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幾つかの企業が事業承継危機に直面している。理由の一つは、事業承継に対する
経営者の認識が不十分であり、計画立案ノウハウが不足している点にある。しかし
ながら、経営者が単独で認識し計画を立案することは、立場的にもノウハウ的にも
難しい。そこで、富士通総研（FRI）では、経営者、後継者のパートナーとして、事
業承継支援コンサルティングを提供している。その特色はJQA（※）の経営革新の考え
方を適用した点にある。これにより、経営者は容易に事業承継計画を立案でき、後
継者は容易に今後の方向性を策定できることを実現している。本稿では、オーナー
経営企業での事例を通して、JQAの知恵を応用した事業承継ノウハウを紹介する。

※JQAとは本来、日本経営品質賞（Japan Quality Awardの略）を指すが、ここでは経営品質向上プ
ログラムを指す。
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ま　え　が　き

幾つかの企業が、事業承継危機に直面している。
事業承継の失敗により、業績が悪化したり、社内
紛争が発生したり、倒産に至ったりする企業が生
じている。事業承継危機の状況を踏まえ、国家と
しても平成20年5月にオーナー経営企業を対象と
した「経営承継円滑化法」を成立させ、対策を急い
でいる。本稿では、事業承継とは、現経営者が次
世代の経営者となる後継者を選択し、事業を承継
することとする。

FRIでは、こうした状況に対し、JQAの経営
革新の考え方を適用した事業承継支援コンサル
ティングを実施している。JQA（Japan Quality 
Awardの略、以下JQA）とは、「卓越した経営」を
している組織を表彰する制度（日本経営品質賞）で
あるが、ここでは経営革新のフレームワークとし
ての側面に着目した経営品質向上プログラムを指
す。本稿では、最初に事業承継における問題点を
明らかにし、次に本コンサルティングの特徴に触
れ、最後に適用事例をSTEP1：経営者に対する事
業承継支援と、STEP2：後継者に対する経営規範
策定支援に分けて紹介する。尚、今回は、オーナー
経営企業の事例を紹介するが、本コンサルティン
グは、非オーナー経営企業にも十分に適用可能で
あると考えている。

事業承継における問題点

最初に、事業承継における問題点を3点で整理 
する。
• 経営者の事業承継の準備に対する認識が不十分
オーナー経営企業の経営者は高齢化している。
一方で男性の生存率は60歳を越えたあたりから、
大きく下降し始める。しかし、経営者の多くは、
①まだまだ現役のつもりでいる、②影響力を手放
したくない、方が多く、また、③「引退」提案を想
起させるため周囲からは事業承継のテーマを切り
出しにくい、等の理由から、経営者が事業承継の
必要性、重要性に気づく機会を得ることができず、
事業承継計画立案への着手が先送りになる傾向に
ある。
• 経営者の事業承継計画立案ノウハウが不十分

経営者にとって事業承継というイベントは1度き
りのため、事業承継計画立案についてのノウハウ
を有していないことが多い。また、そもそも事業
承継に対する認識が不十分なため、事前に知識や
ノウハウを蓄積する機会も少ない。
• 後継者の経営規範、経営戦略立案ノウハウが不 
十分
経営者の意思を継ぎ、後継者は今後の経営規範、
経営戦略を早急に立案することが求められる。経
営規範とは、組織価値観、組織の基本的な考え方
を指す。なぜなら、社内外の関係者に対し、自分
の経営規範を示すことで、彼らの理解を深め、支
持を得ることが重要となるからである。しかし、
実際は、後継者は、経営ノウハウが不十分である
ことが多く、後継者としての経営規範を示すこと
が難しい。

本コンサルティングの特徴

前述の事業承継における問題点を解決するにあ
たり、FRIでは事業承継支援コンサルティングを
実施している。その特徴は、JQAの経営革新の考
え方を適用している点にある。これにより、以下
の点を実現している。
• 事業承継の準備に対する経営者の認識が高まる
• ノウハウの不十分な経営者が事業承継計画を立
案できる
• 経営ノウハウの不十分な後継者が経営規範、経営
戦略を立案できる
JQAの経営革新の考え方を適用すると、経営者
の中に事業承継の準備の意識が高まり、経営者が
後継者に積極的に継承しようという意識が芽生え
てくる。また、後継者は、今後どのような組織で
あるべきか、について自問自答し始め、経営に対
する認識が高まってくる。こうした意識の醸成を
もたらすことこそが、本コンサルティングの特徴
と言える。

