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私信 A personal note

TOCは⻑年ひとつ一つ進歩を積み重ねてきた結果で
す。フローの考え方は、ますます多くの分野で実践さ
れるようになり、世界的に多くの人々の注目を集め、
世界中あらゆる業種で多くの企業に成⻑と安定をもた
らしています。
晩年、TOCのすべての知識体系の開発に用いたと同じ
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晩年、TOCのすべての知識体系の開発に用いたと同じ
ロジックを使って、人は実際どう振る舞うのかとい
う、ソフトサイエンスの領域でも新しい理解を展開し
ようとしていた、ゴールドラット博士（皆親しみをこ
めてエリと呼ぶ）にめぐり会えたことは、私にとって
一生心に残る経験でした。



日本はTOCの考え方にいかに貢献したか
How Japan contributed to the TOC thinking

「私のこれまでの仕事はすべて、ハードサイエンス（自然科
学）の基本的な考え方と方法は、社会科学にも適用可能だし、
適用すべきだという信念に基づいています。その一つは、アイ
ザック・ニュートンが唱えた“現実は自らと調和している” とい
う考え方です。日本の文化は“和”を非常に重んじる文化だと聞
いて、私の制約理論は、欧米より日本の方が早く受け入れられ
るはずだと予想していました。嬉しいことに、その期待通りに
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るはずだと予想していました。嬉しいことに、その期待通りに
なりました。しかし予想外なこともありました。日本からの
フィードバックによって、調和の概念に対する私自信の理解を
大きく拡げざるを得なくなったのです。そのとき私は、自分の
理論に対する私自身の理解が、いかに限られたものだったかを
悟りました。」

エリ・ゴールドラット
“The Choice日本語版（ザ・チョイス）の前書き追記から”



制約理論 The Theory of constraint

• 今ここにおられる皆さまは、一定レベル
TOCを学んでおられ、多くの方は、会社に
とって何が制約か、詳細に説明できるはず
です。

では、人にとって何が制約か、自分に問い
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• では、人にとって何が制約か、自分に問い
かけたことはありますか？



今日お話ししたいこと What we will cover today

TOCは、常に、人の⾏動における惰性の驚異的なパワーや、全体より部分の最適
にフォーカスしやすい性癖のような、人の⾏動の本質に触れてきました。ところ
が、エリが人の⾏動の本質について語り始めたのは、亡くなるたった数ヶ月前、
最初の4ページしか書けなかった“マネジメントの科学”という一冊の本の中でし
た。間違いなく、エリは巨人であり、その最後の⾔葉をベースにTOCは発展し続
けるでしょう。

私は今日、どうやって巨人エリの肩に乗り、どうやって彼の最後の⾔葉の本質を
発展させたらよいかを述べようと思います。
エリの最後の⾔葉：
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エリの最後の⾔葉：
1．私たちは、複雑性を恐れるあまり、複雑なシステムをサブシステムに分けるよ
う駆り⽴てられ、全体の目的と合致しない部分最適を追及しようとして、マネジ
メント（経営、管理者）の注⼒を浪費している。

2．私たちは、不確実性を恐れるあまり、限りない精密さの追求に駆り⽴てられ、
ノイズに隠れた細部まで最適化しようとして、マネジメントの注⼒を浪費してい
る。そして、

3．私たちは、対⽴から争いに発展するのを恐れるあまり、常に対⽴を避けようと
して、望まない妥協にいつも悩まされ、マネジメントの注⼒を消耗している。



TOC入門 Short TOC intro

– TOCは、組織の究極の制約であるマネージメントア
テンション（経営の注⼒）を最大活用する経営手法
です。

– マネージメントアテンションは、組織の複雑さ、不
確実性、相対⽴した要求への対処に費やされ、消耗
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マネージメントアテンションは、組織の複雑さ、不
確実性、相対⽴した要求への対処に費やされ、消耗
し続けています。

