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Abstract 

Today business environment is almost global one so everybody recognizes. Top 

management needs some support  system  of  decision  process. Global business 

strategy and planning is complex because each area of global world. Top management 

hopes more knowledge of each region of the world. Something nonexistent of new 

concept is real world at decision support system of business strategy and planning for 

ten years. This paper describes grand design for new approach of business strategy and 

planning process using reasoning system. 

 

Ⅰ．はじめに 

グローバル企業の戦略、組織、経営システムおよびコーポレイト・カルチャーのあり方に

ついて考える時、異なる文化を持つ人達の共存と協業は今の時代を生きる人々にとって不

可欠なことである。これが当たり前のこととして受け入れられていくことが、今後ますま

す増えていくであろう。のみならず、どのような企業においてもグローバルな経営環境は、

今日ではあたりまえになっているほどに進展してきている。 

こういった中、経営システムにおける、意思決定支援システム分野はここ１０年もなんの

進歩がないままである。これはエンド・ユーザー・コンピューティングから生まれた意思

決定支援システムの発展が特殊な分野に収束してきているからだと考える。すなわち、よ

り大きなデータを扱えるデーター・ベース・マネージメント・システムはデータ・ウェア

ハウスを誕生させたが、解析データの保存のみに使われ、実利用においてはデータ・マー

トという利用目的に応じたデータ群をそろえたものにならざるおえなかった。またＯＬＡ

Ｐ（Ｏｎ Ｌｉｎｅ Ａｎａｌｓｙｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ）はＢＩ（Ｂｉｓｕｎｅｓｓ Ｉ

ｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）へと進展したが利用領域は個別単品機能で有効なもののみにな

ってしまった。すなわち、地域の購買パターン分析やダイレクト・メールの有効発送回数

解析などである。もともと期待された経営分野の意思決定支援システムは従来の延長線上

のみであり、残念ながら新しいものは登場しなかった。その後、経営分野に登場したもの

はマネージメント・ダッシュボード・システムであった。これは単なる経営指標などの現

状のモニター・ツールでしかない。とはいえこれはこれで大いに進歩であったと言える。

なぜならば、膨大なデータを情報にすることを企業内環境で確実に実現しているからであ

る。 

ビジネス・マネジメントにおける意思決定のうち、管理的意思決定はマネージメント・ダ



ッシュボードで対応できる。しかしながら戦略的意思決定に関してはシステム化すらさせ

ていない。そこで企業経営における戦略的意思決定に対して、人口知能分野の推論を用い

ることにする。これは情報を知識にすることを必要としているからである。戦略に関して

の施策決定と実施展開は有能なスタッフの知識に基づいてなされるからである。本論文で

はグローバル・ストラテジーとプランニングの意思決定支援システムのグランド・デザイ

ンに関しての考察を述べることとする。 

 