A社事例紹介

●	 A社事例紹介
ここからは、A社の事例を紹介する。
A社は九州地方を拠点とするオーナー経営の玩
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具製造業である。ブリキ製品分野に強みを持って
いるが外部環境が厳しく経営成績がここ数年低迷
しており、経営実態を明確にし、改善策を策定し
てほしい、という依頼からスタートした。経営実
態を調査するため、まず経営者と接触し、インタ
ビューをしてみると、創業者である経営者は70歳
と高齢であるにもかかわらず、事業承継の意識が
あまりないため、後継者を決めておらず事業承継
の準備が進んでいなかった。この「事業承継」とい
う最重要の経営課題を解決するために、FRIとし
て、事業承継を支援させて頂くこととなった。こ
こでは、STEP1：経営者に対する事業承継計画立
案支援と、STEP2：後継者に対する経営規範策定
支援、の2つのプロセスから整理する。（表-1）
尚、A社の機密を守るため事例を一部編集加工し
ていることをご了承頂きたい。

経営者に対する事業承継計画立案支援

●	 経営者に対する支援の背景
事業承継というテーマは、経営者に「引退」提案
を想起させるため周囲から切り出しにくい。その
ため、経営者が事業承継の必要性、重要性に気づ
く機会を得にくく、事業承継計画立案への着手が
先送りになる傾向にある。仮に経営者の事業承継
の認識が十分であったとしても、オーナー経営企
業の経営者はオーナー経営であるが故に、事業承
継のような問題に関してはステークホルダーにも
本音の相談をしにくい。社外の場合、融資先であ
る金融機関からは融資を引き上げられてしまう不
安が常につきまとう。株主も同様である。取引先
とは、取引に支障をきたしかねない。社内の場合、
役員ですら社内に情報を漏らす恐れがある。A社
の経営者も、上記のような状況にあった。それ故、
経営者に事業承継の意識があまりなく、事業承継
の準備も進んでいなかった。そこで、経営者の意
識を醸成するために、事業承継支援にJQAの経営

革新の考え方を適用した。STEP1：経営者に対す
る事業承継計画立案支援では、1-1. 経営者の想い
の確認、1-2. 後継者の選定、1-3. 新組織体制案検
討、という3つのSTEPを実施した。
●	 施策
STEP1-1. 経営者の想いの確認

A社の経営者は、事業承継の重要性の認識を多少
は持っていたものの、後継者の決定等の具体的な
取り組みを行なっておらず、事業承継計画の立案
にも未着手の状態であった。そこで、まず、経営
者の想いを確認、引き出しながら承継の意識を醸
成することを目的として、第三者としての立場か
ら、対話を通じて経営者の想いを引き出すインタ
ビューを実施することとした。合わせて、「何のた
めに経営してきたのか」を明確にし、後継者に十分
理解してもらえるような形にするため、創業の経
緯から現在までの経営への想いも整理することと
した。
こうした醸成、整理にあたり、JQAを活用した。

具体的には、JQAの「組織プロフィール」にある、
「理想的な姿」の視点を適用し、設立の目的、当時
の顧客と提供価値、現在に至るまでの大きなでき
ごと、組織の根幹となる考え方、理想的な姿等に
ついて、対話を通して問いかけを行い、断片的な
言葉から経営者の想いを想定して明文化、整理し、
それを確認して頂く、といった活動の繰り返しに
より、経営者の深層にある想いを明らかにし、経
営者の考える理想的な姿としてまとめていった。
STEP1-2. 後継者の選定
事業承継については、一般的には、①親族内へ
の承継、②従業員や外部への承継、③M&A等が考
えられるが、それぞれの場合で対策が異なる。今
回は、内部環境として①、③はあてはまらなかっ
たため、②従業員や外部への承継、となった。従
業員等への承継のパターンとしては、（a）社内か
ら後継者を選定する場合、（b）取引先、金融機関
から後継者を招聘