– 組織の複雑さ、不確実性、対⽴に対する一般的な対
処法では、限られたマネージメントアテンション
を、著しく浪費し、間違った使い方をしています。



システムのマネージメント Managing Systems

1. 制約を⾒つける
2. 制約を最大活用する方法を決める
3. 制約以外を上記の決定に従属させる
4. 制約を強化する
5. 惰性を次の制約にしないように注意!!!!
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5. 惰性を次の制約にしないように注意!!!!
制約が解消したらステップ１に戻る

A⼊⼒ 出⼒B C D E

20 16 10 14 18生産能⼒（個/日）



マネージメントアテンション Management Attention

Step Step 11::制約制約をを⾒⾒つけるつける

Step Step 22::制約制約をを最大活用最大活用するする方法方法をを決決めるめる

マネージメントアテンションマネージメントアテンション
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継続的継続的なな安定安定とと成⻑成⻑をもたらすことにをもたらすことに集中集中するする：：
-- 決定的決定的なな競争⼒競争⼒をを構築構築するする
-- 競争⼒競争⼒をを収益収益にに変変えるえる
-- 競争⼒競争⼒をを維持維持するする



マネージメントアテンション Management Attention

Step Step 33::制約以外制約以外をを上記上記のの決定決定にに従属従属させるさせる
経営経営のの注⼒注⼒をを競争⼒競争⼒のの構築構築・・収益化収益化・・持続持続からから遠遠ざけるざける作用作用をを
取取りり除除くく：：
1.1. 複雑なものを無理やり単純にしてはいけない
2.2. 不確実なのに無理やり確さを求めてはいけない
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3. 対⽴を無理やり調和させてはいけない、中核の対⽴を妥協妥協しないでしないで解消解消
しなさいしなさい

Step Step 44::制約制約をを強化強化するする

Step Step 55::制約制約がが解消解消したらステップしたらステップ１１にに戻戻るる。。
今今のの惰性惰性をを次次のの制約制約にしないようににしないように注意注意!!!!!!!!



TOC入門 Short TOC intro

私たちは、TOCを教えるとき、通常は、非常に具体的なケースについて話
をして、非常に実務的であるよう努めます。そして、現状ツリー（CRT）
を説明した後、変化を起こし中核の問題（UDE）を克服するために必要と
なる、原因と結果の拾い出しとパラダイムシフトについて説明します。
今日は、マネジメントの過ちの大部分を引き起こす⾏動に人を駆り⽴てる
コアな要素は何かについて、私の好きなアプローチで、もっと概念レベル
の議論をしたいと思います。

– 複雑性に私たちはどう対処していますか？
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– 複雑性に私たちはどう対処していますか？
- 複雑なものを無理やり単純にする

– 不確性に私たちはどう対処していますか？
- 不確実なのに無理やり確さを求める

– 対⽴に私たちはどう対処していますか？
- 対⽴を無理やり調和させる

「プロジェクト環境」と「生産環境」の例を使って、エリが遺した最後の
⾔葉について説明した後、今日の経営を支配する別の恐れを⾒つけよう思
います。



複雑なものを無理やり単純化する
Imposing Simplicity on Complexity

原因 Cause

結果 Effect原因 Cause

複雑さへの恐れ
（根本原因）

組織を部門に分けて、
部門ごとに

パフォーマンスを最大化する
(⾏動）

これらの結果が原因で起きる悪影響
をよく知っていただくために、生産
環境とプロジェクト環境からそれぞ
れ例を一つ示します。

そして、それら間違った⾏動を排除
する方法は、次の２つのどちらかで
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結果 Effect

(⾏動）

部分最適に走る 部門間で対⽴する

する方法は、次の２つのどちらかで
あることを示そうと思います。
1. 仮定の間違いを認めてそれを正す
2. 評価尺度の間違いを認めてそれを

正す



複雑なものを無理やり単純化する
Imposing Simplicity on Complexity

部分最適に走る
例生産環境 プロジェクト環境

設備や人の効率の追求が、局所
的生産性の最大化、（需要より
非常に大きな）大規模バッチ、
仕掛りの増加、優先順位の不透
明化とリードタイムの増加の動

“プロジェクトの納期を守るには、どのタ
スクも確実に予定を守るのが一番”という
信念と、結果的にタスクマネージャが期
間の水増しでタスク（そしてプロジェク
ト全体）を守らざるを得なくなる評価尺
度のせいで、多くの作用が働いてタスク
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明化とリードタイムの増加の動
機になる。