Ⅱ．グローバル・ビジネス・ストラテジーとプランニング 

１．グローバルとは 

世界の多くの国々で多くの物はもはや国を超えた物があふれかえっている。流通機構は

国々をまたぎ、人々に様々な品物を供給している。企業活動は世界を視野にではなく、世

界のどの地域に何をどのようにするかをにらみ行われている。製造業が安い時、安いとこ

ろで物を作り、高く売れる時、高く売れるところで売ることを基本に企業活動を行ってい

ることはその生産拠点を世界の様々な地域に着眼して展開していることから明らかである。 

生産拠点の選定には製品供給の観点でそのロジスティックス面でのリード・タイムとコス

ト面の折り合いが大切であり、おのずと供給地は限定されてくる。しかしながらアジア圏

の台頭、中国の発展の影響はこれに新たな展開を促しているといえる。これは二次産業の

みでなく、一次産業の製品も今や国を超えてが、あたりまえになっている。これには大き

く物流改革が貢献していると言えるであろう。 

グローバルとはかつて国際化と言われて、様々な国と国の関係で解釈されてきたものが、

国の中の地域を具体的に指してグローバルと言っていると解釈するべきことであろう。す

なわち地域対地域なのだ。それだけ、具体的に絞り込んでその特性を考えていかなければ

ならないところまできている。一方でグローバル企業内ではその組織構造がグローバルで

あることが求められている。企業内の業務遂行にあたっての知識や技能もグローバルとし

ての幅や種類が求められてくるわけである。知識のグローバル性とその浸透性は各地域の

常識と対峙してくる場合もあり、経営としての文化的適用の限界も考慮されることである。

グローバル企業は社会的、文化的背景の多様な社員を組織化するものであり、理論的知識

と技能的な熟練をマネージしていかなくてはならない。ここには文化戦略が重要になって

くる。文化の多様性を前提とした、暗黙のマネジメントが存在する。組織内の多様な文化

間の相互理解や調和は認識上の違いも多いにあり、マネジメントを行う上でのコーポレー

ト・カルチャーが重要である。すなわち、グローバルとは個々のアイデンティティの尊重

であり、それを前提とした企業価値のとらえ方が大切となる。 

しかしながら、この１０年間で多くの企業がこのマルチ・カルチャライズを組織効率の面

で放棄してしまい、グローバル・スタンダードへの道に走ってしまった。この結果、グロ

ーバル・スタンダードを実施した企業は地域の信頼を失ってしまい、また、マルチ・カル

チャライズによる相互触発から生み出される知的創造の基盤もなくなってしまった。これ



は新製品、新サービスを産み出す力を奪ってしまったといえる。 

グローバル経営とは各地域拠点に経営意志決定権をもたせることでもある。本社としての

決定機能を地域拠点に持たせることで、経営計画での承認プロセスが早く行えるわけであ

る。本社に何度も足を運んでその地域の特異性を理解させて、やっと承認という手順を省

くことができるのは、ビジネス・プロセスのスピード・アップになるばかりでなく、より

多くのビジネス上の意味あることに時間を使うことができる。そのために次の手段として

経営意志決定権の分散を行った。こうすることで世界の各地域拠点での企業目的を達成し

ている。 

 