へい

する場合がある。今回は、社内

表-1 JQAを適用した事業承継コンサルティングプロセス
STEP1：経営者に対する事業承継計画立案支援 STEP2：後継者に対する経営規範策定支援

STEP1-1.
経営者の想いの確認

STEP1-2.
後継者の選定

STEP1-3.
新組織体制
メンバーの検討

STEP2-1.
後継者が目指す 
理想的な姿の明確化

STEP2-2.
現状の顧客提供 
価値の共有

STEP2-3.
重要成功要因と 
経営課題の抽出

コンサルタント論文集2011.indb   42 2010/10/29   10:18:40



FRIコンサルティング最前線. Vol.3, （2011） 43

JQAの知恵を応用した事業承継ノウハウ

から後継者を決定したいという経営者の強い想い
をベースに選定を進めることとした。親族外から
後継者を選定する場合、後継者候補が経営者の経
営理念に共感しているか、経営する意志があるか、
という経営の一体性及び社会性を確認することが
重要になる。
そこで、JQAの「組織プロフィール」にある「理
想的な姿」の視点、「カテゴリー 1：経営幹部のリー
ダーシップ」の視点、「カテゴリー 2：経営におけ
る社会的責任」の視点を適用し、今後のA社の中
長期的な将来を見据えて、①経営者の経営理念に
共感を持っている点、②組織内外にリーダーシッ
プを発揮できる点、③対外的な社会性を備えてい
る点、に着目して選定するよう、経営者の支援を 
行った。
STEP1-3. 新組織体制メンバーの検討
後継者の選定と並行して、事業承継については、
一般的には、次期経営幹部を誰にするか、という
検討も必要になる。特に、オーナー経営企業の場合、
ステークホルダーやビジネスパートナーとの信頼
関係が非オーナー経営企業よりも経営の重要な要
素となる。従って、後継者の年齢として、10年 
以上経営者としての在任が可能な年齢であること
が望ましい。その上で、経営陣の世代交代という
観点から、古参経営幹部をどのように処遇するか、
ということも重要な検討項目となる。
そこで、現行の職位、賃金をもとに、新組織体
制に移行した場合に必要と想定される人件費（退職
金・給与）をシミュレーションし、費用を算出した
上で、新組織体制の仮説を立案した。

後継者に対する経営規範策定支援

●	 支援の背景
A社の経営者が選定した後継者は、A社の根幹と
なる価値観を理解し、社内の人望も厚く、コミュ
ニケーション能力に優れている人材であった。一
方で、部長クラスの職位にあったため、自部門の
範囲での事業や部下の状態は理解していたもの
の、現在のA社全体の提供価値や経営戦略、今後
の組織の理想的な姿等については、認識が弱い面
があった。それを補うために後継者に対する経営
規範策定支援を実施した。STEP2では、2-1. 理想

的な姿の明確化、2-2. 現状の顧客提供価値の共有、
2-3. 重要成功要因と経営課題の抽出、という3つの
STEPを実施した。
●	 施策
STEP2-1：後継者が目指す理想的な姿の明確化
経営者がいままで描いてきた理想的な姿を意識
しつつも、STEP2-1では後継者が思い描くこれか
らの組織の理想的な姿を明らかにする。後継者は、
いままでの一般社員の立場での、A社の将来に対す
る漠然とした想いは持っていた。しかし経営者の
立場として、顧客価値を生み出せる理想的な姿を、
どのような観点に注意しながら描くべきかについ
て、ノウハウを有していなかった。
そこで、JQAの「基本理念」を適用した。具体的
には、JQAの基本理念の4つの要素である、①「顧
客本位」、②「独自能力」、③「社員重視」、④「社会
との調和」の観点を適用し、①お客様から見たとき
のA社の価値は何か、②A社が他社に負けない独自
能力は何か、③従業員満足をどのように実現する
のか、④社会にどのように貢献するのか、につい
て対話を通じて後継者に問いかけ、自ら向き合っ
て頂き、ワークシートをレビューしながら、組織
の理想的な姿として整理していった。（図-1）
STEP2-2. 現状の顧客提供価値の共有
（1）STEP2-2-1：セルフワーク

