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論 文 要 旨 
 

学籍番号 81533297 氏 名 島 青志 

 

論 文 題 目： 

企業理念浸透のための経営管理フレームワークの提案 

－マズロー欲求階層と多層顧客価値連鎖分析を活用して－ 

 
 

 

 

（内容の要旨） 

近年、「企業理念」に関する注目が集まっている。しかしながらどのような企業理念を

掲げてもそれが社内外に浸透しなければ意味はない。多発する企業の問題の中には、企

業理念が浸透していないことに端を発するものも少なくない。 

先行研究においても、企業理念そのものに関する研究は多いが、その浸透に関する研

究の蓄積はまだ進んでいない。中でも組織に理念を浸透させるためには具体的に何をす

ればよいかというフレームワークまで落としまれた経営学研究は、殆どないのが現状で

ある。 

企業の存在意義は、「自らの機能を活用して、社会、コミュニティ、個人の欲求を満た

すこと」（Drucker）にあるが、それぞれの企業や組織の「存在意義」を示す企業理念を

従業員や顧客へ浸透させるにはどうすればよいか、また従業員や顧客を含むステークホ

ルダーの欲求を満たすために、どうすればそれを正しくつかむことができるかという課

題について、本研究では新たな経営管理フレームワークを提案する。 

本フレームワークは、時間軸、空間軸、および Maslow の欲求階層に準拠した心理軸

の３次元からなり、階層ごとに顧客価値連鎖分析（CVCA）を用いて、それぞれの階層

で、ステークホルダーの間で、価値連鎖（Value Chain）が構築されているか可視化でき

る構造になっている。 

CVCA を描けない箇所が、Value Chain がつながっていない箇所であるから、どこに

企業や組織の問題があるのか、理念を浸透させるためには何が足りないのかを示すこと

が可能となる。 

その上で、理念浸透に成功していると言われる企業、問題を抱えている企業に対し、

本フレームワークを作成して、理念の浸透具合や問題点を表すことができるかどうかの

検証を行った。併せて経営者や実務家を対象に本フレームワークの導入ワークショップ

を行い、その妥当性を確認した。 

 

 

 

 
 

キーワード（5 語） 

企業理念 多層顧客価値連鎖分析 マズロー欲求階層 全体論的アプローチ アーキテ

クチャフレームワーク 
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Student 

Identification 
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Title 

Corporate Management Architectural Framework utilizing Maslow's Pyramid and 

Multi-Layer Customer Value Chain Analysis 

 

 

Abstract 

The organization should satisfy both the corporate philosophy and employee’s needs 

through corporate management. But there is no method to support how to combine them 

effectively. This paper proposes an architectural framework that can be used for 

managers and employees to evaluate and understand the corporate philosophy and 

stakeholder needs and to coordinate their differences. This corporate management 

framework consists of three axes; time (lifecycle) axis, spatial axis, and Maslow’s 

hierarchy of needs axis. Each block, which is defined by three axes, has Customer Value 

Chain Analysis (CVCA). CVCA is a method for visualizing value exchanges among 

stakeholders in order to analyse existing social systems and designing new social 

systems. Each CVCA describes value exchanges, which are defined by the 

corresponding Maslow’s needs. This framework identifies whether or not the corporate 

philosophy is able to reach the employees or customers, and whether or not the 

employees’ needs are conveyed to upper-level management. 

Based on these, I created and verified this framework for companies that succeeded in 

penetrating the philosophy, and for companies with problems. In addition, I held 

workshop on introduction of this framework to management and confirmed the validity 

of this framework. 

 

 

 

 
 

Key Word (5 words) 

Corporate Philosophy, Multi-Layer CVCA, Malow's Pyramid, Holistic Approach, 

Architectural Framework, 
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序論 

 

 

序論においては、本研究を行なう上での背景および目的について述べる。 

1.1 において、本研究の背景と企業理念を取り巻く問題点について述べ。そして 1.2 にお

いて、本研究の目的について述べる 
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1.1 研究の背景 

1.1.1 企業経営と企業理念 

「船を造りたいなら、男どもを森に集めたり、仕事を割り振って命令したりする必要はない。

代わりに彼らに広大で無限な海の存在を説けばいい」（サン＝デグジュペリ） 

 

近年、企業経営に関して、企業理念が注目されている。多くの企業が経営理念を掲げてお

り、ウェブサイトや会社案内の最初に、ミッションやビジョンついて語っている企業も増加

している。 

なぜ理念が必要なのか？ Max Weber は著書「宗教社会学論選」（1976）において「人間

の行為を直接に支配するものは、利害関心であって理念ではない。しかし理念によってつく

りだされた世界像は，きわめてしばしば転撤手として軌道を決定し，そしてその軌道上を利

害のダイナミクスが人間を押し進めてきた」と述べた。 

水谷内（1992）は、上の Weber の言葉を引用して、「今日までわが国企業を支えてきた

「効率と利潤の追求」を中心とする考え方は、グローバル化の進展をはじめとして，ゆとり

と豊かさの重視や社会（地域）との共存・共生、地球規模での環境保全などの諸要因の表出

によってもはや通用しない時代を迎えている。その意味で，わが国企業はいままさに時代の

転換点に直面し、Weber の言葉は、時代の転換点における現代企業の経営理念が果たすべ

き役割の重要性とその必要性を如実に示唆している」と述べている。日本において企業理念

研究が盛んになり始めたのは 1980 年代であるが（瀬戸 2009）、この少し前あたりから日本

における高度成長が終わりを告げ、成熟社会に入ったという時代の転換が背景にある。 

そしてグローバル化の進展とともに、組織を含む社会システムの複雑化はますます増し

ている。テクノロジーや社会システムが複雑になり環境の多様性が増せば、対応する企業や

組織のシステムもより複雑になり、トップからの命令や指示といった単純な（多様性の低い）

対処法では、多様化した組織へのコントロールは困難になる。 

Ashby（1956）は、「必要多様性の法則」（the Law of Requisite Variety）を説き、多様

性のみが多様性を吸収することができ、環境の多様性と同等の多様性を自ら保持するか、あ

るいは環境の多様性をシステムの多様性の水準まで削減しなければ、そのシステムは生き

残ることはできないと述べた。つまり多様化した組織をまとめる（多様性を削減する）には、

組織全体の抽象度を上げて、より高い場所からの取りまとめ（多様性の内包化）を行なう必

要がある。その手段が冒頭のサン＝テグジュペリの言葉にあるように、船を造る手順をひと

りひとりに細かく指示する替わりに「広大で無限な海の存在を説くこと」。つまりビジョン

を掲げることである。 

Colins and Porras（1994）は、ビジョン、未来志向、先見性を持った企業である「ビジ

ョナリ―カンパニー」として、3M や SONY など 18 社を選んで分析を行い、時代を超えて

永続する卓越した企業の「永続性」の源泉（生存の原則）は基本理念（ビジョン/コアバリュ

ー）にあると述べている。 
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企業の人事担当者を対象とした「企業理念浸透に関するアンケート調査」（HR 総合調査

研究所：http://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=77）によれば、企業理念を浸透

させることの必要性を問うたところ、98％（「ややそう思う」を含む）の企業が必要だとの

認識を持っていた。残り 2％も「わからない」であり、否定的な企業は 0％であった。（図 1-

1） 

 

 

図 1-1 社員への理念の浸透は必要か 

 

 

何のために企業理念の浸透が必要なのか。その理念浸透の主な目的については、「企業経営

の方向性の明確化」(74％)、「社員の行動規範」(55％)、「企業文化・社風の良質化」(51％)

