
光の三原色を発する画素を規則正しく並べ、その組み合わせで色を
表現する。発色の方式には、それぞれの色を発する発光体を並べる
方式と、白色光を発する発光体を敷き詰めてそれぞれの色のついた
カラーフィルタを被せる方式などがある。液晶など他の方式に比
べ、低い消費電力で高い輝度やコントラストを得ることができ、視
認性、応答速度、薄さ、軽さなどの点で優れた特性を持つ。また、
プラスチックなどの曲がった面や柔らかい面を表示面とすることが

できるなど、他方式では難しい用
途や装置への応用も可能である。
一方、加工・製造の難しさから低
コスト化や大画面化には問題を抱
え、実用化から長い年月を経ても
一部の携帯機器などで細々と使わ
れる状況に留まっている。▲

 他の方式と比較したメリット
　有機ELは従来の液晶ディスプレイや、プラズマディスプレイに
比べて
（１）�自ら発光するため、液晶と異なりバッ

クライトが不要で、映像を鮮明に表
示できる

（２）�安価なガラスや曲げることが可能な
プラスチックなどを基盤として使用
できる

（３）�極薄で折り曲げも可能であり、電子
ペーパーに用いる技術の有力候補で
ある

（４）�低電力消費で長寿命である
などの特徴がある。
　次世代ディスプレイのほか、LED照明と同様に次世代照明技術と
しても期待されている。▲

 今後の可能性はどうか
　米アップル社が数年後、iPhoneに有機ELディスプレーを採用す
るという報道が相次いでいる。各報道によると、韓国のLGDisplay
社とサムソン社が有機ELディスプレーの供給メーカーとして取り
ざたされている。有機ELディスプレーの量産実績を持たないジャ
パンディスプレイやシャープがどう対応するのかが注目を集めてい
る。有機EL量産で先行する韓国パネルメーカーLGDisplay社は、現
在有機ELディスプレー事業に世界で最も積極的なメーカーである。
親会社の韓国LGE社は大型有機テレビに傾注している。競合他社
の撤退が相次ぐ中で、孤軍奮闘。家電量販店のテレビ売り場で、同
社の有機ELテレビ（OLED�TV）を目にした方も多いのではないだ
ろうか。パネルを供給しているのはもちろんLGDisplay社である。
パナソニックも2015年10月に有機ELテレビを欧州で発売したが、
このパネルもLGDisplay社製だ。また、中国の複数のテレビメー
カーが有機ELテレビを開発しているが、パネルの供給元はいずれ
もLGDisplay社とみられる。中小型のディスプレイについては、腕
時計型のウエアラブル端末「アップル�Watch」用に1.3型の小型有
機ELパネルを量産している。ガラスのように割れることがなく、し
かも薄くて軽い樹脂を、有機EL駆動用のTFT基板に採用している
のが特徴だ。
� ※成岡がWikipediaなどの情報を基に改編
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　有機ELとは、「有機エレクトロルミネッセンス」の略。特定の有
機物に電圧をかけると、有機物が光る現象のことを指す。有機物は
植物や動物を構成する、どこにでも存在するもの。約25年前にアメ
リカの研究者が有機物を非常に薄い層に形成することで光を得るこ
とに成功した。この有機物が光る現象を有機ELと呼び、現在では
有機ELディスプレイや有機EL照明として活用している。▲

 一般的には
　有機ELとは、発光を伴
う物理現象であり、ある
種の有機化合物を用いた
層状の構造体に電圧をか
けると発光する現象を指
す。応用製品である有機
発光ダイオードやテレビ
の有機ELディスプレイ、
およびそれらの総称を意味する場合もある。この原理を応用した発
光ダイオード（LED）を「有機発光ダイオード」（OLED：Organic�
Light-Emitting� Diode）と呼ぶ。液晶などに比べ薄型軽量で消費電
力が少なく、高速応答で高コントラストなどの特徴を持った発光素
子として、照明やテレビ、ディスプレイ装置への応用が期待されて
いる。OLEDを利用したディスプレイやテレビを「有機ELテレビ」
「有機ELディスプレイ」（OELD：Organic� Electroluminescence�
Display）あるいは「OLEDテレビ」「OLEDディスプレイ」という。▲