２．戦略的意思決定 

いろいろな意思決定の分野が明らかになっている。すなわち、業務的意思決定、管理的意

思決定、戦略的意思決定である。ここでは戦略的意思決定に関して取り上げていくことと

する。マネジメントにおける管理的な意思決定はそれほど難しい問題ではない。戦略的な

意思決定は先々のことに関しての予測を含む意思決定であり、推論を含むものである。そ

れだけにこのことを意識すると難しいものであることがわかる。将来予測を行うので、こ

れに対しての知見を持ちうることが大切である。広範囲にわたることでもあり、大変難し

い、多くの知識が必要である。優秀な経営スタッフに囲まれての意思決定ができるかとい

えば、現実には無理がある。特に組織としての意思決定はどこか曖昧性が残っている。あ

くまでもトップ・マネージメントの意思決定について着目したい。 

グローバル・ビジネス・ストラテジーは国対国というよりはその地域の対しての戦略とし

て考えてみた方がより具体的な意思決定となる。検討するべき項目は経済、外部に対して

の地域感情、各種のルール、習慣などである。これらは企業外部環境の情報であるので、

収集は容易ではない。しかし製品、サービスといった商品の市場戦略を考える上では欠か

せないものである。企業として地域をみることで忘れてはならないことにその企業自身が

その地域において企業として何を期待されているかを充分に検討することである。地域に

対しての貢献なくしてはその地域からの有用な労働力は得られない。これは暗黙的コミッ

トメントである。 

製品戦略、市場戦略はアメリカの大量生産型の標準的な製品やサービスを積極的に受け入

れている市場から、ヨーロッパ市場型の伝統的な消費文化を組み入れているものも広がり

をみせて、多元的になってきている。顧客の好みにきめ細かく対応している製品やサービ

スが要求されている。各国の消費者は、所得が豊かになるにつれて各地域での本来持って

いた社会的・文化的特徴を製品やサービスに反映させることを求めるようになってきた。

近年では中国、東南アジアの経済発展は大きな市場となり、より消費の個性化、固有化が

世界の流れとなっている。多様化した市場はフレキシブルな生産システムへの要求となり、

従来はひとつの製品をいくつかの国々に展開すればよかったものを、複数の製品を一つの

国に展開することが求められてきている。これにより生産の小ロット化は売切り生産の手



段に多くは変更せざるおえなかった。そして増々ビジネス・サイクルは短くなってきてい

る。 

このようにグローバル環境での製品・市場戦略は企業外部の環境情報を基に意思決定され

る。これはマーケティングと革新を行って、新たな顧客を創造する活動である。これは競

争的行動と企業家的行動とに分けられる。これらはアンゾフの定義であり、この面を考察

すると定常的な競争に加えての戦略性を持ったものが存在することはグローバル環境では

充分起こり得ることである。企業の環境への適応性の追求といった観点から異なる環境に

おける、異なる企業行動への可能性が重要である。 

企業活動における環境との相互作用に関しては企業活動の強さの分析が重要であり、これ

はアンゾフの定義に従って活動の観点がうかがえることと考える。表１、表２参照。これ

はアンゾフの主張が正しいことを筆者が実務で企業戦略策定に１０年間たずさわってきた

ことから振り返ると考えられることであった。 

戦略的意思決定は中期経営計画を満たす施策の発案と選定により行われる。ただいずれに

しても、これは施策毎の期待効果であり、この算定ロジックがどのような根拠であるのか

が押さえどころである。施策毎に実現可能性、メリット・デメリット分析、実施期間、リ

スク評価を行い、これらの検討結果の総合評価で実施の時期、可否などを決定する。ここ

で実現可能の低いものは複数の代替え案を検討するべきである。 

戦略的計画策定は戦略マネジメントとして計画面が企業組織の構造をはじめとする全局面

で関連展開されるべきである。戦略ゆえの感度が組織全体に渡ってなされていないとうま

くいかない。これは組織のベクトルをどのように戦略指向にしていくのかが課題となると

もいえる。 

 

３．グローバル・ビジネス・マネジメントにおける意思決定支援システム 

近年のマネージメント・ダッシュボード・システムの方向については旧来のＭＩＳ（Ｍａ

ｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）の考え方から始まったマネ

ージメント・インフォメーション・システムの実現と充実、データ・ウェアハウスとオン

ライン・アナリティカル・プロセスの定常利用、ドリル・ダウン手法の実現により、経営

層の充分な利用に答えられるようになってきたといえる。しかしながら、これはあくまで

も自社内の管理可能な情報資源によりもたらされてきているものである。管理可能な情報

資源ですら充分なデータ・ソースとして使えないものが多かったのが実情であった。これ

は実務者レベルにおいての組織の管理ポイントと情報システムのデータ資源維持のための

管理ポイントがずれているために生じてきていたものである。ここで実務者レベルの組織

の管理ポイントが世界をまたがった時にどのようになるかが大きな課題となる。経営者や

経営管理スタッフはその価値判断などは自分の生まれ育った国で培われてきていることに

あまり気が付かない。国による文化や習慣の違いによるビジネスの在り方の違いは多くの

場合、実務管理の管理ポイントをまったく異なったものにしてしまう。 



もともと実務管理の管理ポイントと情報システムのデータ管理の管理ポイントが合わせる

ことが極めて難しく、これが国や地域で実務レベルで異なってきているのはさらに重大な

問題の原因となっている。従って情報システムで世界中の自社内のデータを横断的に収集

したところで同一の意味でのデータ収集とならないこととなる。財務データは法的に定め

られたものであり、その透明性を求められていることからデータ資源として管理状態にあ

ると言える。そこで普遍的な管理ポイントを制定して、各部門のマネジメントが後から時

流により加える管理ポイントをオプションとして置くようにすることを強く勧めたい。組

織は柔軟にその経営環境に対応していくが、管理ポイントの維持がなされなければ、業績

評価が正しく行われない。結果として正しい意思決定はなされないこととなる。全社で同

種類の部門の効率を見てみると、その地域性がわかるものである。これをどう判断してい

くかが重要である。効率追求での観点はグローバル・スタンダードに走り、地域が特性を

殺してしまうことを忘れてはならない。 

 