が過半数を超える企業からの回答であった。その他、「企業の社会的責任意識の向上」(37％)、

「社員の一体感の醸成」(37％)、「経営戦略・方針の指標」(35％)、「現場の仕事の質の向上」

(24％)、「社員のモチベーション維持・向上」(21％)、「日常の経営管理の指標」(10％)とい

った回答が続いている。（図 1-2） 

 

図 1-2 企業理念浸透の目的 
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ほとんどの企業が、企業理念浸透の必要性を感じているという結果であったが、理念浸透

のために具体的に何か施策を講じているかとなると、やや状況が異なってくる。「講じてい

る」（「やや講じている」を含む）とする企業は 66％にとどまり、3 分の 1 の企業は施策を

講じていない。また、「講じている」企業の中でも「やや講じている」程度の認識の企業が

過半数となっていで、「講じている」とする企業は全体の 31％に留まる。（図 1-3） 

 

 

図 1-3 理念浸透のために施策を講じているか 

 

 

実際の施策内容を見てみると、「（理念を解説した）パンフレット・カードの配布」（57％）、

「分かりやすい表現での明文化」（52％）が多い。次いで「管理職・一般職を対象にした企

業理念教育」（38％）、「企業理念に基づいた企業文化・組織体制・社内制度」（32％）、「企業

理念の唱和活動」（30％）と続いている。（図 1-4） 
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図 1-4 企業理念浸透の施策の内容 

 

 

様々な施策を講じてみても、実際に取り組みの成果として、企業理念が社員に浸透してい

ると認識する企業はわずか 6％しかなく、「やや浸透している」の 36％を合わせても 4 割強

に過ぎない。「(浸透しているとは)あまり思わない」(40％)、「思わない」(13％)を合わせると

半数を超えている。（図 1-5） 

 

図 1-5 理念は浸透しているか 

 

経営理念の浸透が進んでいないとする企業で阻害要因を聞いてみると、最も多かったの

は、「経営層が旗振り役になれていない」（54％）で過半数を超えている。経営理念は策定し

たものの「お飾り」になっている企業が多いようである。次いで「社員の帰属意識の希薄化」

(38％)、「企業理念に基づいた体制・制度になっていない」（30％）となっている。（図 1-6） 
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図 1-6 理念浸透を妨げているもの 

 

以上の調査から、多くの企業では、企業理念および理念の浸透の必要性を感じているが、

施策を講じている企業は、3 割弱（やや講じているを含めて 6 割強）に留まり、社員への浸

透に関しては、9 割の企業が不十分であると感じていることがわかる。 

企業理念の浸透策は、「パンフレットの配布」「わかりやすい表現での明文化」「企業理念

の教育や唱和活動」といった企業理念の言葉やその意味を社員に覚えてもらおうとするも

のが多いが、現場では「経営陣の問題」「企業理念に基づいた体制・制度になっていない」

「経営環境と企業理念に乖離がある」と経営陣が企業理念にあった社内体制づくりを行っ

ていないことへの不満が多いことがわかる。 

こういった経営層と現場とのギャップが、企業理念浸透の必要性を感じながらも実際に

は成果が上がっていない要因である可能性が、この調査から浮かび上がってくる。 

 

1.1.2 企業理念を取り巻く問題点 

1.1.2.1 不祥事が続く「理念経営企業」 

廣川・芳賀（2015）によれば、企業理念への関心が最近高まっている理由は、①企業の不

祥事、②組織のダイバーシティ③個人のアイデンティティの試練の 3 点があげられるとい

う。 

ステークホルダーや世間に向けた企業理念を持ちながら、不祥事をおこす企業は後を絶

たない。日産自動車に「身売り」を余儀なくされた三菱自動車には、有名な三菱グループの

根本理念「三菱三綱領」（所期奉公＝期するところは社会への貢献、処事光明＝フェアープ

レイに徹する、立業貿易＝グローバルな視野）があり、2000 年、2004 年と立て続きに起き

たリコール事件を経て、2005 年に「大切なお客様と社会のために、走る歓びと確かな安全

を、こだわりを持って提供し続けます」との企業理念を新たに制定した。しかし 2015 年に
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起きた燃費性能不正事件で、同社は会社存続の危機にまで陥った。そして 2017 年にはその

三菱自動車を自社グループに引き込み、「人々の生活を豊かに（ビジョン）」し、「独自性に

溢れ、革新的なクルマやサービスを創造し、その目に見える優れた価値をステークホルダー

に提供する（ミッション）」日産自動車でも、目に見えないところで長年検査不正が行われ

ていた問題が発覚する。 

このように、企業理念を持つ企業に不祥事が続くことに関して、北林（2005）は、企業理

念の内容も重要であるがその内容が組織・個人のレベルまで浸透していなければ何の効力

もないことを示しており、理念なき経営が問題なのではなく、理念が浸透していないことが

問題である、と述べている。 

 

1.1.2.2 企業理念の評価の難しさ 

企業理念は実際の経営現場において、どれほどの影響や効果があるものなのだろうか？ 

前述の Colins and Porras（1994）による分析、あるいは Peters and Waterman（1982）

の「エクセレントカンパニー」においても、企業理念や共通の価値観をもつことが、超優良

企業の不可欠な要素であると述べられている。しかし逆に「企業理念を持てば、ビジョナリ

ーカンパニーあるいはエクセレントカンパニーと呼ばれる企業になることができるのか」

という疑問には答えることができていない。 

企業理念の評価に関する研究では、David（1991）が Business Week に掲載された米国

トップ企業 1,000 社を対象に行った調査がある。この調査では経営理念を持つ 75 社と持

たない 105 社の業績（ROI，EPS）は、統計的に有意な差が見られないとの結果であった。

一方で、思いやりのある企業文化とより良い顧客サービスには、相関があるという研究

（Barsade, O.Neill 2014）や、満足している従業員の生産性は、そうでない場合より 12％

高いとする研究（Oswald, Proto, Sgroi 2014）などがあり、企業理念が企業文化や従業員満

足の段階まで浸透すれば効果があるとしたものがある。従業員満足（ES）と顧客満足（CS）

に繋がりが見られることは、Heskett らが Service-Profit Chain（SPC）フレームワークと

して、1994 年に Harvard Business Review で発表している。 

飛田（2010）は、経営理念の内容と企業業績の相関性について定量調査を行っている。経

営理念の内容を「株主へのアピールのみの内容」「従業員のやりがいに向けた内容」「株主と

従業員双方に向けた内容」に分け、それぞれの業績を調べた結果、「株主のみ」が最も低く、

他の２つの業績との間で、有意の差が見られた。 

企業理念の効果や業績との関係についての先行研究をまとめてみると、企業理念の有無

だけでは業績の差に有意性はみられない。「企業理念がある」「ミッションやビジョンを掲げ

ている」というだけでは何の効果もなく、それが企業文化となったり、従業員を含むステー

クホルダーに浸透して、やりがいに繋がったりすることで、企業業績等に効果を及ぼす、と

いうことが言えそうである。但し、このことについて統一的な見解が得られているわけでは

ない。 
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 冒頭で紹介したアンケートの結果からも明らかなように、企業理念への関心は低くない。

にもかかわらず、なぜ企業理念の効果や評価に対して、いまだに確定的な研究結果が得られ

ていないのだろうか。 

 その最大の原因は「企業理念の浸透」というデータの特性にあると考える。「売上高」「市

場シェア」といった最初から数値化されているデータであれば、そのデータを使い統計的調

査（定量調査）を行って分析をすることは難しくない。しかし「企業理念が浸透している状

態」とはどういうことか確定されない状態で定量調査をしても、研究者や対象が違えば違っ

た結果が導かれる可能性がある。同じ企業で調査をしても、アンケートの質問の内容が異な

ったり、選ばれた被験者の組織内での立場や待遇が違ったりすれば、違う結果となる可能性

が高い。またその成果として指標となる企業業績（利益）も、外部環境や内部環境の様々な

ファクターがその数字を決めており、どの要因がどのくらいの割合で寄与したのか、企業理

念の効果がどれほどなのか知ることは難しい。 

 

