
The choice to ever-flourishing



Viable Vision 
かつてない収益レベルを達成し、

永続的に繁栄しつづける企業をつくる。



「バイアブル・ビジョン」とは極めて高い理想（Vision）を実現する（Viable）こと。組織の誰もが現在は到底不可能だと考

える利益率を実現し、「繁栄しつづける企業」を創るプロセスを意味します。

ゴールドラット・コンサルティングが目指すのは、どんな環境の変化にも免疫性が強く、組織のあらゆる事業活動におい

て前例のない実績と成果を出し続ける企業。それは、実証的・論理的・体系的な手法で全体最適の視点からものごとの本

質を見極め、根本的に課題を解決する科学的なアプローチから生まれます。その際、企業のリソースはそのままに、大きな

投資など改革のためのリスクを冒す必要もありません。安定した基盤を確保して組織ごとのポテンシャルを最大限に引

き出し、利益率の目覚ましい向上と極めて早いビジネスの成長を実現していきます。さらに、安心してチャレンジできる

風土をつくって次世代を担う人材を育成し、飛躍的な成長を維持し続けることを可能にします。

組織の課題を強みの核に転換。
現在のリソースを活用し、安定を確保しながら
達成不可能と思えるような目標を実現します。
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Theory Of Constraint
組織全体へ最も好影響を与える

ポイントにフォーカス。

シンプルゆえにパワフルに問題解決。



The Goal
ゴールドラット博士執筆による工場の業

務改善プロセスを主題にしたビジネス小

説。1984 年に出版され、全世界で 1,000

万人によって読まれ、出版されて２０年

以上経った今も色あせない大ベストセラー。 

どんな複雑なシステムも、 本来、シンプルさが存在します。
全ての因果関係を解き明かして問題の本質を見出し、
少数の制約に集中して取り組むことで
ごく短期間に目覚ましい成果を生み出します。

「バイアブル・ビジョン」達成のための基本理論となるのが、TOC（Theory Of Constraint/制約理論）。ビジネスオペレーション

を一つのチェーンに例えると、一番弱い部分に集中して取り組むことで、より短期間に組織のパフォーマンスを大幅に向上させ

られるという、科学的な全体最適の理論です。

「ものごとは、そもそもシンプルである」「人はもともと善良である」。これらはTOCの重要な信念です。TOCでは、システムを成

り立たせる因果関係をシンプルに解き明かし、全体へ最もインパクトを与えるポイント（=制約）を特定して解決策を作成。組織

全体が焦点を絞って取り組むことで、ごく短期間での目覚ましい成果を達成します。

エリヤフ・M・ゴールドラット博士
Eliyahu M. Goldratt（1947-2011）

1948年イスラエル生まれ。物理学者。

1980年代の初頭、ゴールドラット博士

は、Hard Science(自然科学)をビジネ

ス領域に適用しようと決意しました。物

理学者として、ビジネスの世界に興味を

持ったのは、結果が継続して測定でき、

それが、彼の手法の成果を極めて早く知

ることができるという理由からです。約

20年後、彼の理想は現実となり、あらゆ

るマネジメント領域において、画期的な

パラダイムシフトをつくりあげ、前例の

ない実績と確固とした成果を生み続け

ています。

ゴールドラット博士の著作とともに進化を続けるTOC

TOCの進化は、ゴールドラット博士の著作をたどってみることで明らかになります。最初の『ザ・ゴール』の出版は1984年。この本は生産を

テーマにして非常に複雑なものを単純にして、解き明かしました。それから『ザ・ゴール２』では、生産よりもはるかに複雑と思われるマーケ

ティングとサプライチェーンについて、そして『クリティカルチェーン』では、より不確実性が高く、複雑で、しかも同じものは二度とないプ

ロジェクトについて、驚くほどシンプルに全体最適のマネジメントへの道を解き明かしています。さらに『チェンジ・ザ・ルール！』では、ます

ます複雑になる現代のビジネス全般の大きな課題について、ＩＴ化とは何のためにするのかというシンプルな質問で、パワフルな解決策を示

しています。『ザ・チョイス』は、これをさらに進めて、組織全体の継続的繁栄と、さらには、個人の人生について議論をしています。

1980's 1990's 2000's1970's

生産 会計 プロジェクト営業とマーケティング
サプライチェーン/流通

組織全体
戦略と戦術
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Strategy & Tactic Tree