４．グローバル・ビジネス・ストラテジーとプランニングにおける意思決定支援システム 

ここで中期経営計画を意志決定により企業目標として打ち立てていくに際して、あくまで

も企業家としての意志であること、未来に対しての挑戦であること、旧来の企業外環境肯

定型ではなく市場創造型であることなどが重要であることはいうまでもない。企業の未来

意志である中期経営計画に対してのチェック・ポイントとしての各期の経営計画立案をと

らえていく考え方とする。原点はあくまでも経営意志としての市場創造である。 

戦略は未来の計画であり、経営意志を表現している。どのようにありたいか、どのような

在り方が望ましのか、その姿への想いを描き出していくことの創造性が基本であり、形と

して戦略目標、戦略計画として表現されていくものである。 

戦略策定フレーム・ワークを図１に示す。戦略施策発案はグローバル環境において個々の

地域を見て中期経営計画より必要とされる利益の導出を目的として行われる。どういった

手段で導出されるか、前提をおいての仮説として扱われることが多い。今日のビジネスに

おいて仮説検証法ではあまりに時間がかかりすぎる。また小規模のトライアルでは、その

構造的なリスクは顕在化してこない。有能なスタッフによる机上検証でのものに依存せざ

るおえない。仮説を推論システムで検討していくことで、この多くのスタッフとの会議時

間を低減できると共にスタッフとの対話によるエッセンスを取り出して、質の高い物へ、

すなわち、質の向上を求めるものである。当然ながら、スタッフからの推論システムへの

入力があるわけである。これは世界にまたがる企業で、点在する地域スタッフ達との空間

を超えたコミュニケーションのエッセンスである。この段階でリスク・アセスを大まかで

もよいから実施する。 

戦略施策項目洗い出しはその対象領域の明確化と段階的な切片を見て、経営計画への反映

を行う。これはシステムで対話的に行うことができるものである。これは戦略の経営計画

への落とし込みとなる。戦略施策発案がトップダウンであるならば、この作業はボトムア



ップである。ここでリスク分析をより具体的に行っておく。特にリスクの潜在化、顕在す

ることの予兆に関して注意を払っておくことが大事である。戦略施策評価を行って、その

有効性をみる。戦略施策選定はトップの承認、役員の承認をもってなされる。これらの過

程を通じて、経営トップは表３の仕事を行い、これに対しての対話システムと言えるもの

である。ここで大切なことは、既存事業に立脚しているものが、ある点である。つまり、

これはダッシュボード・システム資源の一部を推論システムのデータベースに利用するこ

とが必要になることである。 

 

Ⅲ．グローバル・ビジネス・ストラテジーとプランニングにおける意思決定支援のシステ

ム構造 

１．システム構造と機能 

システム全体図は図２のような機能配置となる。これはデータウェア・ハウスやオペレー

ショナル・システムを含む業務システムと連携したマネージメント・ダッシュ・ボード、

推論のためのＣＰＵバウンドのアプリケーション、複数のデータ・ベース、保存された前

回までの操作結果、わかりやすいユーザー・インターフェースなどの特徴から複数のプラ

ットフォームに機能は分散され、これらをネット・ワークでつなぐこととなる。 

このようにマルチ・プラットフォームに機能は分散され、それらを集約してユーザー・イ

ンターフェースから操作・指示する。直感的でわかりやすいユーザー・インターフェース

が望まれる。それだけに限られた画面スペースへの機能配置や結果の表示などどれも充分

デザインされたものでなくてはならない。 

 