 原理はどのようなものか
　有機物に電圧をかけて、２つの電極からそれぞれプラスとマイナ
スの電荷を持つ「正孔」と「電子」を注入する。両者が発光層で合
体すると、発光層である有機物はいったん高いエネルギー状態（励
起状態）になる。そこから、元の低いエネルギー状態（基底状態）
に戻るため、有機層はエネルギーを光として放出する。これらの発
光素子は発光層が有機化合物から成る発光ダイオード（LED）を構
成しており、有機化合物中に注入された電子と正孔の再結合によっ
て生じた励起子（エキシトン）によって発光する。非常に薄い、役
割の異なる有機物の層を積み重ねたシンプルな構成で、完成した有
機層の厚さは数百ナノメートル。髪の毛の1000分の１以下という
極めて薄い層であり、その薄い有機発光層をプラスとマイナスの電
極ではさみ電気を流して光を得る。有機ELの発光素子は、電子輸送
層、発光層、正孔輸送層を層状に重ねあわせた構造になっており、
両端から電圧をかけると発光層内で電子と正孔が結合し、そのエネ
ルギーが発光物質を励起させ発光する。この発光物質に有機化合物
を用いるものが有機ELであり、無機化合物を用いる無機ELも存在
する。▲

 実際の製品では
　実際の製品では、ガラスなどでできた基板に有機物の発光体を蒸
着し、微細な電極で電圧をかけることで発光させる。赤、青、緑の

有機ＥＬ
注目の新技術シリーズ 第５弾

●有機ELの発光原理

●スマートフォンへ導入

●曲がる有機ELパネル
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　部門ごとの目標達成に向けた業績管理や人事考課、あるいは人材育成や
活用を目的として目標管理制度の導入を検討したり、実際の導入を行って
いる企業は多くあります。ただ、効果が出ているとは必ずしも言えない企
業も多いようです。目標設定の立て方やその後の運用の仕方で、ありがち
な「間違い」を検証しながら、目標管理制度の効果的な運用のポイントを
考えます。

ある会社の事例
　目標管理シートでは、大まかに言えば個人の目標・達成度・個人評価・
上司の評価という具合で構成され半期ごとに振り返ることが多いようです。
ただ、記載内容は同じでも運用の仕方によって効果が全く異なります。次
の２つの事例で考えてみます。
　Ａ社では個人の目標を立てる際に、リーダーシップの強い上司から目標を
与えられることが普通でした。結果的に「自分が立てた目標」よりも「高
いノルマ」を与えられたとの認識が強く、逆に「目標達成は厳しい」とい
う思いが勝り、モチベーションが下がりました。
　Ｂ社では個人の目標を立てる際に、各自の自主性に任せ、上司もそれを
承認していました。結果は、問題意識やモチベーションが高い人の目標は
難易度が高くなり、そうでない人は低くなりました。当然、低い目標を掲
げた場合は達成しやすく、高い目標の場合は達成しにくくなり、全体的な
公平感はなくなります。また、個人の目標は達成したが、組織全体の目標
は達成できなかったという結果になりがちです。
　この２つの例は目標の立て方は正反対ですが、次のような共通点があり
ました。
①　対象者に見合った目標設定でないこと
②　十分なフィードバックが行われていなかったこと