1.1.3 定性調査からのモデル化の必要性 

谷津（2015）は、探求する研究対象の現象が、①未知、②特異、③ばらつきがある、④不

確かな現象である場合は、量的研究よりも質的研究が向いている対象であると述べている

が、上記からも（次章で述べる様々な先行研究においても）わかるように、「企業理念の浸

透」という現象は、かなりの部分が適合している。 

能智（2005）は、質的研究について「単にデータが質的であることだけを特徴とするので

はなく、むしろ従来の量的な研究において見落としされていたり軽視されていたりするも

のの見方やデータの扱い方の全般を指す概念である」と定義している。「あなたの会社の企

業理念の浸透度はどれくらいですか？ 次の５つの中から当てはまるものをお答えくださ

い」の質問に代表される定量調査で「見落としていたり軽視されていたり」してきたものが、

そもそも「企業理念が浸透している状態にある企業」とはどういう企業なのかという前提で

ある。 

その前提が曖昧なまま調査を行うと、「理念が浸透していると従業員達が感じている企業

が、理念が浸透している企業であるという結果」になりかねない。この文のおかしさは「理

念が浸透している企業の従業員は、理念が浸透していると感じていることが、調査の結果判

明した」と文を置き換えればすぐにわかるであろう。そういう中で統計的調査によって「理

念が浸透していると従業員が感じている企業の業績はよい」という研究結果が得られたと

しても、理念の浸透に苦労している経営者や現場にとっては、何の役にも立たない。 

 

「企業理念が浸透している企業」をモデル化できれば、そのモデルの参照によって自分の

会社では経営理念が浸透しているかどうか、効果が上がっていない場合どこに問題がある

か知ることができる。本研究では、企業理念が浸透し、効果が上がっていると言われる企業
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を実際に視察（オブザベーション）することから始めたい。その中で再現可能な概念を導出

し、経営理論とつなげてフレームワーク化する。そしてモデル化したフレームワークを検

証・評価して必要があればさらに修正を加えていく。本研究では、そのような作業から企業

や組織の現場で役に立つモデルを提示したいと考える。 

 

1.2 本研究の目的  

入山（2014）は経営学におけるフレームワークの役割について「抽象的な経営理論をビ

ジネスで使いやすくするためのルートの一つ」と述べている。（図 1-7）しかしながら SCP

理論（Structure Conduct Performance‐企業の収益性は産業構造に依存しているという経

営理論）を「ファイブ・フォース」「ジェネリック戦略」といったフレームワークに落とし

込んだ Michel Porter など一部の学者を除いて、フレームワーク化に興味や関心のある経営

学者はほとんどいないという。 

 

 

図 1-7 経営理論とフレームワークの関係（入山（2014）を一部変更） 

 

その理由として入山は、経営学者にとって、実務家のために理論をフレームワーク化する

ような実務論文を書くインセンティブがないことを挙げている。一方で、経営の現場では

様々なフレームワークがあふれているが、多くはコンサルタント等がその実務経験を通じ

て生み出したものが大部分である。現場から生まれたフレームワークを経営理論につなげ

る「フレームワークの理論化」もほとんど進んでいない。 

経営学のような分野で理論と実務を結ぶ「経営理論のフレームワーク化」に、システムズ

エンジニアリング（SE）の手法は威力を発揮すると考える。経営に必要な様々な資産（理

論や手法など）を、その機能や性能に着目して、目的の最大化（経営理論の現場での応用や

実施）のために配置をする。そして標準的な視点をもとに経営状態の判断や評価をすること

は、アーキテクチャフレームワークの手法そのものである。また理論と実務という抽象度の
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異なる事象の間で論をコントロールするのも、SE の得意とするところである。 

経営理論をフレームワーク化することによって、経営者は自社のビジネスモデルとフレ

ームワークのモデルを比較することができる。比較することによって自社のどの部分が問

題があるのかを可視化ができ、適切な対策を打つことができるようになる。 

実際に疋田（2012）は、組織サイバネティクスの生存可能システムモデル（Viable System 

Model）のフレームワーク化の研究において、Barnard（1938）の協働体系理論を適用する

ことで、経営戦略論や経営組織論などの経営理論との接合を試みており、「システム論的視

点からの経営診断の研究はまだ緒に就いたばかりであるが、厳しい経営環境を生き抜く企

業経営者にとって有益な指針となり、企業が活性化され、企業を取り巻く地域のイノベーシ

ョンに向けた積極的な企業行動が促進されることが期待できる」と述べている。 

本研究においては、企業経営理論に基づき、企業理念を従業員や顧客に浸透させるうえで、

企業活動の効果を上げるためのフレームワークを構築して提案することを目的とする。そ

の上で構築したフレームワークに対し、実際の企業に適用して検証を行い、経営者や実務家

による妥当性の確認を行うものとする。 

 

1.3 本論文の構成 

本論文の構成として、序章では、本研究の背景および目的について記述した。第 2 章で

は、本研究に関する先行研究について記述し、本研究を取り巻く「企業理念の浸透」に関す

る研究の流れを概観して課題を明らかにする。第 3 章では提案するフレームワークに関す

る経営理論や経営思想の背景を明らかにした上で、作成方法等内容について詳細に説明す

る。第 4 章では、企業理念を導入し効果を上げている企業及び失敗している企業の事象に

対し、本フレームワークを適用して検証を行い、第 5 章で実際に経営者・実務家への導入ワ

ークショップを行い妥当性を確認する。そして最後に第 6 章において、結論と今後の展望

について記述する。 

 

（補足）用語について 

企業理念を表す言葉には、経営理念、ミッション、ビジョン、バリューなど多数あり、企

業や組織によって独自の言葉を使用しているケースもみられる。 

 一般的には、経営者が企業経営の拠り所とするのが経営理念であり、経営者を含む全社員

が指針とする言葉がミッション、目指す未来像がビジョン、バリューは行動規範と訳される。

そしてそれらをすべてまとめて企業理念と呼ぶ場合が多い。また特に伝統的企業では社是

や社訓という言葉も使用される。 

 実際にはすべての企業においてこういった基準で統一されているわけではなく、またそ

の違いを論じるのは本研究の趣旨ではないので、本論文においては企業が持つ理念を「企業

理念」という語で基本的に統一するが、企業の事例や先行研究で使用されている場合など必

要に応じ他の語も使用するものとする。 
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第 2 章 先行研究 

 

 

本章では、まず 2.1 において企業理念及び企業の理念浸透についての先行研究に述べる。

そして 2.2 においてリーダーシップ研究についての先行研究を述べる。2.3 では、理念浸透

研究とリーダーシップ研究がそれぞれトートロジー的な関係にあり、理念やビジョンの浸

透にはリーダーシップが欠かせなく、そしてリーダーシップが効果を発揮するには理念や

ビジョンの浸透が欠かせないという問題を指摘する。 
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2.1 企業理念浸透についての先行研究 