２．システム・アーキテクチャー 

グローバル・ビジネス・マネジメントにおける意思決定支援システムのアーキテクチャー

を最初に検討することでシステムの位置付けを明確にして、その利用の幅を拡張性を含め

て定義しておく。システム・アーキテクチャーはシステム・インフラストラクチャーでの

機能連携や業務処理系のシステムにおける大規模なアプリケーション・システムで述べら

れてくることが多かった。これらはブルー・プリントとしての利用者に対しての機能構成

を明示することがあたりまえになっていることから行われてきたことである。対象となる

ビジネス・マネジメントの分野に関してみてみることにする。 

経営計画とは企業などの組織の経営のための計画である。計画策定とは「何らかの目的の

ために、何らかの対象に働きかける人間の活動の決定にかかわるもの」で目的と対象とい

う二つの基本的な要素がある。ここで目的とは、理想とする実現するべき状態であり、対

象とは計画策定者が操作できる、つまり働きかけることのできる項目、例えば企業資産で

ある人、物、金、情報である。計画とは、この対象を適切に操作して、現状から目的とす

る状態を実現するように努力する時間的過程を示すものである。あるいは、計画とは現状

と目的のずれを認識したうえで、この二つの間の隔たりを埋めようとする行動のシナリオ



ともいえる。ここで目的は、計画策定者の価値観や、より高い次元の目的に依存する。一

つの目的には、それを実現するための手段が全くない場合や一つ、または複数存在する。

通常は複数存在する。しかしさらに低い次元でみてみると、この目的を実現する手段の実

現それ自体が目的になる。（参考１）経営計画手段に対して定型化されてきて来ている計画

での対応に対して、より未来への強い経営意志を反映させて計画手段を作っていくものが、

戦略計画と定義できる。すなわち、従来の計画での対応を経営計画に盛り込んでいくこと

についての意思決定と、新たな取り組みとしての戦略計画に対しての意思決定があるわけ

である。特に企業外部環境への働きかけであり、これが企業資源を使って、どこまででき

るかが、デシジョン・ポイントの一つである。 

今回旧来の意思決定支援の業務系処理のみでなく、人工知能系の処理をも合わせてひとつ

のアーキテクチャーとしてブルー・プリントを述べることでそれぞれが補完し合って有効

なシステムとして機能でき、利用者にその恩恵を従来のもの以上のシステムが提供できる

ように定義した。人工知能系のシステムはエキスパート・システムとして個別の業務領域

の単品機能を支援するのにとどまってきていた。しかしながらロボット知能のアーキテク

チャー（参考２）にあるようにその利用の幅を最初からアーキテクチャー設計で明示する

ことにより拡張性を明らかにして、ともすれば深い要素技術の探求にのみ向かいがちな面

を是正しているといえる。アーキエクチャーにオントロジーを加えているのは、具体的な

ものとして戦略策定のフレーム・ワークで行っているのであるが、そこへの落とし込みが

充分になされない状態の柔らかい状態についてその概念形成から行われるものをオントロ

ジーで拾い上げていこうという考えである。現段階では拡張性として、考えているもので

あり、オントロジーの発展を待つ面があるのはいうまでもない。これと定形化されたもの

の間には概念依存理論がある。概念依存理論を拡張の第一歩に置き、次にオントロジーを

置くことがいいと考える。 

 

３．ダッシュボード・モデル 

ダッシュボード・モデルは策定された経営計画の実施状態のモニターである。経営計画は

経営活動の枠踏みであり、目標であり、業績評価を行うものである。これらをダッシュボ

ード・モデルはモニターすることを行う。つまり、企業の経営計画策定とは目的のために、

その対象に働きかける活動の決定にかかわるものである。経営計画の意義は、活動の枠踏

み、目的の提供と共有、業績評価の尺度の三つがあげられ、目標との差異が生じた場合に

は、修正行動や計画の再編成がおこなわれる。経営計画は目的と手段の連鎖によって階層

構造をなしているので、目的別、対象別、期間別、組織階層別などに分類できる。企業の

各種の経営指標が集約されたダッシュボードはわかりやすくデザインされている。経営指

標をスピード・メーターのように配置して、その感覚を伝えているのが重要なのである。

また各指標から元データまでドリル・ダウンできる仕組みを合わせ持っている点がこれま

でのこの分野の集大成と言っていいと考える。 



ダッシュ・ボードでモニターを行い、異常に関して、その予兆を発見し、いち早く手を打

つことが大切であり、そのための予実対比を見ていくことが重要である。予実対比の数字

の世界から実務の現場で何が起こっているのかを知り、予見的にリスク回避を行っていく

ことなどである。巨大化した世界にまたがっている組織の現場は複雑である。それ故に現

場はできる限り、その見える化に努めていくことである。 

では ＫＰＩ（Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）として何を定義

するべきか？といったことが常にダイナミックに変動する組織活動では問われる。これは

組織としての期待値から導出されるべきことと考える。これから安定的モニターをされう

るインディケータを利用していくことである。組織変更にも対応していけるようにデー

タ・メンテナンスは重要である。財務会計分野で国際会計基準制定（IFRS）のような動き

があることはグローバルに展開している企業におけるモニターの標準化がはかれるのでい

いが、常に過去データで依存しないものを求めてしまうことに気をつけないといけない。 

 