それぞれの結果は
　過去の実績や本人の性格、職位や現状の仕事量など従業員の持つ特性は
まちまちです。Ａ社では個人が立てた目標以上に、事業目標ありきで従業
員へ目標を割り当てたため、結果的に個人が持つ特性を軽視した結果にな
りました。また、十分なフィードバックを通じて納得感がなかったため、
「押し付けられた目標」という感覚が発生し、問題の把握や課題解決の方
法という目標への理解が不十分でした。その結果、目標の達成へは逆に遠
回りになりました。さらに、自主的な経営への参加によるモチベーション
の向上がなかったことで、目標への取組みに対する持続性も失ってしまい
ました。
　では、Ｂ社ではどうだったでしょうか。
　Ｂ社では、従業員が目標達成への各自の評価を優先した結果、個人の特
性から生じる部門の中の役割を軽視した安易な目標を立て、上司もフィー
ドバックのなかで自主性を重視するあまり、十分な相互理解が欠如しまし
た。そのため、部門全体の目標への意識づけが不十分となり、目的の共有
化も十分図られてい
ません。その結果、
従業員が持つ能力を
発揮することができ
ないまま、本来の目
的である部門全体の
目標達成もできずに
終わりました。
　また、不十分な

診断士のデスクから

フィードバックの原因のひとつは、上司がプレーイングマネージャーであ
るため業務が忙しく、管理職としての十分な時間が取れないこともありま
した。

目標設定・運用のポイント
　こうしてみると目標設定・運用のポイ
ントは以下の点にあります。
①�　目標の設定については、事業部門の
目標と合致したものであること

②�　従業員の役割に見合ったものである
こと

③�　十分な納得感があること
④�　継続的なフォローを行うこと
　そして、期待効果としては以下のことが挙げられます。
①�　事業部門の目標が従業員へ十分浸透することや、目標の達成への取組
み効果による従業員の経営への参加意識によるモチベーションが向上す
ること

②�　個人の能力を高め組織の活性化や目的が達成されること
③�　十分な納得はモチベーションの持続や透明性の向上に寄与すること
④�　コミュニケーションの活性化による信頼の醸成や管理能力が向上する
こと

効果的な運用に向けて
　では上記のポイントを踏まえ、
効果的な運用に向けてどのよう
な取り組みが必要になるでしょ
うか。次の３つが重要です。
①　部門目標を徹底して共有する
　ミーティングなどの機会で、普
段から部門の目標を意識し、そ
の目標に向けて従業員各自が自
分の役割の中で何ができるかと
いう問題意識を持つことで、部門目標の共有を図ります。
②　個人目標のレベル付けを行う
　難易度のレベルに応じた目標を複数立て、評価のレベルもそれに合わせ
ます。それにより目標設定と評価に対する不公平感を減らします。
③　フィードバックを徹底し継続的な振り返りを行う
　十分なフィードバックを通じ、個人の目標と部門の目標の擦り合わせを
図ることで納得感のある目標設定を行います。また、環境の変化に対応す
るため、定期的にフィードバックを行い、目標の再設定や取り組み方など
を議論することで、達成度の向上につなげます。

効果的な目標管理制度の導入に向けて
〜運用においてありがちな「間違い」とは何か〜

鬼頭経営相談事務所　　　　　　
中小企業診断士　鬼頭　靖彦

●目標設定・運用のポイントとその期待効果

●マネージメントの流れ

●目標管理制度の取組みポイント

誠実な対応・熱意ある取り組みをモットーに日々の問題解決にむけサポートし
ます。

鬼頭経営相談事務所

〒602-8466　京都市上京区元誓願寺通千本西入ル松屋町379-305
携帯： 080－3807－9723

E-mail： y.kito@jcom.zaq.ne.jp

中小企業診断士  鬼頭　靖彦
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シリーズ

施設紹介
京都
の 京都市中央卸売市場第一市場

　京都市中央卸売市場は1927年（昭和２
年）12月11日に全国に先駆け日本で最初
の中央市場として開設されました。この中
央卸売市場ができるまでは、京都に12の
民営市場が分散していましたが、都市化
の進展によって市内の食料品需要は急激
に高まり、旧来からの個人問屋による流
通機構ではまかないきれなくなっていま
した。現在の位置に開設されて以来、今
日まで京都市民への生鮮食料品供給セン
ターとして大きな役割を果たしています。
　鮮魚・塩干・青果などを中心に食料品
全般を扱う総合食品卸売市場となってお
り、冬はアマダイ（ぐぢ）、夏はハモや京
野菜を中心に小売業者や料亭の求めに応
じ多種多様な食材を卸しています。
　開設当初は、鮮魚、塩干、川魚、青果の
４部でしたが、現在は青果部、水産物部
の２部となっており、卸売業者は、青果
部１社、水産物部２社。仲卸業者は、青
果部78業者、水産物部106業者、その他
加工食料品卸販売業者や市場業務に関連
した金融業、運送業、日用品販売業、飲食
業など98業者が業務を行っています。（平
成27年４月１日現在）
　近年京都水族館が梅小路に開設された

