向性の１つである、戦略マップの修正による創発戦略への対応

まではいかないまでも、少なくとも現状を変化させることも含まれてい

る。ただし、課題１の言及は不十分である。この点は、この研究がアウト
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プットアプローチを取っている可能性が高いため、不十分というよりも、

アウトプットアプローチが結果的に採用されていると考えられる。

　以上、健康経営と BSC との関係についての諸研究を見てきたが、どの

研究も課題の全てを満たすものではなかった。そこで、本節では、独自の

戦略マップを提示することにより、この３つの課題全てに対応し得る内容

を探索したい。

　川上（2014；2019）の作成した戦略マップを参考にして、前述した課題

を考慮して作成した戦略マップは、以下の内容である（図１）。

　図１の特徴は、以下の３点である。

　第１に、従来の戦略マップに、新たにメンタルヘルスの視点を加えるこ

とによって、健康 BSC としての位置付けを強調した点である。本稿で提

示する戦略マップは、財務の視点、顧客の視点、社内プロセスの視点、学

習と成長の視点、メンタルヘルスの視点の５つの視点から構成される内容

図１．健康 BSC における戦略マップ（川上，2019，p.	97を参考にして作成）
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である。

　第２に、財務の視点、顧客の視点、社内プロセスの視点について、長期

の視点と短期の視点を導入した点である。この点については、前述の

Kaplan	&	Norton（2004）は、業務管理のプロセスの改善からの原価低減

は短期的な利益をもたらし、顧客関係の向上による収益の増大は中期的な

利益をもたらし、イノベーションの創出のプロセスは、長期的な収益をも

たらす、としている。この点は、企業経営の中で何を重視するかによっ

て、収益に結び付く時間が異なることを意味する。業務管理のプロセスの

改善や顧客関係の向上のような、製品自体や事業自体の変更を取らない形

での戦略を取る際には、相対的に短い期間で収益につながることを想定す

る。これに対して、イノベーションの創出を含むような戦略を取る際に

は、相対的に長い期間で収益につながることを想定する。また、学習と成

長の視点とメンタルヘルスの視点は、短期と長期の間に仕切りがされてい

ないが、この２つの視点は長期の視点であると考えられる。この理由は、

健康経営が中長期的な企業価値の創造を指摘しているためであり、健康に

関わる部分と、学習と成長に関わる部分は、長期的な視点とする。

　第３に、長期の財務の視点は空欄とし、その代わりに、各視点の中に長

期の視点に関わる内容がストックされているとした。この理由は、前節の

議論の中で、非財務的業績については、ストックという概念を用いて説明

されているためである。伊藤・関谷（2016）は、レピュテーションは財務

と顧客の視点のストック、イノベーションは内部プロセスのストック、人

的資産、情報資産、組織資産は学習と成長のストックという対応関係と

なっていることを指摘している。本稿は、非財務的業績は各視点にストッ

クとして埋め込まれているとし、各視点の長期の部分に埋め込まれたス

トックが、収益の増加という形で財務的業績につながれば、業績として把

握できると考える。

　以上の特徴をもとに、それぞれの視点について、より詳細に検討する。

　財務の視点は、収益の増加を戦略目標に置いた。収益の増加は経済価値
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に焦点を合わせており、財務的指標によって計測できる内容であるため