４．意思決定支援モデル 

戦略的意思決定に関しての予測を踏まえたシステム支援は確定的な定義を行うことは極め

て難しい。これは予測モデルが多くの不確定要素を持ち、単なるバイナリー・ロジックで

は結果すらも表現できないからである。このためユーザー・インターフェースも対話型を

利用することになり、これからユーザー側の推論を導き出すものが最適であろうと考える。

これは認知科学での推論モデルを利用することになる。すなわち、グライス（Grice, P.）に

よれば，言語コミュニケーションにおいて，話し手はある思考内容をもち，それを聞き手

に伝えようと意図してある言葉を口にする。一方聞き手は，その発話という行為の背後に

ある話し手の伝達意図について，最も正しいと思われるものを推論していくのである。発

話という行為は，話し手の伝達意図について聞き手が仮説を立てやすいように，いわば手

がかりを提供しているにすぎない。コミュニケーションに対するこのような考えは推論モ

デルと呼ばれる。（参考３）この認知科学で定義された推論モデルでのマンマシン・インタ

ーフェースのコミュケーションを対話型で実施していくことで、戦略的意思決定支援を行

うシステムが最適である。 

システム構築にあたっては，モデル・ベース推論とルール・ベース推論と事例ベース推論

を効果的に組み合わせることが必要であると考える。すなわちモデル・ベースで対象がモ

デルになったものを推論し、ルール・ベースではこれを補う意味で推論を行う、そして事

例ベースはヒントをくれる推論であると考えている。つまり戦略策定における中期計画と

策定施策の対応はモデル・ベースにて実施する。メリット・デメリット分析とリスク分析

はルール・ベースにて実施する。組織としての知見は事例ベースに蓄えてヒントを出して

ナビゲートしていくようにしていく。意思決定過程はハイネンのもの（図３）と考えられ

る。これからもわかるように、多くの知見が必要となる。特にグローバルな各地域に対し

ての顧客ニーズ、競争環境、社会文化的状況、法的制度などの様な知見をデータベースに



入れておくことになる。 

モデル・ベースは経営計画のフレーム・ワークにおける意思決定の数値を埋め込んでいけ

る。典型的なモデル・ベース推論手法は仮説推論を用いた故障診断であるが、これと同じ

ことが可能である。すなわち経営計画のモデルに対しての仮説を設定してシミュレートを

行っていくものである。モデルは中期経営計画とこれを構成する各期毎の経営計画までの

展開を中心にしている。 

ルール・ベースはその国の法律、業界ルール、商習慣、購買習慣などを入れておく。常識

は暗黙的であり明文化されていないが，専門知識は明示的であり，体系化が終わっている

場合が多い。経験的知識は主観的であり，個人差が大きいが，問題解決に直接使うことが

できる。一方，理論的知識は客観的であり，多くの人に合意されているが，問題解決での

利用は間接的であるといった特性を持っている。この観点でルール・ベースを精査してい

くこととなる。 

戦略施策の組織内展開は結果として環境フィートバックを常に受けながら施策チェック・

ポイントを確認していくこととなる。これは非単調推論にてこの施策をこのまま進めてい

けばよいかの確認を行っていくとよいと考える。 

ここで立案されたものは、ダッシュボード・システムに収納される。またデータベース内

容は既存事業に対してのものはダッシュボード・モデルのデータベースから一部のデータ

利用を行うものとする。 

 