のにあわせ、すし市場を開設しました。
　水産品のせりは午前５時20分から、農
産品のせりは午前６時からと午前９時45
分から、うち近郷野菜に限って午前11時
から行われています。
　なお京都市では、食肉類を専門に取り
扱う卸売市場を全国で９番目の市場とし
て昭和44年12月に開場し、これに伴い従
来の市場を京都市中央卸売市場第一市場、
食肉卸売市場を京都市中央卸売市場第二
市場と呼んでいます。

※市場のデータ
①沿革
　 大正14年06月02日開設認可／大正14年12月24日起工／昭和02年

04月20日竣工／昭和02年12月11日開市（鮮魚部，塩干魚部，乾
物部／昭和03年01月16日青果部開市
②場所
　京都市下京区朱雀分木町80番地
③主要施設面積
　147,192㎡（青果26,359／水産27,176／駐車場89,222）

第10回

　このシリーズでは法人税法について書いてきましたが、最終回
は消費税の軽減税率について書かせていただきます。
　ご存じの通り、消費税率が10％に引き上げられるときに軽減税
率の導入が予定されています。軽減税率の税率は８％で、軽減税
率が適用されるのは食料品と定期購読契約が締結された新聞の２
種類とされています。食料品の定義については、今後さらに定義
が進んでいくと思われます。
　軽減税率が導入されるときにもう一つ、大きな改正があります。
適格請求書等保存方式の導入、通称「インボイス制度」と呼ばれ
る制度です。
　現在日本の消費税は、帳簿記載と請求書等の保存によって、仕
入税額控除を認めています。一般的に帳簿方式は、免税事業者か
らの課税資産の譲渡等も仕入税額控除の対象にすることができま
した。しかし、インボイス方式ではそうはいかなくなります。イ
ンボイス制度では、インボイスの保存がなければ消費税の仕入税
額控除が認められません。すなわち、仕入税額控除を受けるには
インボイスの発行を受けなければなりません。このインボイスは
誰でも発行できるのかと言えばそうではなく、適格請求書を交付
できる事業者として登録を受ける必要があります。すなわち適格
請求書を交付できる事業者として登録すると言うことは、消費税

の納税義務者になるということです。したがって、免税事業者に
は適格請求書を発行することはできません。
　インボイス制度への移行は、経過措置としての区分記載請求書
等保存方式を経て、平成33年４月１日からです。
　免税事業者からの課税資産の譲渡等が仕入税額控除の対象にな
らないと言うことは、免税事業者が取引から除外される可能性も
あり、取引全体を見直すことが必要です。
　またインボイス制度が導入されると、適格請求書等を保存しな
ければ仕入税額控除をすることができないので、従業員等への周
知徹底が必要になります。
　軽減税率の導入に伴って、事業者への負担が増えることになり
ます。インボイス制度の導入までは少し時間はありますが、それ
までにいろいろな検討が必要です。
　今回で私の担当は最終回になります。ご愛読ありがとうござい
ました。

第14回 軽減税率について
税務のコーナー

法　人　名　　税理士法人りたっくす
代�表�者�名　　久乗��哲
住　　　所　　京都市中京区橋弁慶町234ゆたかビル8F
電�話�番�号　　075-255-9990
ＦＡＸ番号　　075-255-9991
Ｕ　Ｒ　Ｌ　　http://rita-x.tkcnf.com/pc/
ア�ド�レ�ス　　satoshi-kunori@rita-x.com

▲ 京都市中央卸売市場第一市場

▲ すし市場▲ 野菜置き場

▲ セリの様子

▲ 市場の内部
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送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