Bart（1998）は、企業理念を、1. Why does this organization exist? 2. Why is this 

organization here? 3. What is this organization trying to accomplish? の疑問に答える

ものだとした。理念の定義は研究者によって様々であるが（北居・田中 2009）、田中（2013）

は、企業理念を「社内外に公表された、経営者および組織体の明確な信念・価値観・行動規

範」、理念浸透を「成員が行動をとるときの指針となったり、言動に反映されている状態」

と定義している。 

 北居・田中（2009）は、浸透のプロセスを内面化と定着化に区別して分析している。内

面化は従業員一人一人の内面に浸透することを指す。例えば企業内の行動が、理念に沿って

いるか照らし合わせながら行動している状態をいう。一方定着化は、理念浸透施策によって， 

マネジメントや製品、人事制度に理念が反映・定着している程度を浸透度と捉えている。 

内面化の浸透について、金井（1997）は、コープこうべの事例調査から、強い企業文化か

らの影響、観察学習（直属の上司や先輩、同僚を観察して自分の中に取り込む）、意味生成

（同僚との議論を通じて理念の自分なりの意味を生成する）といったプロセスを経て理念

が浸透されるとした。一方定着化に関する研究では、野林（1998）が、220 社への質問票調

査による実証研究において、企業理念がマネジメントや作品（製品・サービス）、人事制度

に反映されているかの調査を行っている。その結果をもとに、浸透策が「理念の明示」「ビ

ジュアルでの象徴」「人やソフト装置での象徴」「理念教育研修」「インナープロモーション

を通じた習慣化」の 5 つに大別されることを明らかにした。これらの研究は中島（2006）

や田中（2013）による追試でも有効性が認められている。 

但し野林の研究対象は、従業員全体の理念浸透ではなく、経営に直接かかわるマネジメン

トレベルでの理念浸透であり、野林は「現状では『社員全体に理念が浸透していない』こと

が大きな問題となっている」と述べている。 

 

複数の企業に跨り、従業員全体を対象にした大掛かりな研究調査として、高尾と王による

経営理念浸透の調査研究（2012）がある。高尾らは、経営理念を「意図的に提示された組織

アイデンティティの一部」であると定義し、個人レベルでの理念浸透を「理念的カテゴリー

によって定義づけられる組織アイデンティティと個人アイデンティティの融合プロセス」

としている。大手企業 5 社の従業員を対象にして、2 年にわたり 2,757 のサンプルを得て分

析した結果、理念浸透が、理念に対する認知的理解（自社の経営理念を知っているか）、情

緒的共感（経営理念に共感を覚えるか）および行動的関与（経営理念に沿った行動をしてい

るか）の 3 次元から把握できることが示された。 

表 2-1 はその 5 社の調査結果であるが、経営理念の社員への「浸透度」が最も高い状態を

表している行動的関与を見ると、「経営理念基づいた行動をしている」とする会社はみられ

ず、5 段階評価の３である「どちらともいえない」をつけた A 社と B 社が最高評価であり、

企業理念浸透の難しさが浮き彫りとなっている。 



18 

 

 

表 2-1 経営理念浸透度の調査（高尾・王 2012） 

 

また、従業員への理念浸透に影響を及ぼすのは、その従業員にとって内集団とカテゴライ

ズされた人間からの影響、特に直属の上司からの影響が最も強く、強い正の相関を示してい

る。逆に外集団との関係では負の相関が見られ、これは人事部などの他部署や外部の者によ

る理念浸透教育、普段接触のない企業トップからの直接の訓示などの効果は、限定的である

ことを示唆している。他にも、理念の浸透度を高めるための教育の効果は、新入社員なども

ともと所属意識が低い者（組織成員性が低い者）に対し、ある程度の水準に達するという効

果が見込めるが、ベテラン社員のような組織成員性が高い者にはあまり効果が期待できな

い。この組織成員性の高い者に対しては、認知的理解や情緒的共感よりも行動的関与を示す

必要があることも明らかになった。 

この研究から読み取れるのは、従業員に企業理念を浸透させるためには、その従業員の周

りの人間、特に直属上司の行動的関与、つまりその上司自身が企業理念に沿った行動をして

いることが何より重要なことである。それなくして、認知的理解や情緒的共感の働きかけ、

例えば企業理念を額に飾るなど従業員の目に触れるようにしたり、朝礼などでの理念唱和

や社長訓示などを行ったりしても効果が薄いことを表している。「上司自身の行動的関与」

を高めるためには、その「上司の上司」の行動的関与が必要であり、結局は社長らトップの

行動次第ということになる。しかもそれぞれの関係が内集団の関係でなければならず、上司

と部下の関係が薄かったり、心のなかで反目していたりする関係では、内集団の関係と言え

ず、負の相関が働いて逆効果になってしまう。 

田中（2012）はこの研究について、先行研究でも言われていた、企業理念浸透における部

門長（直属の上司）の結節点としての役割の重要性や、組織間のコンフリクトの問題を明ら

かにしたことは、企業理念研究を前進させたとして高く評価し、組織に理念浸透させること
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は困難であるとの問題点をあらためて浮かび上がらせたことなど興味深い点が多いとしつ

つ、学術的に有益な結果を得られてはいるが、現場には応用させにくいという課題があると

述べている。 

  

これまでの先行研究を見ても、企業理念浸透の範囲、そして尺度も研究者によって一定で

はないことがわかる。高尾、王（2012）の研究では、企業理念の内容を理解していたり、共

感している状態でも「浸透」と解釈していが、これは田中（2013）の「成員が行動をとると

きの指針となったり、言動に反映されている状態」を基準にすれば、「浸透」には至ってい

ない状態ということになる。 

 

2.2 リーダーシップについての先行研究 

前項の高尾らの研究でも、認知的理解や情緒的共感に比べ、行動的関与の効果つまり従業

員に「企業理念に沿った行動」をとってもらうのはハードルが高いとされている。表 2-1 に

も表れているように、卓越したリーダーのもと理念浸透に成功していると一般に認知され

ている企業（A 社、B 社）においても、行動的関与を行っている度合いはさほど高くないと

いう結果からも伺える。 

現実問題として、言葉を示すだけで他人の行動を変えることは難しい。組織において他人

に影響を与え、組織をある方向に導く人がリーダーであり、そのスキルや方法論がリーダー

シップである。   

Bass（1990）は、リーダーシップを「2 人またはそれ以上からなるグループ間の相互作

用であり、リーダシップはグループの他の人のモチベーションや能力を向上させるもので

ある」と述べている。 

リーダーシップ研究は古くから数多くの学者をはじめ、経営者、実務家の間でも行われて

きた。マキャベリの君主論（1532）などもいまだに読まれ続けている。 

現代の経営学でも様々な理論があふれているが、入山（2016）によれば世界のリーダー

シップ研究の最も中心的な理論になっているのが、トランスフォーメーショナル・リーダー

シップであるという。 

トランスフォーメーショナル・リーダーシップは、1978 年に James MacGregor Burns

によってそのコンセプトが提唱された。BurnsはMaslowの欲求階層理論を詳細に分析し、

その理論をリーダーシップのあり方に応用した。彼はリーダーシップのあり方を、従来の方

法論であるトランザクショナル（交換型）・リーダーシップとトランスフォーメーショナル

（変容型）・リーダーシップに区別した。 

トランザクショナル（交換型）・リーダーシップではリーダーは部下に金銭その他の報酬

を示し、トランスフォーメーショナル（変容的）なリーダーは部下の既存の欲求に加えて潜

在的なモチベーションを探し、より高度な欲求（尊厳欲求や自己実現欲求）を見つけ、部下

に深く関わる。トランスフォーメーショナルなリーダーシップの結果として、相互に刺激し
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あう関係が生まれ、部下はリーダーになれるようになり、リーダーはモラル・エージェント

となる、とした。 

 

第３章で取り上げる Conley（2007）は Maslow の欲求階層を自分の経営理論（ピーク経

営論）に取り込んだ方法論を、Burns のこの一説から見つけたと述べている。 

東（2005）によれば、この Burns の研究を，さらに発展させたのは Barnard Bass（1985, 

1990, 1998）であり、彼は交換型リーダーシップと変革型リーダーシップは相対立するもの

ではなく，フォロワーの努力を引き出すために並存しているとしている。そして、変容型リ

ーダー（transformational leader）は、以下の 4 つの資質から分類される。 

 