繁栄しつづける企業を目指し、経営幹部から現場まで
そして、組織横断的に改革を実践。

組織がひとつの目標に向かって方向性を共有できる「戦略と戦術の

ツリー」。全員の意識を統一し、改革をシンプルかつロジカルに実行

できる、実践的なロジックを提供します。飛躍の基盤となる安定と成

長の概念をベースに、それぞれの部門が実行すべき戦略と戦術を、時

系列による順番も含めて設定。各自がオーナーシップを持って実践

することで、自然に全体最適で行動する知恵と知識が根付き、次世代

の人材も育成されます。

また、「戦略と戦術のツリー」は、自社だけでなくお客様、お客様のお

客様、エンドユーザー、協力業者などにも積極的に働きかけ、サプラ

イチェーンの全体最適を生み出します。全てのステークホルダーの

間に調和が生まれ、その自然な結果として自社の「バイアブル・ビ

ジョン」を実現します。

「何のために」「どうやって」を一人ひとりが理解し、
組織のあらゆる部門が全体最適で行動できる仕組みを
構築するコミュニケーションツール。
ベースには安心して挑戦できる安定した環境を提供。

戦略と戦術のツリー (S＆T Tree)

= Strategy ( 戦略 )S = Tactic ( 戦術 )T

viable vision
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戦略と戦術のツリーの構造

TOCでは、戦略と戦術を極めて重視し、誰もが理解して実

行できるよう、わかりやすく定義しています。戦略とは「何

のために」実行するのか？という質問に答えるもの。戦術

とは「どうやって」実行するのか？という質問に答えるも

の。戦略と戦術はいわば表裏一体の存在として、組織のあ

らゆるところに存在します。それぞれの実状に合わせて内

容はカスタマイズされ、その全てが「バイアブル・ビジョ

ン」の実現へ集結します。

「戦略と戦術のツリー」では、経営トップが考える戦略と戦

術を、部門ごとに「何のために」行うのか理解し、「どうやっ

て」実践するのか現場まで落とし込んで提示します。また、

組織全体へ加速的に波及するよう時系列で示し、組織横断

的に一貫した活動ができる強い組織をつくります。

戦略
Strategy

戦術
Tactic

PA

NA

SA

Viable Vision

並行仮定(Parallel Assumption)

戦略と戦術を結びつける背景の説明を提供

します。

必要仮定(Necessary Assumption)

上の階層の戦術と戦略を次のレベルの戦略と

戦術に結びつける背景の説明を提供します。

十分仮定(Sufficient Assumption)

この階層の戦術と戦略を、次のレベルの戦略

と戦術に結びつける背景の説明を提供します。
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T O C
 application areas

サプライ
チェーン

プロジェクト

Various TOC solutions

それぞれのＴＯＣのソリューションを
１つのパワフルな全体最適のソリューションへ統合

組織における全ての機能の改善をシンクロさせ、
全体最適で組織の成果に結びつけ、
飛躍的な成長をもたらします。

TOCは一見複雑に見える問題の本質をわかりやすく解き明かし、「生産」はもち

ろん「プロジェクト」「サプライチェーン」「販売」「戦略」「問題解決」の各分野に

おいて、シンプルかつパワフルな全体最適のソリューションをご提供します。ま

た、それらのソリューションを統合することにより、組織全体の成長がさらに加

速。一つひとつのソリューションの実践で得られた改善の成果が全体の成果と

なって、ごく短期間で目覚ましい成果を出し続け、それが組織全体に波及するよ

うに、御社の環境に合わせて実行の手順を設計していきます。
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生産 
‐Production‐

生産投入の方法、優先順位のマネジメント、制約の取り扱い

方の改善、そして継続的改善に。追加投資せずにキャパシ

ティを大幅に増やすと同時にリードタイムを大幅に縮小、

納期厳守率を目覚ましく改善。

サプライチェーン全体の調和を考えた、中央倉庫・地域倉

庫・物流の活用、初期在庫量の設定方法、補充の方法、在庫

適正量の管理の能率向上、そして継続的改善に。サプライ

チェーン全体の在庫を大幅に削減。品切れを解消し、在庫回

転率を劇的に向上。

サプライチェーン
‐Supply Chain‐

マルチタスク削減、万全な準備・計画、お客様や協力業者の

理由による遅れ、そして継続的改善に。予算と仕様に一切妥

協することなく、大幅な納期短縮と納期厳守率の大幅向上、

キャパシティを大幅に拡大。　

プロジェクト
‐  Project‐

ターゲットマーケットの定義方法や提案方法の改善、そし

て継続的改善に。取引先とのWin−Winを達成し、サプライ

チェーン全体に調和をもたらす提案力を構築。クロージン

グ力強化による成約率の向上や、競合他社との決定的な差

別化を実現。

販売
‐Sales and Marketing‐

あらゆる好ましくない現象を活用して、全体最適に導く解

決策を編み出すと同時に、組織全体に継続的改善の文化を

埋め込む。組織全体の課題解決力を強化。

問題解決
‐Thinking Process‐

大組織における変革のロジックを提供し、安定と成長を両

立しながら「繁栄しつづける企業」を実現。組織のトップか

ら現場まで、また組織横断的に全体の目標と明確な繋がり

を持ったコミュニケーションをつくり出す。

戦略
‐Holistic‐

T O C
 application areas

生産

販売

戦略

 問題解決

TP

あらゆる産業界で実証されたTOCのソリューション
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Noticeable real Successes