４月になり新入社員が入社された企業もあるだろう。逆に今年から会社説明会が３月解禁になり、この時期ダークスーツを着た学生さ
んを多く見かける。多くの企業の説明会に参加するのだろうが、何か自分なりに信念を持っていないと、あっちにふらふら、こっちに
ふらふらになる。自分は何をしたいのか、やりたいのか。そこに集中することだ。（な）

編集
後記

今月の
推薦図書

「未来を読む」ビジネス戦略の教科書
〜稼げる事業の生み出し方〜

　02月に開催したNMO勉強会でテーマに
なった「シナリオプランニング」。その第一
人者の著者が上梓したこのテーマに関する決
定版とも言える書籍。「シナリオプランニン
グ」とは、今後起こり得る未来を想定し、そ
の未来を企業活動に「つないで」実利を挙げ
るための思考法。単なる未来予測ではなく、
企業として現実感のある戦略やビジネスモデ
ルを考えるもの。
　この著書では、いろいろな企業の成功例、
失敗例を通じて「シナリオプランニング」の
本質を解説する。
　10年後の未来を考えたときに、現在のビジ
ネスモデルは通用するだろうか？もちろん、
考えた未来がその通りになるわけではないが、
想像し適切な準備をしておくことは必要であ
る。そのときになって慌てていても手遅れだ。

書　名：「未来を読む」ビジネス
戦略の教科書〜稼げる事
業の生み出し方〜

発　行：毎日新聞出版
著　者：西村　行功
発行日：2015年09月25日発行
定　価：1,500円＋税
ページ数：246ページ
版　型：A５版
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　　　　　４：複数の未来に対応する
第２章：「未来戦略」に成功した企業、失敗した企業
　　　　　１：顧客についての洞察力を高める
　　　　　２：新規参入を含む競合品・代替品についての洞察力を高める
　　　　　３：産業のバリューチェーンの洞察力を高める
　　　　　４：儲ける仕組みについての洞察力を高める
第３章：未来ビジネスを創造する

4 月度・5 月度勉強会のご案内  ［いずれも参加費1,000円］

NMO勉強会 京都例会　http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第173回
日　時： 05月12日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です

会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講　師： 成岡　秀夫
   （NMO勉強会主宰者）

テーマ：本格的に始まった事業引継ぎ支援センター構想 
    〜中小企業の後継者探しの新しい試み〜

第172回
日　時： 04月14日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です

会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講　師： 久乗　哲氏
   （税理士法人りたっくす 代表）

テーマ：平成28年度の税制改正の解説 
    〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜

第134回
日　時： 05月17日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です

会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）

講　師： 成岡　秀夫 
    （NMO勉強会主宰者）

テーマ： 本格的に始まった事業引継ぎ支援センター構想
    〜中小企業の後継者探しの新しい試み〜

第133回
日　時： 04月19日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です

会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）

講　師： 今仲　清氏 
    （税理士法人今仲清事務所 所長）

テーマ： 平成28年度の税制改正の解説
    〜知らないと損をする中小企業に関連の税制改正を解説〜

NMO勉強会 大阪例会　http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

成岡秀夫経営塾
マネジメント基本講座シリーズ
時間　13：30〜17：00
場所　�京都市下京区烏丸四条COCON烏丸ビル４階シティラボ内� �

セミナールームにて
形式　成岡からの講義形式／毎回自由参加
費用　�毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）� �

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）
定員　６名で先着順／申込後のキャンセルはできません
申込　��ホームページ、Eメール、FAX、電話にてお申込みください

第19期（2016年度前期）

 スケジュールと内容 
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

19-1 4月17日 日曜日 決算書・試算表を理解する
～貸借対照表～

19-2 5月15日 日曜日 決算書・試算表を理解する
～損益計算書～

19-3 6月19日 日曜日 決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書～

19-4 7月10日 日曜日 設備投資の判断基準を知る
～投資判断基準～

19-5 8月  7日 日曜日 資金調達と資金繰りの基本を知る
～現実の資金繰り方法～

19-6 9月11日 日曜日 経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～