どうやって防ぐか：
間違った評価尺度を正して、フ
ローを実際の需要に合わせる

度のせいで、多くの作用が働いてタスク
の余裕が無くなってしまい、何らかの理
由でどれかタスクが遅れると、プロジェ
クト全体が遅れる。

どうやって防ぐか：
対⽴の背後の間違った仮定を⾒つけて
正す



複雑なものを無理やり単純化する
Imposing Simplicity on Complexity

部門間で対⽴する
例

営業と製造は 、“売れるものを
作ってくれない”、“作っても
売ってくれない”と⾔って、いつ
も対⽴している。生産と調達、
営業と経理（営業が意識してる
かどうかは別にして）、エンジ

優先順位をめぐるリソースマネー
ジャとプロジェクトマネージャの絶
え間ない対⽴。可能な限り安くした
い調達部門と、高いペナルティや悪
評のダメージを避けるため、注文し

生産環境 プロジェクト環境

©©

営業と経理（営業が意識してる
かどうかは別にして）、エンジ
ニアリングと製造…の間にも、
同様に固有の対⽴がある。

評のダメージを避けるため、注文し
たものを直ぐに欲しいプロジェクト
マネージャの対⽴。

どうやって防ぐか：
間違った評価尺度を⾒つけて正す

どうやって防ぐか：
対⽴の背後の間違った仮定を⾒つ
けて正す



不確実なのに無理やり確さを求める
Imposing Certainty on Uncertainty

原因 Cause

結果 Effect原因 Cause

不確かさへの恐れ
(根本原因)

詳細まで“正確な”（高度な）
⾒積もり（予測）に頼る

（⾏動）
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結果 Effect “雑音”への無意味
で過敏な反応

責任を果たすための歪曲



不確実なのに無理やり確さを求める
Imposing Certainty on Uncertainty

雑音への無意味な対応
例

“雑音”や不確実性は自然を支配してい
る因子であり、避けることはできな
い。⻑期の予測に基づく生産計画が、
需要と供給のミスマッチを引き起こ
す。予測はあくまで“平均”であり、盲
目的に頼ると自然の“雑音”に対処でき

不確実性を恐れるプロジェクトマ
ネージャは、プロジェクトの計画を
どんどん詳細にして、計画の中に根
拠のない確かさを作り込む。詳細す
ぎる計画は、実際と計画のズレをあ
まりに多く生じさせ、優先順位を不

生産環境 プロジェクト環境
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目的に頼ると自然の“雑音”に対処でき
ない。避けられない変動から生産環境
を守るには、適正な“ショックアブ
ソーバ” が必要。

どうやって防ぐか：
予測に関する間違った仮定を⾒つけ
て、適正な場所にバッファを置く

まりに多く生じさせ、優先順位を不
透明にして、本当に進捗を左右する
少数の問題にプロジェクトマネー
ジャがフォーカスできなくする。

どうやって防ぐか：
詳細な計画に頼る仮定の間違いを⾒つ
けて、計画にバッファを入れ、実⾏時
にバッファの消費を監視する



不確実なのに無理やり確さを求める
Imposing Certainty on Uncertainty

責任を果たすための歪曲
例

“月末”症候群は自己歪曲（おむつ
工場の例）。不確実性は排除でき
ず、変動は避けられない。した
がって、予測通りの数字を⾒つけ
たら、それはほぼ間違いなく、正
確に⾒せるため意図的に曲げた数

プロジェクトでは、通常、各メンバーに
自分のタスクの所要時間を⾒積もらせ
る。その⾒積もりが自分の約束と解釈さ
れると、プロジェクトには多くの不確実
性があると知っているから、メンバーは
プロジェクトの⾒積もり（約束）を意図

生産環境 プロジェクト環境
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確に⾒せるため意図的に曲げた数
字である。