に、短期の視点に置いた。長期の視点については、各視点からのストック

が蓄積されていて、これが、収益という形で転嫁されて初めて、収益の増

加に貢献することとなる。したがって、財務の視点の長期の視点には、戦

略目標を入れていない。財務の視点と顧客の視点の間には、既存・新規顧

客の獲得と、顧客の継続的購買の２つの戦略目標を入れた。既存・新規顧

客の獲得も、顧客の継続的購買も、顧客がその時に購買するか、継続して

購買するかの違いはあるものの、購買という点では財務的指標によって測

定できるため、財務の視点の収益の増加に貢献する。ただし、既存・新規

顧客の獲得は当期に生じるが、顧客の継続的購買は、顧客の長期的な行動

であるため、顧客価値の増大に関わる。したがって、顧客の視点は、短期

的視点として既存・新規顧客の獲得を、長期的視点として顧客の継続的購

買を当てることとした。財務の視点と顧客の視点の間に、既存・新規顧客

の獲得と、顧客の継続的購買の２つを入れた理由は、顧客の視点から財務

の視点に移る際に、非財務的業績から財務的業績へ移ることをイメージす

るためである。

　顧客の視点は、クレーム減少や顧客満足度の向上と、顧客ロイヤリティ

の獲得という戦略目標からなる。クレーム減少や顧客満足度の向上は、ど

ちらかと言えば、現在の製品やサービスの向上に関連が深い内容であり、

顧客ロイヤリティの獲得は、製品やサービス以外だけでなく、企業のレ

ピュテーションなどを含めた、より広範な内容に関連が深い。Heskett,	

Sasser	&	Schlesinger（2003）は、顧客満足度と顧客ロイヤルティの違い

について、短期的には顧客がその企業に対して満足していても、価格には

反応してしまうため、顧客満足と顧客ロイヤルティは一致していないと指

摘する。顧客満足度は価格によって左右される可能性が高いために、短期

の視点に組み入れた。これに対して、顧客ロイヤルティは、相対的に価格

によって左右される可能性が少ないため、長期の視点に組み入れた。

　社内プロセスの視点は、ミスの減少と実稼働時間の増加、ならびに、イ
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ノベーションの創出という戦略目標を置いた。ミスの減少や実稼働時間の

増加は、短期の視点とした。この理由は、ミスの減少や実稼働時間の増加

は、短期的な利益の増加に貢献する業務管理のプロセスの改善からの原価

低減との関連が深いためである。また、顧客の視点の中のクレーム減少や

顧客満足度の向上という戦略目標へのつながりが深い。もちろん、ミスの

減少や実稼働時間の増加によって、顧客ロイヤリティの獲得にもつながる

場合があるが、相対的には、短期の視点となると考えた。イノベーション

の創出は、長期の視点とした。この理由は、イノベーションのプロセス

は、長期的な収益をもたらすためである。イノベーションの創出によって

顧客満足が向上することもあり得るが、相対的には、長期の視点とした。

社内プロセスの視点は、従業員が実際に職務を遂行することと関連が深

い。そのため、前述の守島（2011）の言う３つの職務である、課題処理、

不確実性への対応、知識創造との関連を指摘する。課題処理の職務は、既

存の知識を応用して、多くの選択肢の中から特定の選択肢を適用すること

に関わる。知識創造の職務は、知識や情報の組み合わせを変えて創造性を

生み出すことを重視し、イノベーションとの関わりが深い。不確実性への

対応の職務は、課題処理と知識創造の中間の位置付けであり、従業員は類

推や推論をしながら問題を解決することと関わりが深い。この３つの職務

と社内プロセスの視点との関連を見てみると、課題処理の職務や不確実性

への対応の職務は、職務内容がある程度決まっている、あるいは、何らか

の修正が必要な職務である。したがって、ミスの減少や実稼働時間の増加

の戦略目標と関連が深い。これに対して、知識創造の職務は、イノベー

ションや創造性に関わる内容のため、イノベーションの戦略目標との関連

が深い。

　学習と成長の視点は、モチベーションの向上、チームワークとフォロー

の向上を戦略目標とした。モチベーションの向上には、外発的動機づけと

内発的動機づけを入れた。この理由は、短期の業績向上を考える場合は、

外発的動機づけとの関連が深い業績評価制度との結びつきを強めるが、長
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期の業績向上を考える際には、内発的動機づけの向上からイノベーション

の創出へのメカニズムを導入すべきという点に関わる。外発的動機づけは

短期の視点へのつながり、つまり、当該戦略の遂行に従業員を向かわせる

要因であり、社内プロセスの視点のミスの減少や実稼働時間という戦略目

標へつながる。これに対して、内発的動機づけは長期の視点へのつなが

り、つまり、イノベーションを介した、戦略自体の変更もあり得る要因で

ある。したがって、社内プロセスの視点におけるイノベーションの創出と

いう戦略目標につながる。チームワークとフォローの向上は、前述の小池

（2005）の知的熟練の議論の中で、組織における管理の際には、変化や不

確実性への対応が重要視されるとしている点に関連する。この議論は、ブ

ルーカラーの技能形成に注目しており、チームでの作業の中で、チームメ

ンバー同士のコミュニケーションによって、技能が形成される点を重視し

ている。また、変化や不確実性への対応が重視されているため、社内プロ

セスの視点におけるミスの減少や実稼働時間の増加に影響する。

　メンタルヘルスの視点は、ストレス削減と能力・スキルの向上の２つの

戦略目標を置いた。ストレス削減の戦略目標は、プレゼンティーイズムの

原因となり得るストレッサーの削減を含め、ネガティブメンタルヘルスの

側面も考慮した。ストレスが蓄積された結果、欠勤や病欠あるいは休職と

なると、療養給付、傷害補償、労働災害補償、有給病気休暇などの形で財

務的損失が生じる。ただし、ストレスが削減されて復職等の結果になった

場合は、病欠や休職に関わる財務的損失がなくなるため、結果的に短期の

視点にある収益の増加に間接的につながることとなる。ストレス削減は、

チームワークとフォローの向上にも、モチベーションの向上にも影響を与

える。ストレスが削減されることによって、組織内の人間関係が円滑にな

り、このことが、チームワークとフォローの向上につながる。また、スト

レスの削減は、精神的健康の状態をもたらすため、モチベーション向上に

資することになる。能力・スキルの向上の戦略目標については、Katz

（1955）の３つのスキルを利用することをイメージする。３つのスキルと
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は、職務の遂行を支える手順やスキルであるテクニカルスキル、対人処理