（1）カリスマ（Charisma）： 

ビジョン・ミッションの意味を提供する，誇りを注入する，敬意や信念を増加させる。 

（2）鼓舞（Inspiration）： 

高い期待をコミュニケートし，努力を集中させるシンボルを使用し，単純な方法の重要な

目的を提示する。 

（3）知的な刺激（Intellectual Stimulation）： 

知識，合理性，丁寧な問題解決を促進する。 

（4）個別的な配慮（Individualized Consideration）： 

個人的な注意を提供し，従業員を個々に扱い，コーチし，アドバイスする。 

 

一方交換型リーダー（transactional leader）は以下の 4 つの資質からなる。 

（1）随伴的報酬（Contingent Reward）： 

努力に対する報酬の契約を交換し，より良いパフォーマンスに対する報酬を約束し，業績

を評価する。 

（2）例外による管理（能動的）（Management by Exception [active]）： 

ルールや基準からの逸脱の監視や探索し，修正な行動を実行する。 

（3）例外による管理（受動的）（Management by Exception [passive]）： 

基準が満たされない場合のみ介在する。 

（4）レッセフェール（Laissez-Faire）： 

責任を退く，決定することを回避する。放任主義。 

 

トランスフォーメーショナル・リーダーシップの研究で、いずれの研究者が重視している

のも、「ビジョン」を掲げていることである。（東 2005） 

Conger & Kanungo（1988）は，上記 1 の「カリスマ性」をフォロワー（部下）に認知さ

せることが大切と説いているが、そのためには、ビジョンを提示することによってフォロワ

ーを目標達成に巻き込み、こうしたビジョンを達成する強い態度を示すことである、として
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いる。Tichy & Devanna（1986）は、リーダーが果たすべき役割は「変革が必要なことを

はっきりと述べ，新しいビジョンを創出し，こういったビジョンの遂行に必要なやる気を引

き出し，そして最後には組織を変革させる」。また Bennis & Nanus（1985）も成功したリ

ーダーの共通項として「ビジョン志向的」であることを指摘している。 

 

2.3 先行研究のまとめと問題点 

理念の浸透、中でも行動的関与（企業理念に基づいた行動をする）までしてもらうには、

単に企業理念の文面を理解や共感だけでは不十分であり、意識の変容（transformation）が

必要である。そのためには、高尾らが明らかにしたように、直属上司による行動的関与、リ

ーダーシップが欠かせない。そしてリーダーシップ論の現在の中心である、トランスフォー

メーショナル・リーダーシップ論では、リーダーはビジョンを示すことが最も重要であると

されている。 

 

上記の文章を注意深く読むと、実は同じ内容のことを繰り返していることがわかる。企業

理念（ビジョン）の浸透には（直属上司にあたる人の）リーダーシップが欠かせなく、リー

ダーシップにはビジョンを示すことが欠かせない。いわゆるトートロジー（動議反復）であ

る。 

企業や組織を経営するにあたって、ビジョンを掲げたり理念を浸透させることは大切な

ことであるという点では、多くの経営学者、実務家の間でコンセンサスは取れている。しか

しながら「では、私たちはどこから手を付ければいいのか？」という疑問が残る。天性のリ

ーダシップを持ち、行動で示すことができる創業経営者には容易かもしれない。しかしなが

らそれを継ぐものであったり、普通の組織の中で、普通の人で経営に携わるものはどうすれ

ばいいのか。序章でも述べたように経営理論を実務に落とし込むフレームワークが不在な

ことが、理念の浸透に苦労している企業が多い原因の一つであることが伺える。 
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第３章 企業理念浸透のための経営管理フレー

ムワークの提案 

 

 

本章では、提案する理念浸透のための経営管理フレームワークの構築を行う。まず企業理

念について考えるにあたり思考の軸となる経営理念や経営思想に言及する。フレームワー

クの構築では複数の理念浸透企業を取材し、それぞれの経営手法を分析した上で質的研究

の手法で共通する概念を洗い出した。その概念をさらに抽象化し Maslow の欲求階層理論

等の経営理論とつなげることで、経営理論を実務に適用するためのフレームワークとなる

多層顧客価値連鎖分析（多層 CVCA）の構築をおこなった。 

また、本フレームワークは、同一の欲求階層で、ステークホルダー間の価値のつながりの

有無を CVCA で可視化するものであるが、さらに欲求階層間にある影響・因果関係を分析

して、企業理念浸透が業績に繋がる構造を明らかにするため、多層 CVCA をシステム・ダ

イナミクスモデルに転換する手法を新たに開発し、理念浸透と業績に関するシミュレーシ

ョンをおこなった。 
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3.1 「企業理念」についての思想的背景 

3.1.1 企業の存在意義 

 入山（2014）は、経営理論とフレームワークの違いについて、フレームワークは経営現場

の What に応えるためのものであり、経営理論は How、When 特に Why に応えることで

思考の軸を明確にするためのものであると述べている。企業理念及びその浸透についての

本研究における思考の軸を明確にするため、本章の最初にその思想的背景に目を向けたい。 

Bart が企業理念を定義した際の Why does this organization exist? 「企業（組織）は何

のために存在するのか」に関して、Peter F. Drucker（1974）は、企業を含む組織の存在意

義は、「自らの機能を果たすことによって、社会、コミュニティ、個人の欲求（ニーズ）を

満たすためである」と述べている。そして企業の目的は「顧客の創造である」とし、「欲求

が感じられているところへ、その欲求を満足させる手段を提供する」のが企業活動であり、

企業活動の基本機能はマーケティングとイノベーションの 2 種類しかない。マーケティン

グとは「顧客の欲求からスタートする」ものである。そしてイノベーションとは「新しい満

足を生み出すものであり、イノベーションの結果もたらされるものは、よりよい製品、より

多くの便利さ、より大きな欲求の満足である」と説いた。 

これらの言葉をあまり考えずに読むと、Drucker は単に「顧客を獲得しよう」とか「お客

様の欲求（ニーズ）を汲み取ろう」と語っているだけのようにも見える。しかし Bonaparte

（1970）によれば、Drucker のなかで濃厚に息づく思想は、生物的世界観であるという。 

生物とは単に細胞の集積ではなく、全体として命あるものである。そして外部に開かれつ

つ自ら活動してやまないひとつのシステムであり、組織の相互的な関係性の上に展開され

ている。このような生物的世界観からの視座を企業社会で展開しえたのが Drucker である、

と述べている。 

その「生物的世界観」について、Bonaparte が挙げた先駆者の１人が、心理学・脳神経学

者の Kurt Goldstein である。Goldstein は、全体論（Holism）の立場から心理学（ゲシュ

タルト心理学）や生体（Organisum）について論じた。そして生体の不可分性から還元主義

に反対し、システム思考にも影響を与えている。システム思考（Systemlehre）を最初に唱

えたのは Luding V. Bertalanffy であるが、彼の論文をまとめた著書『一般システム理論』

（1968）にも Goldstein の『生体の機能』（1934）からの引用や同一の主張が見られる。 

 

こうしてみると Drucker の言葉も「商品をもっと売るためには消費者のニーズをよく考

えましょう！」という次元の話ではないことがわかる。企業や企業を取り巻く環境（「社会、

コミュニティ、個人」＝ステークホルダー）のネットワークが形成するシステムとして捉え

ながら、企業の存在意義や企業理念の問題を考える必要がある。企業とステークホルダーの

相互作用の中に企業の存在意義も理念も存在する。 

そしてその相互作用を媒介している要素が、図 3-1 に示したように「欲求（ニーズ）」お

よび「欲求を満たすための機能の活用」ということになる。 
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図 3-1 企業とステークホルダーの相互作用（＝企業活動） 