どうやって防ぐか：
間違った仮定を捨てる

プロジェクトの⾒積もり（約束）を意図
的に水増しする（タスク単位の水増しの
結果として）。

どうやって防ぐか：
正しく⾒積もって欲しいなら、なおさ
ら、期日の遵守率で専門家を評価しない
ようにする。
つまり、⾒積もりを約束と解釈してはい
けない。



対⽴を無理やり調和させる
Imposing Harmony on Conflicts

原因 Cause

結果 Effect原因 Cause

争いへの発展の恐れ
（根本原因）

相反する⽴場の⾏き来、
あるいは妥協

（⾏動）
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結果 Effect
相反する⽴場の⾏き来は、

常に他方に
ダメージを与える。

相反する⽴場の妥協は、
両方に

少なからずダメージを与える。



対⽴を無理やり調和させる
Imposing Harmony on Conflicts

相反する⽴場の⾏き来
例

・SKUそれぞれ、どれくらい在庫を持つ
べきか？
・顧客のニーズを満たすには、どれくら
いの数のSKUを置くべきか？
・予防保守の頻度は、どれくらいにすべ
きか？

・スコープを削って納期を守
るか、予算の追加を要求する
か？
・フローか、リソースの生産
性か、どちらにフォーカスす

生産環境 プロジェクト環境
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・予防保守の頻度は、どれくらいにすべ
きか？
・材料は、早めに投入するか、遅めに投
入するか？

どうやって防ぐか：
対⽴の背後にある間違った仮定を⾒つけ
て正す

性か、どちらにフォーカスす
べきか？
・コスト削減か、フロー増大
か？

どうやって防ぐか：
間違った評価尺度を正す



対⽴を無理やり調和させる
Imposing Harmony on Conflicts

相反する⽴場の妥協
例

・この品目は倉庫間のクロスシッ
ピングで扱うべきか？
・これは緊急だから最優先だ。し
かし他にも最優先のものがある。
一体どっちを優先すればよいの
か？

・皆が火消モードになる。
・リソースが足りないし、もっとよい
訓練が必要だ。
ダメだ！こっちはまだ3カ月かかる、
また納期を延ばしてもよいのか？

生産環境 プロジェクト環境
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一体どっちを優先すればよいの
か？
・この製品は、今値下げすべき
か、もっと待つべきか？ 待てば
遅すぎるかもしれないし、早けれ
ばマージンを失うかもしれない。

どうやって防ぐか：
間違った仮定を捨てる

また納期を延ばしてもよいのか？
・まだ5カ月かかる、もっと早く終え
ろと⾔うなら、専門家をもう10人く
れ。
ダメだ！コストが高すぎる。2人にし
ろ。
どうやって防ぐか：
間違った評価尺度を正す



改善し続けるフロー Progressive Flow

TOCは、どんな組織も、どんなに複雑⾒えても、
本の少数の要素に支配されているという仮定を基礎にしています。

ものごとはそもそもシンプルである

複雑性への対処 不確実性への対処 対⽴への対処
重要な制約を⾒つけ出
し、そこにフォーカス
して、そのパフォーマ
ンスが最大になるよう

戦略的にバッファを置い
て、変動からフローを守
り、変化に合わせてバッ
ファを動的にコントロー

中核対⽴の背後の仮
定を崩して、ウィン
－ウィンな解決法を
⾒つけて対⽴を解消
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ンスが最大になるよう
に組織を同期させる。

ファを動的にコントロー
ルする。

⾒つけて対⽴を解消
する。

事業フロー改善のTOCアプリケーション
CCPM
(R&D, 

IT, 
Engin.)

DBR 
(生産)

プル型
サプライ
チェーン

小売り

事業価値向上のTOCアプリケーション

断れない提案
URO

（商取引）
事業開発 調和の

エンジン
イノベー
ション

RRR Flex Aval PPC

TOCベースの戦略構築



しかしこれが全体像でしょうか？
But is this the full picture? 