A社では、以前から、経営幹部が経営会議等を通
じて中期経営計画を立案していたが、新組織体制
における経営幹部が、後継者が描く組織の理想的
な姿から見たときの今後の経営戦略を立案するた
めには、経営幹部全員が現状の顧客提供価値を正
しく認識し、共有することから始める必要がある
と判断した。そこで、まずは、現状のA社及び自
部門の事業に対して、経営幹部個人の認識を深め、
どのような認識を持っているかを大きな視点から
明らかにするために、当社が開発した「簡易現状認
識」ワークシートに従って、次の8つの問いかけの
セルフワークを実施した。
①自組織で大切にしている価値観は何か 
②自組織で提供している製品・サービスは何か 
③製品・サービスを提供しているお客様は誰か 
④お客様が要求・期待していることは何か 
⑤競合企業はどこか、競争環境はどうか 
⑥自組織がもっているノウハウ（経営資産）は何か
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⑦自組織に協力してくれる企業はどこか 
⑧自組織に影響する社会・経済環境は何か
ここでは、自社の現状認識を経営的視点から

一層深めることを目的として、JQAの「組織プロ
フィール」の「理想的な姿」、「顧客認識」、「競争
認識」、「経営資源認識」のエッセンスを適用した。
（図-1）
（2）STEP2-2-2：コラボレーションワーク
まず、経営者・経営幹部が一同に集まり、各自
のセルフワーク結果をもとに組織に対するお互いの
認識の相違点やその背景・根拠を対話形式で意見交
換することで、組織の現状認識の共有化を図った。
しかしながら、経営幹部によって、組織の現状
認識の範囲・深さにかなりバラつきがあり、認識
の観点にも偏りが見られ、特に、プロダクトアウ
ト的な視点が強かった。そこで、経営幹部が、組
織を利益追求の仕組みとしてではなく顧客価値提
供のプロセスとしてとらえ直すことを主眼に、顧
客要求・期待を起点としたときに組織が提供して
いる現状の顧客提供価値を明らかにするため、「顧
客提供価値」ワークシートを使って、その要求・期
待に応えるべく提供価値、独自能力、社員スキル
等を明らかにしていった。
具体的には次の10の視点にもとづいて整理して
いった。
①顧客・市場の選定
②顧客・市場の要求・期待
③顧客・市場の変化の予測

④競合企業
⑤製品・サービスと提供価値
⑥独自能力
⑦社員スキル
⑧売上高及び比率
⑨粗利額及び比率
⑩従業員数

A社の場合、コラボレーションワークを通じて、
次期経営幹部は、⑤製品・サービスの視点を中心
とした内容は認識が強かったが、②顧客･市場の要
求・期待については、十分な認識を持てていない
面が多い、という気づきを共有することできた。
このSTEPでは、顧客提供価値について、顧客

本位による3C分析で認識をするため、JQAの「組
織プロフィール」の「顧客認識」、「競争認識」、「経
営資源認識」のエッセンスを適用した。（表-2）
STEP2-3：重要成功要因と経営課題の抽出
（1）STEP2-3-1：セルフワーク
後継者が描く組織の理想的な姿、次期経営幹部
が認識する現状の顧客提供価値を共有した上で、
今後の組織が提供する顧客提供価値を達成する上
で重要（決定的）な影響を与える要因（重要成功要
因）を明らかにした。ここでは、現在及び将来の重
要な成功要因を設定するにあたって、「重要成功要
因」ワークシートを使い検討した。
後継者、次期経営幹部が、STEP2-1、2-2の結
果をもとに、組織にとっての重要成功要因を3～ 
5つ程度で設定するセルフワークを行うように支援