 

3.1.2 企業理念と自己実現欲求との関係 

 Goldstein が影響を与えた人物に、もう１人、Abraham H. Maslow がいる。Maslow は

自身が確立した心理学について「一言で表明すれば、Goldstein と Freud（フロイト）の結

合である」と説明している。（Maslow 1968） 

 Maslow は、欲求（ニーズ）の種類を D 欲求（deficiency-needs）と B 欲求（being-needs）

に分類した。D 欲求は欠乏欲求とも呼ばれ、生きていくために必要なお金や食料の不足（生

存欲求）や安全に対する不安（安全欲求）、人間関係の悩み（親和欲求）、他人が自分を認め

てくれない（承認欲求）等、彼が定義した欲求階層の第 1 階層~第 4 階層までに相当すると

し、第 5 階層の欲求（自己実現欲求）を B 欲求と呼んだ。 

企業は、製品やサービス、あるいは従業員の雇用という行為を通じて、人々の欠乏欲求を

満足させる機能を持っている。そして Maslow は下位欲求がある程度満たされて、人は上

位の欲求にも目を向けるようになると述べている。私たちにとって、食べることや安全に暮

らすことは、とても大切なことだが、人はパンのみにて生きているわけではない。「生物的

世界観」に照らせば組織や企業も同じである。前述の Bart の企業理念の定義、1. Why does 

this organization exist? 2. Why is this organization here? 3. What is this organization 

trying to accomplish? は、企業にとっての B 欲求（自己実現欲求）の問いそのものである。 

 

自己実現という言葉は現在では、「夢をかなえる」「自分らしく生きる」などという意味に

も使われているが、本来の意味はそれとは少し異なっている。 

自己実現（Self-Actualization）という語を初めて使用したのも Goldstein であるが、自

己実現とは、生体（生命体）と環境の交渉の特有の様式によって可能になり、全体と個の調

和の中で、生体が周りの環境と調和しつつ自己の特性を実現する現実化の表現を言う。

（Goldstein 1934） 

したがって、自己実現欲求とは「自己と周囲の環境が相互作用する中で、自己の特性（能

力や機能）を果たしたいという欲求」であり、これは Drucker の「自らの機能を果たすこ

とによって、ステークホルダーの欲求を満たすため」にあるという「企業の存在意義」とも

一致する。 

つまり「企業理念の浸透」とは、企業とステークホルダーのあいだの「自己実現欲求の相

互作用」のことであり、Drucker の言葉で表せば、「自らの機能を果たして、社会、コミュ
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ニティ、個人の自己実現欲求を満たすための企業活動」のことである。 

これは前章で述べた高尾らによる企業理念浸透の定義、「理念的カテゴリーによって定義

づけられる組織アイデンティティと個人アイデンティティの融合プロセス」ともほぼ同じ

意味である。 

 

人々の D 欲求、特に低い階層の欲求を満たすことは難しくない。不足している物やお金、

情報を相手に届ければ良い。お金が欲しいにはお金を、物が欲しい人にはその物を、情報が

欲しい人には情報を届ければ良い。欲しい人を見つける方法やその届け方のことを、マーケ

ティング手法と呼ぶ。そしてその欲求を満たした見返りを得るシステムをつくることによ

って「継続可能（Going Concern）なビジネスモデル」を構築できる。 

同じ D 欲求でも親和欲求や承認欲求といった上の階層に行くほど難しさが増すが、不足

しているものを相手に届けて充足させるという点では同じである。しかし B 欲求である自

己実現欲求を満たすのはそのやり方ではできない。マーケティング手法や広告の手段で単

純に相手に情報を届けても、D 欲求のように伝わらない。企業理念が書かれた額を社内のあ

ちこちに掲げたり、朝礼で理念を唱和させたりしても「情報」として社員に届いたに過ぎず、

これだけでは浸透とはいえない。企業理念浸透が難しい理由である。 

 

Maslow は、著書『完全なる経営』において、組織のマネジメントにおいては、欲求階層

ごとの経営管理原則が必要であると述べている。「基本欲求が満たされていない人、たとえ

ば、解雇の恐れがあるような安全欲求のレベルに固着している人間、互いに一体感を持てな

い人びと、そして承認欲求も自己実現欲求も満たされた人々、それぞれの動機づけのレベル

に応じて、異なる経営管理原則を当てはめる必要がある」という。図 3-2 のようにそれぞれ

の欲求階層の欲求を充足させるためには、異なったマネジメント原則が必要になる。上でも

述べたように、経営理念の浸透（第 5 階層）において、企業（ここでは経営者）とステーク

ホルダー（従業員）の自己実現欲求同士がスムーズに相互作用する必要があるが、その他の

階層についても、それぞれ経営者と従業員の間の相互作用つまりお互いの間で Value Chain

が築かれる必要がある。 

（※Value Chain:ステークホルダーを繋ぐ企業活動（Activity）の集合（Porter 1980）） 
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図 3-2 経営者―従業員の欲求の繋がり（Value Chain） 

 

Maslow が述べた「欲求階層ごとの経営管理原則が必要である」は、第５階層について絞

って言えば Drucker による企業の存在意義から導いた「企業理念の浸透とは自己実現欲求

の相互作用である」と同一の内容になる。逆に言えばそのことを無視したて階層間のコミュ

ニケーションを行っても効果がないということになる。 

満足に給料も払われず従業員に不満が鬱積している（第 1 階層）会社の社長が、「仕事に

は理想や夢が大事である」（第 5 階層）と語っても従業員には響かない。あるいは過大な売

上ノルマのある会社で、「どんな手段をとってでも売り上げをあげてこい！（第 1、第 2 階

層）」と言われ続けている従業員が、この会社の中で同僚や顧客と積極的に親密になる（第

3 階層）、会社や商品のブランド力を上げる（第 4 階層）、ライフスタイルや人生を応援する

商品づくりやサービスを考案する、あるいは CSR、CSV のような企業活動を通じた社会や

環境に対する貢献（第 5 階層）ということを考えるモチベーションはわかないだろう。 

違う階層の欲求同士は、一方的に、あるいは一時的に作用することはあっても、継続的に

相互作用することができないと言い換えることができる。 

 

医療・製薬会社を例にすれば「今まで医療の恩恵を受けられなかった人たちの命を救いた

い」（第 5 階層）という経営者の理想や大義は、何のために仕事をするかという従業員の意

義（第 5 階層）と通じ合って、初めて従業員に届くであろう。従業員が、給料の額や福利厚

生に不満を感じていて、生存欲求や安全欲求の段階に留まっていたら（自分の給与額や福利

厚生の不満に溢れていたら）、この従業員には残念ながら企業理念は届かない。  

そしてそのような従業員がつくる製品やサービスに触れる顧客が、「ライフスタイルを変

えるような商品やサービス」（第 5 階層）を感じることもないだろう。（図 3-3） 
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図 3-3 企業理念が浸透できない状態 

 

つまりすべての階層において、それぞれのステークホルダーの欲求が相互作用できる組

織システムを構築することが、企業理念浸透にとって必須の作業となると考える。図 3-4 の

ように、従業員や顧客といったステークホルダーの欲求を欲求階層別に導出し、その階層ご

とに Value Chain でつなぐことができるか可視化することが、企業理念浸透の第一歩であ

る。 

 

 

 

 

図 3-4 企業理念が浸透している状態 
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3.2 理念浸透企業の視察と手法のフレームワーク化 