Ⅳ．グローバル・ビジネス・マネジメント、ストラテジーとプランニングにおける意思決

定支援システムの適用 

１．システムの有用性 

マネージメント・ダッシュボード・システムとして経営指標を分かりやすく表現しており、

必要な元データまでのドリルダウンのしくみも持っている。これは企業内環境をモニター

することが、充分に行えることから有益なものである。また戦略の関しての意思決定を実

施するのに意思決定支援システムを持っていることは重要なものである。 

支援システムは戦略の発案補助、選定支援、戦略展開を含めてのコミュニケーションの円

滑化、煩雑な事務作業の低減、整合性・正確性の確保において有用である。戦略策定での

対話試行を行うことでの経営計画での妥当性チェック、リスクの算定・評価の容易性が可

能なものである。戦略選定支援はその戦略施策が経営計画のどの定量数値に効いてくるか

を指示していく。これはルール・ベースによりナビゲートされていき、経営計画のビジネ

ス・モデルへの反映はモデル・ベースで行われるものとする。対象範囲の国、地域、そこ

での諸ルールなどは事例ベースで見ていくこととする。戦略策定から決定、組織展開まで

を支援するシステムのシステム・カバレージは図のものである。 

集約されているマネジメント・ダッシュボードは直感性に優れたユーザー・インターフェ

イスを持ち、わかりやすいものである。これは企業内環境の集約として利用できる。この



集約を得るために多くの場合やたらと多くの組織をまたがって、不確定なデータ項目の洗

い出しを行っていくこととなり、定常的に必要となる定義としてのデータ項目が得られな

い。これをシステム化することで確実な入手を行えるようにする。システム化とは業務ル

ール化である。ともすれば、曖昧になってしまうＫＰＩの定義とこれを組織的にモニター

できるように維持することが重要である。 

戦略策定支援においては推論ベースでの試行錯誤を行うことができるので、中期経営計画

における意味がシミュレートできる。これは知見を持つ、有能なスタッフにより推論デー

タを維持して、多くの試行錯誤での机上検討会議を行わないで済ませることができる。言

わば、スタッフとしての知見を抽出してデータ・ベース化を行うことである。この知見の

表現はテキスト・ベースでのものであり、文書データ・ベースとなる。これを用いてのも

のである。特に概念の共有をも視野に入れたアーキテクチャーは今後の拡張性を示唆して

いる。 

 

２．システムの評価 

戦略的意思決定に関してのシステムの評価はむずかしいものである。単なる省力化、省人

化の観点では意味がない。そこでサービス工学の考え方で評価を考えてみた。サービス工

学ではサービスの受け手であるレシーバが望む状態変化を引き起こすことがサービスの本

質的価値であるという定義をしている。 

ではこの戦略的意思決定支援システムのシステム・サービスが利用者（レシーバ）である

トップ・マネージメントに対して本当に望んだ状態変化を引き起こすことができるであろ

うか？望んだ状態変化とは戦略的意思決定支援をシステムが行うことで短時間に創造的な

施策を発案できることであろうか？残念ながら人はいろいろなものから発案する。従って、

戦略施策の発案支援システムはできたとしても、旧来のエキスパート・システムの域を出

ないことと考える。作詞家が新しい歌詞を作ろうとしてある時間考えるとでもなく考えて、

ある時、突然書き出していけるように、戦略施策を発案しているのであれば、システムは

どれほどの役に立つのであろうか？このように１００％の支援を行うことは無理であるが、

対話的に戦略施策の発案を誘発することを行うことでの支援が可能である。これは経営企

画のスタッフがこのシステムとの対話を行い、その対話結果を推論データ・ベースに蓄え

ておくものである。この結果を利用してトップ・マネージメントは発案の対話を行うもの

であると考える。ここでは対話の相似性は得られるが、スタッフとの同時の対話に関して

は通常のビジネス・ミーティングにまかせることとなる。ここでの対話の時系列的なズレ

が問題となると思われる。このズレをいかに補うかが重要となる。これはいかに日常のス

タッフ活動で前倒しに行っていけるかが大切である。グローバルな各地域における様々な

情報をその地域にいるスタッフが入力していくわけである。これはトップマネージメント

が各地に行って、スタッフと対話することのエッセンスをもたらせてくれることになるも

のである。すなわち、地域にいるスタッフの持っている情報を知識にすることになるので



ある。また違った観点での発案を誘発させるために異なる業界の人からの提言なども重要

である。これらを入力としておくことが可能なものとして利用することにする。システム

利用の利点は同時に多くの人々との対話をすることが現実的には不可能であるが、これを

事前に入力しておくことで、行うことができること、また時系列で以前の会話のエッセン

スの利用なども行うことができるのである。これらがシステムの付加価値であり、新たな

システム利用としてのサービスを提供できる。これらを通じて、利用者に発案を誘発する

ことで状態変化を起こさせることと考える。これらから、トップ・マネージメントの限ら

れた時間を有効活用することができる。 

 