図-1 組織の理想的な姿及び簡易現状認識ワークシート

顧客本位

独自能力 社会との調和

社員重視

経営理念

組織の理想的な姿 簡易現状認識ワークシート

少子化自組織に影響する社会
・経済環境は何か⑧

共同開発してくれるB社、C社自組織に協力してくれる
企業はどこか⑦

自組織がもっているノウ
ハウ（経営資産）は何か⑥

グローバル最大手大手A社、新興企業参入で環境は
厳しい

競合企業はどこか、
競争環境はどうか⑤

子供が単独ではなく、友達や家族で楽しめる遊びお客様が要求・期待
していることは何か④

製品・サービスを提供
しているお客様は誰か③

子供たちの好奇心と知育を支援する遊び組織で提供している
製品・サービスは何か②

自組織で大切にして
いる価値観は何か①

子供の好奇心と想像力
を知育する遊びを創造
し続ける

お客様の生の声をダイ
レクトに製品開発に
反映できるプロセス

遊びを通じて世界中の
子供たちに夢と希望と
勇気を与え続ける

世界トップクラスの健康
に無害な素材の選択

社員ひとりひとりが子供
たちの好奇心を感知でき
る感受性の醸成

「遊びを通じて世界中の子供たちに夢と希望と勇気を
与え続ける」

小学生とそのお父さん、お母さん、孫と遊ぶことを
楽しみにしているおじいちゃん、おばあちゃん

お客様の生の声をダイレクトに収集し製品開発に
反映できるプロセス
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した。重要成功要因は、組織の理想的な姿の実現
に向けて、どのように要因を組み合わせるか、が
ポイントである。その際、表現を短くし、かつ複
数の要因が重複しないことも重要である。
（2）STEP2-3-2：コラボレーションワーク
各自のセルフワーク結果から、組織としての重
要成功要因を対話形式で統合する。特に、重要成
功要因を導き出した背景・理由の相違に着目しな
がら、共通する要因をまとめ、意識を擦り合わせ
ていった。重要成功要因が出揃ったら、最後に優

先順位を検討した。
（3）STEP2-3-3：経営課題抽出ワーク
上記STEPで描いた組織の理想的な姿から見た
ときに、現状の顧客提供価値とのギャップを経営
課題としてとらえ、明らかにする。A社の場合、現
状課題を認識することは各自できていたが、あく
まで事実前提での認識であったので、経営課題の
中には、組織の理想的な姿との統合度が低いもの
や、そもそも統合度の認識をあまり持っていない
幹部も見られた。

表-3 重要成功要因ワークシート
提供価値 「遊びを通じて世界中の子供たちが夢と希望と勇気を持ち続けること」

No 重要成功要因 理由・背景

1
全社員が子供たちと接し好奇
心を察知することを基盤とした
仕組みづくり

いまの子供たちの嗜好にフィットした遊びを創造するためには、絶えず変化し続ける子供たち
の今の好奇心や、何に夢や希望や勇気を抱くかについて知ることが重要であり、それは特定の
社員によって実現できるものではなく全社員が一丸となって子供たちと絶えず接する基盤を築
くことで実現されると考えるから

2
子供たちの好奇心にフィットし
たアイデアを発想し続ける社員
の好奇心の醸成

まず子供たちの好奇心が何かを知った上で、次にその好奇心にフィットした遊びのアイデアを
社員たちがどれだけ発想できるか、が顧客価値創造の重要なカギとなるため、常日頃からさま
ざまなことに対して社員が感受性を磨き、主体的に好奇心を抱けるようになることで良い遊び
の企画開発につながると考えるから

3
個人のアイデアを尊重しあう協
業と対話によるチームプロセス
と組織風土の構築

子供たちに単に楽しんでもらうだけでなく、夢と希望と勇気を持ってもらえる遊びをつくりだ
すためには、社員同士がお互いのアイデアを尊重しつつ、協業と対話を重視したチームの中で
夢と希望と勇気を持ってもらえるアイデアを創出するプロセスとそうした雰囲気をもつ組織風
土が大切であると考えるから

4
アイデアを製品に極め細やかに
具現化する独自の企画生産シ
ステム

チームプロセスで創出した良いアイデアを100%玩具に反映するためには、試作品へのフィー
ドバックや仕様変更への対応等、企画生産システムのどの部分からでも変更に柔軟に対応でき
るシステムが、具現化には重要であると考えるから