3.2.1 Zappos 視察 

3.2.1.1 Zappos のコアバリュー経営 

 この Maslow の欲求階層を経営に応用し、成果を挙げている企業がある。企業理念を何

より大切と標榜し、コアバリュー経営の実践企業として知られる Zappos である。 

Zappos は 1999 年靴のオンラインショッッピングサイトとして、サンフランシスコで設

立（2004 年ラスベガスに移転）。購入後 1 年間返品 OK、そして 365 日 24 時間問い合わ

せ対応体制をしく等徹底した顧客対応が評判を呼んだ。またカスタマーセンターには顧客

対応マニュアルの類が一切なく、担当者は売り上げや効率よりも顧客一人一人の望みを満

たすことを求められる。自社在庫がなければ他社のショッピングサイトを案内したり、1

人に数時間かけて応対したりといったこともザラである。（最高記録は 10 時間だそうだ）

購入者の家族のお悔やみに花束を届けたり、夜中にお腹が空いたと訴える顧客に、ピザの

出前先を調べて案内したりといったエピソードも多い。これらは効率化には反するが、こ

れらのサービスを受けた顧客がブログや SNS に公開し、知名度や評判が上がって、新た

な顧客の獲得や売上増加に結び付いた。 

2009 年には、アマゾンにより M&A が行われ、傘下企業となった。物流センターが統合

されるなど、効率化も図られているが、本社機能は買収前とほぼ同じ経営陣によって独立が

保たれている。 

Zappos の社員の行動指針である「10 のコアバリューは以下のとおりである 

1.Deliver WOW though service. 

（サービスを通じて WOW（驚き）を届けよう） 

2.Enbrace and drive change. 

（変化を受け入れ、その原動力となろう） 

3.Create fun and a little weirdness. 

（楽しさとちょっと変わったことを、創造していこう） 

4.Be adventurous creative, and open mind. 

（間違いを恐れず、オープンマインドでいこう） 

5.Pursue growth and learning 

（成長と学びを追及していこう） 

6.Build open and honest relationship with communication 

（コミュニケーションを良くしてオープンで正直な関係を築いていこう） 

7.Build a positive team and family spirit 

（家族のようなチームを創っていこう） 

8.Do more with less 

（限りあるところから、より大きな成果を生み出そう） 
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9.Be passionate and determined 

（情熱を強い意志を持とう） 

10.Be Humble   

（謙虚でいよう） 

 

これらのコアバリューは単なる標語ではなく、Zappos 社員として「生きる指針」である

という。人材採用はこの 10 のコアバリューに心から共感し他の社員と価値観を共有できる

か、という基準で行われる。人事評価においても売り上げノルマのようなものはなく、この

コアバリューをどの程度自分のものにして実行しているか、という観点からのみで行われ

ている。この同じ価値観でつながっている人たちの集団である Zappos は強固な「企業文化」

をもち、そのことをとても大切にしている。 

 

Zappos に関する書籍は、何冊も出版され、同社に対する高い評価が聞かれるが、実際の

ところどうなのか、興味と疑問を持った私は実際に同社を訪問し、社員へのインタビューと

視察（オブザベーション）を行うことにした。私が同社に興味を持ち、視察対象として選ん

だ理由を挙げれば以下のようになる。 

① 理念経営を標榜している。 

Zappos の企業理念（ミッション）は「Delivering Happiness」「Deliver WOW!」であ

り、このミッションに基づく「10 のコアバリュー」を制定している。これらは単なる標語

ではなく、社員評価もコアバリューをどれほど実行しているかによってのみで行われてい

る。（したがって売り上げ目標のようなものは存在しない） 

② 結果を出し続けている企業である。 

創業以来右肩上がりで成長を続けており、現在全米の靴流通市場のうち 3 分の 1 を占め

るといわれている。 

③ 「顧客が熱狂する企業」とも言われ熱心なファンが多い。 

前述のように同社の顧客サービスは伝説と化している面がある。それがリピーターや口

コミの新規顧客を呼ぶ循環となっている。 

④ Fortune 誌の「働きやすい企業 100 社（100 Best Companies To Work For）」の常連

企業である。 

2011 年には、従業員数百名のこの会社が大企業や有名企業と並んで 6 位という順位をつ

けている。 

 

3.2.1.2 社員が生き生きと働く会社 

私が Zappos の経営手法に興味を持った際に、疑問に思ったことは次の 2 つであった。 

 

疑問１ 本当に評判通り社員が働きやすい雰囲気の会社なのか？ 
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疑問２ 社員への福利厚生や顧客満足のためのコストをかけているのになぜ高収益なの

か？ 

 

疑問 1 の答えに関しては、私自身が撮影した図 3-7 の写真から読み取ることもできると

思う。普通、社内見学は見学者は業務のじゃまにならないよう隅から、あるいは決められた

コースを通って見るものであるし、担当者以外の社員は、挨拶を返すなど見学者に失礼のな

い対応は取りながらも、業務にかかりきりで見学者の存在に目を留めないものである。しか

し Zappos では年間数万人とも言われる見学者が現れるたび仕事中にこんな感じである。

（手を振るだけではなく、おもちゃのラッパや太鼓などを鳴らして歓迎してくれている。）

彼らからは、全力で「自分たちも楽しみながら、お客（私は正確には顧客ではないが）にも

『WOW！』と言わせたい」という想いが伝わってくる。 

それに触れた顧客は、次回もこの会社からものを購入したくなるであろうし、そればかり

かその感動を周りに伝えたくなって、家族や友人はもとより SNS やブログなどで口コミが

起こりやすくなるだろう。 

 

 

図 3-7 Zappos 社内風景（筆者撮影） 

 

そしてそれはそのまま疑問 2 の回答となる。企業によって異なるが、Zappos のような商

品販売では、通常では売価の 3 割程度は広告費や販促費が占めるといわれる。Zappos の場

合、売り上げの７割以上が、リピーター販売および口コミによる新規販売のため、広告費や

販促費にそれほどのお金をかける必要がない。その上 Zappos は、顧客サービスが売りなの

で、オンライン販売では半ば常識になっている値引き販売をする必要がない。（原価率を低

くすることができる。）したがってこれらを原資として、社員が働きやすくするための費用

や顧客サービスへの費用に充てることができる。そしてその施策がまたリピーターや口コ

ミ客を増やすという良循環を起こしているのである。 

またこの写真から、社員はそれぞれ机があるが、米国の企業によくあるような社員間の
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間仕切りがなく、社員が一体となりやすい雰囲気があるオフィスになっているのが伝わっ

てくると思う。日本企業の“大部屋方式”とも異なっていて、社員は自分のスペースを自

由にデコレーションしているし、姿勢も立って仕事していたり、机の上に腰掛けたり様々

である。もちろん服装も思い思いである。入れ墨をしている社員に、日本では入れ墨をし

て会社や役所に出勤すると処分されることもある（以前大阪市役所でそのような事件があ

った）と言ったら、「入れ墨は日本の文化じゃなかったのか？」と驚いていた。 

１人１人のスタイルを尊重しながらも、皆が一体となる。Zappos のオフィスから感じ

るのはこのような雰囲気である。Zappos に社長室はなく、普通に CEO の机がみんなの中

にある。島形式で並んでいるわけでもないので、どこが偉い人の席かも一見してわからな

い。 

 