 

Ⅴ．おわりに 

戦略分野に踏み込んでの意思決定支援システムのグランド・デザインは人の認知領域を含

む概念とその定式化へのアプローチもありえることである。しかしながらこれは企業の経

営分野として中期計画に対してのものと考えることで人工知能分野の推論が用いられる。

グローバル・ビジネス・マネージメントのもつ多様性と人の生活環境やその文化などから

もたらせられる価値観や常識は定式化することがこれまで困難であると考えられてきた。

しましながら、あくまでも企業活動という観点で特性をフィルタリングしていくことで用

いることができる。逆にこの特性要因をグローバル戦略といったことから経験値をスタッ

フにゆだねることだけでなく定式化することで判断材料として抽出される。 

本論文は企業戦略分野におけるシステム・グランド・デザインを主目的に情報利用技術の

適用を幅広く行った結果を述べたものである。戦略策定のプロセスを実務で行ってきたも

のを振り返えり、そのフレーム・ワークの代表的なものを取り上げて、対応システムのグ

ランド・デザインを対象とした。この１０年間の経営情報分野への空白は経営のあり方の

変化と情報技術の進展から充分に論ぜられることはなかったと考える。常に変化し続ける

経営分野をマクロ的にとらえてのフレーム・ワークを基としたことでビジネス・モデル志

向にも合致している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

安定的 反動的 予測的 先取的

ライフサイクルの段階
後期成長
または成
熟

初期成長 後期成長
発生また
は減少

成長率 遅い 加速 減速
急速、加
速

技術の変化 遅い 遅い 急速 不連続
市場構造の変化 遅い 中 遅い 不連続
突発事象の可能性 低い 低い 中 高い

社会的圧力 なし 中 強
非常に強
い

技術の多様性 なし 低い 中 高い
成長資本需要 低 高 中 低い
利益性 高い 高い 中 低い
技術陳腐化率 低い 低い 高い 不連続
技術的集約 低い 低い 高い 高い

表１．企業家的環境

環境との相互作用のレベルの尺度

属性

安定的 反動的 予測的 先取的
市場構造 独占 寡占 寡占 複数競合

顧客の圧力 なし 弱い 強い
非常に強
い

成長率
遅く、安定

的
上昇、安
定的

下降、振
動的

急減、振
動的

産業ライフサイクルの段階 成熟 初期成長 後期成長 発生
利益性 高 高 中 低

製品差別化 なし 低 中 高
製品ライフサイクル 長い 長い 短い 短い

新製品の頻度
非常に低
い

低い 中 高

規模の経済 大 大 中 小
資本集約性 大 大 中 小

最も重要な成功要因
市場のコ
ントロール

市場占有
率、生産
費用

顧客の把
握、流通
サービス

ニーズと機
会の予測

表２．競争的環境

環境との相互作用のレベルの尺度

属性



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        表３ トップ・マネージメントの仕事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

図１ 戦略施策フレームワークとシステム・カバレージ 

１．自己への動機づけ 

２．目標の設定 

３．組織のスキル 

４．リーダー・シップ 

５．複雑に変化する現実への効果的で特異な対処 

６．経験に照らした学習とこれまでの知識の修正 

７．予測と計画の能力 

８．問題の定義 

９．下位目標の設定 

１０． 部下に任せられない複雑な問題の継続的な解決 

戦略施策発案 

戦略施策項目出しと対象領域 

経営計画への反映とリスク分析 

施策評価 

施策選定と承認 

施策展開 

経営環境からのフィード・バック 

施策チェック・ポイントでの評価 
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図表 

（表１、表２）北野利信 「経営学説入門」有斐閣新書 有斐閣 1977年 P165~166 

 

（表３）D.B。Hertz 「エキスパート エグゼクティブ」オーム社 P21 

  

（図３）北野利信 「経営学説入門」有斐閣新書 有斐閣 1977年 P235 
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