5
世界トップクラスの玩具安全性
を支える品質プロセスの整備

ますます複雑化する玩具の仕組みに対応するために、健康に無害な素材の選択、あらゆる使い
方を想定して事故を防ぐ使用テスト、安全な使い方の説明や告知の徹底等、世界中や他業界で
のトップクラスの安全実現方法をベンチマークし、徹底した高い品質を提供し続けるプロセス
を構築することが重要であると考えるから

表-2 顧客提供価値ワークシート
顧客・市場の 
選定

顧客・市場の 
要求・期待

顧客・市場の 
変化の予測 競合企業 製品・サービスと

提供価値 独自能力 社員スキル 売上高 
及び比率

粗利額 
及び比率 従業員数

【国内】
TVアニメ、ポータ
ブルゲームが好き
な小中学生

放課後に友達とや
夕食後に家族で楽
しめる遊び

TVゲームや他カー
ドゲームとの連携
によるゲーム寿命
の延命

TVアニメ製作企業 友達や家族で楽し
めるカードゲームを
通じた、人と人の
絆の場の提供

小中学生の生の声
を収集する情報収
集の仕組み

面白いカードゲーム
ルール開発は先駆
的存在

子供たちの好奇心
を知る感受性

新たなアイデアを遊
びとして開発する
発想力と具現化力

130億
46%

70億
58%

100

【国内】
TVアニメ、ポータ
ブルゲームが好き
な高校生、大学生

世界中のプレイヤー
と対戦できる場の
提供

カードゲームをリア
ルの世界からリア
ル世界・ネット世界
の双方向でできる
ようにしてほしい

世界各国にアミュー
ズメントパーク企業

ゲームを通じて世
界中のプレイヤーと
交流がもてる場の
提供

世界13カ国にマル
チモニターを備え
た対戦施設をもつ

子供たちの好奇心
を知る感受性

新たなアイデアを遊
びとして開発する
発想力と具現化力

70億
25%

30億
25%

100

【国内】
0歳~2歳までの赤
ちゃんをもつ、父母
及び祖父母

五感を発育する自
然素材を活用した
玩具

屋内にいながら屋
外の自然を五感で
感じることができ
る事前素材をを活
用した玩具がほし
い

アウトドア専門製
品製造販売企業

知育玩具による子
供の成長を提供

当社の独自性はな
い

幅広い自然素材の
知識

35億
13%

10億
8%

50

【国内】
3歳~5歳までの幼
児をもつ、父母及
び祖父母

体を使って遊びな
がら知育玩具

小学校のお受験対
策につながる知育
玩具を定額制で提
供してほしい

小学校お受験対策
塾

知育玩具による子
供の成長を提供

幼児心理学専門の
大学教授研究室と
のタイアップ

幅広い自然素材の
知識

45億
16%

10億
8%

50
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そこで、組織の理想的な姿と経営課題をつなぐ
重要成功要因に着目することで、経営課題を見直
し、適正な経営課題に修正していった。

JQAの「組織プロフィール」とは、経営者、経営
幹部が中心となって組織が目指す「理想的な姿」を
明らかにし、経営課題を発見し、経営課題と戦略
課題を明らかにするものである。また、JQAに申
請側ではなく賞審査側のプロセスでは「重要成功要
因」を設定するプロセスがあり、こうした要素を加
味し、このSTEPを実施した。（表-3）

む　　す　　び

本稿では、JQAの知恵を応用した事業承継ノウ
ハウをオーナー経営企業の事例をもとに紹介した。
そのポイントの1つは、経営者が事業承継計画を立
案するにあたり、JQAの経営革新の考え方を適用
して経営者の想いを組織の理想的な姿から明らか
にすることである。ポイントのもう1つは、後継者
が経営規範を策定するにあたり、JQAの経営革新
の考え方を適用して組織の理想的な姿から現状の

顧客提供価値を明らかにし、重要成功要因、経営
課題を抽出することである。今回のJQAの知恵を
応用した事業承継ノウハウは、オーナー経営企業
のみならず非オーナー企業にも十分適用が可能で
あると考えている。
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