能力を用いて職務を行うスキルであるヒューマンスキル、問題を発見し、

創造的解決を行うスキルであるコンセプチュアルスキルである。テクニカ

ルスキルが向上すれば、職務がより遂行しやすくなるため、モチベーショ

ンの向上につながる。また、チームで職務を遂行している場合は、職務が

うまくできることによって、チームメンバーから信頼されたり、職務がう

まく遂行できない従業員のフォローもできるようになる。ヒューマンスキ

ルが向上すれば、チームワークとフォローに対応した能力が身につけられ

るため、チームワークとフォローがより容易にできるようになる。コンセ

プチュアルスキルが向上すれば、問題発見や創造的な課題解決が容易にで

きるようになるため、内発的動機づけを介して、イノベーションの向上に

資することとなる。

　続いて、それぞれの課題とその対応について、より詳細に検討したい。

　まず、課題１との関連である。課題１は、BSC を構築する際に、イン

プットアプローチを取るか、アウトプットアプローチを取るか、あるい

は、両者を使い分けるか、という点であった。この点に対して、図１は、

財務の視点、顧客の視点、そして、社内プロセスの視点に、長期の視点と

短期の視点を設けた。短期の視点は、経済価値を中心とした金銭的価値を

意識しており、財務的指標によって計測可能、あるいは、財務的指標に関

連が深い内容をイメージする。長期の視点は、顧客価値、社会価値、組織

価値を中心とする非金銭的価値を意識しており、非財務的指標によって把

握する内容をイメージする。その意味では、図１はインプットアプローチ

とアウトプットアプローチの使い分けとなる。本稿は、人的資源管理論と

の関連で検討することと、BSC の持つ戦略性を検討することの両者から

のアプローチを考えているため、財務的業績と非財務的業績の両者に対応

している。

　次に、課題２との関連である。課題２は、組織にとって必要な人材の能

力は、戦略との関係によって、その内容が異なる、であった。この点につ



－77－

岩　田　一　哲

信州大学経法論集　第11号

いても、課題１と同じく、短期と長期に視点を分類したことで検討でき

る。能力・スキルの向上の戦略目標については、テクニカルスキルは、ミ

スの減少と実稼働時間の増加との関連が深く、短期的な業績に関連が深い

ため、短期の視点に対応する能力である。コンセプチュアルスキルは、イ

ノベーションとの関連が深く、長期的な業績に関連が深いため、長期の視

点に対応する能力である。ヒューマンスキルはミスの減少と実稼働時間の

増加にも、イノベーションにも影響を与える能力であるために、短期と長

期の両者の視点に対応する能力である。また、図１と戦略的人的資源管理

論との関係では、コンフィギュレーション・アプローチを取っている。短

期の視点にコンティンジェンシー・アプローチを、長期の視点にベストプ

ラクティス・アプローチを当てることで、全体としてコンフィギュレー

ション・アプローチを取る。テクニカルスキルは下位の管理者に、コンセ

プチュアルスキルは上位の管理者に特徴的なスキルであるが、経営戦略が

変化した場合に、これらのスキルをどのように企業内に保持するかが課題

となる。能力・スキルの向上の戦略目標は、長期の視点に位置付けている

ため、従業員は企業内でその能力を身につけることになる。ただし、新し

い能力を身につけるには時間がかかるため、従業員が能力を身につけるま

での時間は長期となる。長期の視点で考える場合は、ベストプラクティ

ス・アプローチを取ることになる。ベストプラクティス・アプローチは、

従業員がコミットメントを高めることで人材が長期的に企業内に保持さ

れ、その人材が教育・訓練を受けることで戦略的に人材を展開できること

を特徴とする。したがって、戦略変化が生じた際にも、従業員の高いコ

ミットメント28) によって、長期の訓練を受け、戦略変化に対応できる能

力を身につけることとなる。ただし、戦略変化に対して従業員の能力・ス

キルで対応できない場合、あるいは、対応するための能力を身につけるま

での時間がかかるために、短期の企業業績を下げてしまい、この影響に対

	  28）	従業員を企業参画者として認め、戦略目標を従業員の目標に内在化し、効率的な従業
員行動を導かせること（ex. Beer, 1984）
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する企業側の余力がない場合は、中途採用等によって、見直された戦略に