世界中のあらゆる産業界でビジネスを
リードする目覚ましい成果と実績。

 increase

納期厳守率

On-Time Delivery, 
Availability  increase

収益力

Revenue,
Throughput  increase

財務的成果

Combined Financial 

decrease

サイクルタイム

Cycle Times
decrease

リードタイム

Lead Times 
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世界中の産業界で報告されているTOCの導入による成功事例。

現在はビジネス全般のみならず、行政、医療、教育などの分野においても

成果を生み出し続けています。

…もっと多くの成功事例を知りたいときは

Web Search“Theory of Constraints” ＋＿＿＿＿＿

Web検索で調べると世界各国での導入事例が豊富に紹介されています。「Theory of Constraints」という
言葉だけでサイトを検索した場合、約300万サイトが表示され、圧倒的な成果が報告されています。

let’s  Click !

decrease

在庫レベル

Inventory Levels
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ゴールドラット・コンサルティングは、経営トップから現場に至るまでコンセンサスをとることそのものが極めて重要であると考えています。

お客様の「バイアブル・ビジョン」を確実に成功させるため、契約の前に相互の信頼関係を築く独自のプロセスを設置。このプロセスは、プロ

ジェクトに関わる全ての方々のオーナーシップと賛同が得られるまで展開し、合意が得られて初めてコンサルティングの契約を行います。

また、実施段階では、一人ひとりとの深いコンセンサスを基に、「繁栄しつづける企業」に必要な次世代のリーダー育成も支援していきます。

A carefully thought out engagement Process

プロジェクトに関わる全ての人々の
コンセンサスの形成を重視した契約プロセス。

Discovery phase Validation phase Commitment phase Implementation

「バイアブル・ビジョン」や御社に

合致しうる「戦略と戦術のツリー」

をご紹介し、御社にとってどれほ

どの効果が期待できるかを見極め

ます。

ゴールドラット・コンサルティン

グのトップエキスパートを派遣

し、御社の環境に適切な TOC の

解決策をご説明。ご提供する解決

策について御社の担当チームと一

緒に検証します。

御社の特別な事業環境に合致した

「戦略と戦術のツリー」を作成し、

トップから現場に至るまでプロ

ジェクトに関わる全ての方々と議

論してさらに磨き上げ、コンセン

サスと実行に対するオーナーシッ

プを形成します。

ここまでのステップで合意が得ら

れて初めてコンサルティングの契

約を議論。実施によって、競合他

社との差別化をはかる御社独自の

強みが生まれて維持され、「繁栄し

つづける企業」になることを、エ

キスパートとともに支援します。

発見 検証 決意 行動
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CLIENT GOLDRATTWin＆Win

A real Win-Win-value based approach

「お客様はパートナー」という信念から
成果責任の概念を取り入れた契約に。

21 3

本当のパートナーであるということはどういうことか？
我々は我々自身に問いかけ続け、
業界では例のない成果責任という概念を
契約の中にも取り入れました。

ゴールドラット・コンサルティングの契約の約
９割が、合意した目標が達成されて初めて報酬
が支払われる成果報酬形式。

報酬は、支払い時点で達成した財務的な収益の
内のほんのわずかで、契約に合意した期間のみ
発生します。

成果報酬が発生する目標ラインは御社の経営幹
部と議論した上で極めて高く設定し、ゴールド
ラット・コンサルティングの支援なしには達成
できない目標となっています。
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GOLDRATT Group

ゴールドラット・グループは、TOC（制約理論）を世界中に普及するために設立されました。 「ゴールドラット・マーケティング」「ゴールドラッ

ト・スクール」「ゴールドラット・コンサルティング」の３つの組織からなり、世界中の経験豊富かつ最優秀なエキスパートにより構成されて

います。

「ゴールドラット・スクール」は、TOCの考え方を指導できるリーダーや次世代の経営陣の柱となる人材の育成を行います。「ゴールドラット・

マーケティング」はさまざまなメディアを通してTOCの教材の提供を行い、「ゴールドラット・コンサルティング」は組織の全体最適の改革を

通じて「繁栄しつづける企業」を実現する「バイアブル・ビジョン」のコンサルティングを行っています。

 Goldratt Group

Goldratt Schools Goldratt MarketingGoldratt Consulting

http://www.jp.goldrattconsulting.com/ http://www.toc.tv/
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I smile and start to count on my fingers, “One, people are good. Two, every conflict 

can be removed. Three, every situation, no matter how complex it initially looks, is 

exceedingly simple.  Four, every situation can be substantially improved; even the 

sky is not the limit.  Five, every person can reach a full life.  Six, there is always a 

win-win solution.  Shall I continue to count?”

DR. ELIYAHU GOLDRATT, THE CHOICE



株式会社 Goldratt Consulting Japan
〒 107-0061

東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 9F　
TEL（03）5770-8856

ホームページ　http://www.goldrattconsulting.com