• この３０年間、あらゆる産業でTOCの正しさが
証明されてきました。

• 多くの学術研究で、TOCが最も効果的な経営
ツールであることを示す、定量的な結果が得ら
れてています。
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れてています。

• 巨大企業のリーダーがTOCを推進しています。

…しかし、TOCは、企業の経営方法として、まだ
よく知られていません…

何故でしょう？



何故TOCなのか？
Why TOC

Jeff Bezos, Amazon’s 
CEO
Nov. 2014

彼は上級幹部全員に
“ザ･ゴール”を読むよ
う指示しました。
“私のアドバイスはこ
うです。もしビジネ

イスラエルの天才が発明したこのシ
ンプルな理論がビジネスに対する考
え方に革命を起こすだろう。

©

CONFIDENTIAL ©

うです。もしビジネ
スの世界にいるか、
経営か戦略を広く扱
う⽴場なら、ザ･ゴー
ルを読みなさい。後
で私に感謝すること
になるでしょう…“



他に一番の恐怖に直面していませんか？
Are we facing additional main Fear?

• TOCはずっと「人は本当に変化を嫌がるの
か？」という疑問をテーマにしています。

この疑問に対するTOCの良識としての答え
は、「Ｎｏ」です。
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この疑問に対するTOCの良識としての答え
は、「Ｎｏ」です。



チェンジマトリクス（変わる／変わらない）
The 4 quadrants of Change

添付

©

添付



TOCのツール TOC tools

私たちは、このチェンジマトリクスの３つの領域を扱
う多くの強⼒なツールを開発してきました
• ⾦の壺 ： 決定的な競争⼒（DCE）、スループット会計

（TA）、SFS
• 松葉づえ ： S&Tツリー、標準テンプレート、プレゼン

テーション、抵抗の階層
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テーション、抵抗の階層
• ワニ ： UDEの分析、CRT、CCRT、FRT その他

私たちは、人魚に対処するツールは、まだ何も開発
できていませんが、人魚には最も強⼒な⼒がありま
す。(Daniel Kahneman教授 の2002年ノーベル経
済学賞の受賞で証明されたように)



非常に強い別の恐怖に直面していませんか？
Are we facing a very strong additional fear?

あらゆる点が明らかで納得できて、すべてのリス
クが軽減されると分かるのに、私たちにとって良
い変化を受け入れる気になれない、もう一つ別の
非常に強い恐怖を感じていませんか？

なぜエリはこの恐怖について語らなかったので
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なぜエリはこの恐怖について語らなかったので
しょう？



どうやってゴリラを捕まえるか？
How to catch a Gorilla? 

ゴリラを捕まえるのは容易ではありません。⼒が強いからです。
まずジャングルで小さな穴のある大木を探します。そして、その
穴の中にバナナを置いて待ちます。そうすると、バナナの匂いを
嗅ぎ付けたゴリラはそれを掴もうと手を穴に入れます。ところが
ここで問題が起きます。バナナを掴んだままでは穴が小さすぎて
手を抜き出せません。ゴリラはお手上げです。さてどうするで
しょう？ 粘り強く懸命に、もの凄い⼒で木を揺らし、⼒の限り
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しょう？ 粘り強く懸命に、もの凄い⼒で木を揺らし、⼒の限り
腕を引いて、罠から逃れようとします。でもどうにもなりませ
ん。穴から手を抜き出すにはバナナを手放すしかありませんが、
ゴリラはそうしようとしません。バナナを手放すのは本能に反す
からです。そうなると捕まえるのは簡単です！ ゴリラは、バナ
ナを手放すというパラダイムシフトができないので、（⼒ずくで
やるという）無謀な戦略を取ります。



4番目の恐れは何でしょう？
What is the fourth fear?

はっきり分かる脅威があったとしても、既知の状況/
環境/パラダイムから離れるのが怖い、安らかで親し
みを感じる快適な場所を去るのが怖い。

この恐怖にはいろいろな側面があり、本質的に組織的
な最初の3つと違って、4番目の恐怖はより個人的な
ものです。ですから、TOCコミュニティは、この深刻
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ものです。ですから、TOCコミュニティは、この深刻
な問題に対処できる新しいツールの開発に、もっと多
くの時間と労⼒を割くべきです。

この恐れは、ほとんどすべての人の意思決定で、圧倒
的に大きな動機付けになるので、どうしても無視する
わけにはいきません。