適合した従業員を雇用することで対応する。ここはコンティンジェン

シー・アプローチの部分となり、短期の視点となる。また、組織の方向性

と一定の距離を置いた人材をあらかじめ組織に保持しておく、つまり、現

在の戦略とは異なる人材も一定数保持しておき、戦略変化に備えるという

方法も考えられる。

　最後に、課題３との関連である。課題３は、健康経営を促進するために

は、プレゼンティーイズムへの対応が重要であり、この対応によって個人

の成果を増大させるには、ストレッサーの軽減、モチベーションの向上、

組織風土の改善の要件が必要となる、であった。この点については、プレ

ゼンティーイズムに対応して、ストレス削減を導入した。また、プレゼン

ティーイズムが生産性の低下につながるとの指摘があることから、従業員

の能力・スキルを高めることにより、生産性の低下を避けられるとも考え

た。メンタルヘルスの視点の中にストレス削減を提示して、ストレッサー

の軽減に努め、モチベーションの向上と組織風土の改善の要件は、学習と

成長の視点のモチベーションの向上と、チームワークとフォローの向上の

戦略目標で対応した。チームワークとフォローの向上の戦略目標は、組織

風土の改善の関連要因であり、組織価値を形成する要因である。前述のよ

うに、モチベーションの向上の戦略目標は、外発的動機づけと内発的動機

づけの両者を包含する。外発的動機づけは、目標管理を中心とする個人の

成果の評価との関係の深い、短期の財務的指標や経済価値と連動してお

り、内発的動機づけは、非財務的指標や、顧客価値、社会価値とつながり

が深く、イノベーションとのつながりも深い。その意味では、イノベー

ションを創出する要因として内発的動機づけを組み入れ、個人の成果の評

価を介した戦略への適応を促す要因として外発的動機づけを組み入れた。

おわりに

　本稿は、健康経営を BSC によって評価するための方法について検討した。
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この過程で、インタンジブルズ、戦略的人的資源管理、BSC の関連も含め

て検討し、３つの課題を提示した。そして、この３つの課題を満たすため

に、健康 BSC に関わる戦略マップを導出した。

　ただし、本稿には下記の課題が残されている。

　１つ目は、図１における矢印を双方向にした点である。一般的に戦略マッ

プは、矢印を１方向にすることが多い。ただし、Kaplan	&	Norton（1996）

は、視点間の方向は双方向としており、本稿はこの研究に準拠して双方向の

矢印とした。また、矢印は各視点の項目からではなく、全体で示した。これ

は、戦略目標間の関連がそれぞれで生じているためである。個々の企業ある

いは組織において図１を援用する際には、戦略目標間の関連がどのような矢

印になるかについて、再検討が必要となる。

　２つ目は、従業員の志向と能力についてである。経営学の分野では、従業

員が所属する組織への忠誠を尽くす、つまり、組織と一体となることが、本

当に企業にとって良い結果をもたらすのかについて議論されている。例え

ば、終身雇用、年功序列、企業別労働組合に代表される日本的雇用慣行を背

景とした従業員は、特定企業の中だけで有効な知識や能力が醸成されるとい

う企業特殊的技能を蓄積しているという議論がある。企業特殊的技能は、企

業内の職務に連動した技能やスキルが習得されるため、企業内の従業員がベ

ネフィットをもたらす可能性が高いと考えられる。つまり、人的組織に対応

しやすい技能やスキルになる可能性がある。しかし、この議論は、戦略マッ

プが想定する戦略変化に対応する能力となった場合はどうであろうか。知的

熟練の議論に関連して、企業特殊的技能は、課題処理と不確実性や変化への

対応の職務遂行によって習得されると考えられる。これに対して、戦略変化

によって、新しい職務遂行の方法に変える必要がある際には、課題処理や不

確実性の変化への対応といった現状の修正に近い、言い換えると、テクニカ

ルスキルやヒューマンスキルだけでは対応できないかもしれない。新しい職

務遂行の方法に変える必要がある際は、知識創造に関する職務への対応に

よってダブル・ループ学習を行い、コンセプチュアルスキルを身につけるこ
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とによって対応できると考えられる。ただし、知識創造の議論やダブル・

ループ学習の議論は、既存の価値観そのものを疑い、新しい考え方や行動の

枠組みを取り込む必要があるため、組織内のキャリアだけでは対応できない

可能性もある。したがって、本稿は、従業員の能力は、組織内外のキャリア

を通じて形成されることに注目すべきと考え、組織と一定の距離を置いた志

向を持った方が、戦略変化に対応するための能力であるコンセプチュアルス

キルが身につきやすいと考えられる。例えば、太田（1993）の言う、間接的

統合を志向する従業員の方が、変化への適応能力は高いと考えられる。
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