3.2.1.3 Maslow の欲求階層に基づいている Zappos のマネジメント 

Zappos の視察では社内見学の他、何人かの社員にインタビューを行ったが、その一人が

Zappos のマネジメントの理論背景を教えてくれた。 

そのマネジメント理論とは、Chip Conley が 2007 年に発表したピーク経営論である。 

Conley は以前経営していた会社がドットコムバブルの崩壊や同時多発テロの影響で経営

危機に陥った時に、Maslowを研究し、Maslowの欲求階層論に基づくマネジメントを行い、

業績を回復させた。そしてこの経験を基に研究を重ねて理論化を行った。 

Conley は、5 段階の欲求階層を 3 階層に簡略化したうえで、それぞれの階層を意識した

マネジメントを行う必要性を唱えた。（図 3-5）何より大事なのは、第 3 階層（Maslow の階

層でいう第 5 階層）である従業員の「仕事の意義」、あるいは、顧客の「自分でも気づいて

いない欲求」に訴えることである。社員との話し合いや顧客アンケート等の結果、このレベ

ルで満足している社員や顧客は、会社に対するロイヤリティが高く、パフォーマンスも良い

ことが判明した。 

不況になると、経営者は目先の資金繰りなど最下層の「お金」に目が行きがちであるが、

そのような時こそ経営者は自身の目を高いレベルにおく、（抽象度を上げる）必要性を訴え

た。 

 

 

図 3-5 Conly の欲求階層（Conly 2007） 
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Zappos は、経営にこの Conley の経営論を取り入れ、3C 経営を打ち出した。ピーク経営

論の 3 階層に合わせ、図 3-6 に示したように Clothing（靴や服＝商品）、Customer Service

（顧客サービス）そして Culture（企業文化）の 3 階層を定め、Zappos の企業文化となっ

ている「Delivering Happiness」「Deliver WOW!」を実現するために、商品やサービスがあ

るという位置づけを明確化した。 

 Zappos にとって靴や服を売るのは企業の目的ではなく、コアバリューを実現するため

の手段に過ぎないと、話をした社員全員が（熱く）語っている。 

 

 

図 3-6 Zappos の 3C（Zappos ホームページより） 

 

 

3.2.1.4 Zappos の「良循環」の表示 

視察の結果を踏まえ、この会社の「良循環」の仕組みを図 3-8 の因果ループで表した。 

 

 

図 3-8 Zappos の因果ループ図 
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通常の因果ループのフレームワークに加え、要素を Maslow の欲求階層で色分けをし

た。リンクはすべて正の矢印である（＋の記号は省略）。矢印の結合をみると 2 つの意味

に分かれることがわかる。企業理念（ミッション）である「Delivering Happiness」が起

点となって第 5 階層（自己実現欲求）→第 4 段階（承認欲求）、そして第 3 階層（親和欲

求）や第 2 階層（安全欲求）へと水が上手から下手へ落ちるような流れがある。下位欲求

（お金を稼いで安定した生活を送りたい）を充足するためには、上位欲求が下位欲求をコ

ントロールする必要がある。一方で第 1 階層（生存欲求）など下から上への矢印は、顧客

サービスの資金（生存欲求）が、高度な顧客サービス（承認欲求）を支えている等、下の

階層が上の階層を支えている存在であることを示している。 

つまり、Zappos のマネジメントにおいて、Maslow の欲求階層は上位の欲求（理念の実

現＝自己実現欲求）を実現させるために、下位の欲求階層がある。下位の欲求階層は上位

の欲求階層を支えている関係となっていることがわかる。 

 

3.2.1.5 Zappos マネジメントのまとめ 

Zappos の視察でわかった同社の手法や施策についてまとめる。 

（1）100% 返品保証をしている 

（2）お客を「営業対象＝売上の対象」ではなく一人の人間として尊重し親身に接する 

（3）徹底した顧客対応 

（4）営業ノルマを設定しない 

（5）売りつけない 

（6）コアバリューを大切にしている 

（7）お客様に WOW！を言わせようとする（Delivering Happiness） 

（8）社員の個性を大切にしている 

（9）全員正社員 

（10）パイプラインと呼ばれる独自の昇進制度 

（11）医療費の全額会社負担 

（12）企業理念策定のために 1 年間という時間をかけ、社内から意見を集め集約 

（13）採用で重視するのが、企業理念、企業文化に合うかどうかである 

（14）人事評価は企業理念に沿った行動をしているかのみで定める 

（15）無料の社員食堂 

（16）一体感になれるオフィスの雰囲気 

（17）社長室を設けない 

（18）企業理念を社員全員で作成している。 

（19）採用や人事評価を企業理念のみで評価している。 

（20）他社に真似できないほど質の高いサービス 
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3.2.2 他企業（日本企業）の視察 

以上のように Zappos の Maslow の欲求階層に基づいたマネジメントモデルは、企業理念

浸透のための一つのモデルとなる可能性が明らかになった。しかし Zappos のモデルが、他

企業とくに日本企業でも通用するモデルとなりえるかは、他の企業も調査する必要がある。 

日本の企業では、未来工業と西島の 2 社を視察し社長や社員にインタビューを行った。

それぞれ Zappos と同じように理念浸透に熱心でかつ長期にわたって結果を出し続けてお

り、坂本光司法政大学院研究室の「日本でいちばん大切にしたい会社」「社員と顧客を大切

にする会社」で選ばれているなど世間の評価も高い会社である。 

 

3.2.2.1 未来工業 

未来工業は 1965 年に設立された電設部品や建設資材の製造販売を行う会社である。創業

者の山田昭男氏が定めた『ほう・れん・そう（報告・連絡・相談）禁止』『残業・営業ノル

マなし』などの制度が評判を呼んだ。未来工業の社是は「常に考える」である。 

この会社の特徴は、主力商品がスイッチボックス（壁にあるソケットの後ろで電線などを

まとめる箱）などのローテクで一般消費者からは見えづらい商品を扱っていることである。

そのなかで、取扱商品の多くが大手電機メーカーや建材メーカーといったライバルを相手

にして全国№1 のシェアを誇っている。 

例えば未来工業のスイッチボックスは、それを扱う建設会社や工務店の現場の職人がと

ことん使いやすいように工夫されている。これらはみな「常に考える」という企業理念が社

内の隅々にまでいきわたっているからこその現れである。様々な社内制度もこの「常に考え

る」を支えるものだ。例えば「ほう・れん・そう禁止」は、社員一人一人がとことん考える

企業文化を生み出すものであるし、「残業禁止」なので、社員は時間内に業務を終わらせる

ため業務プロセスを常に見直していかなければならない。これらは福利厚生にもなり、経費

節減にもなる。この会社にも Zappos と同じように、企業理念を起点とした「両循環のサイ

クル」が存在しているのを見ることができる。（図 3-9） 

 

図 3-9 未来工業の因果ループ図 
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未来工業の視察結果をまとめると以下のようになる。 

 

（1）「常に考える」という企業理念を常に意識している。 

（2）ほうれんそうを禁止し、現場に権限を移譲している。 

（3）残業禁止 

（4）営業ノルマを設けない 

（5）営業対象の卸ではなく、最終ユーザーの現場に足を運び情報を集める 

（6）営業が収集した情報を基に新製品開発 

（7）商品の差別化を何より重視している 

（8）全員正社員 

（9）残業禁止など厚い福利厚生 

（10）アイデアボックス（アイデア提案箱）など理念を実現する制度 

（11）創業以来、利益を出し続けている。 

（12）現場の工事担当者の役に立つ商品を出し続けている。 

 

3.2.2.2 西島 

株式会社西島は、1924 年設立の工作機械製造会社である。「一流の製品は一流の人格か

ら」を企業理念としている。この理念は、人を大切にする会社であるという意味と、その人

の能力をとことん会社のために生かそうという意味がある。 

西島は工作機械メーカーとして高い技術力を誇り、その製品は世界中から引き合いがあ

る。受注があると、担当営業と技術担当者がペアとなって、その企業の要求に応える体制と

なっている。機械の設置のためには直接相手企業に行くため海外出張も多い。 

それを支えている西島の独特の会社制度として、「定年なし」「多能工」「自社一貫生産」

が挙げられる。 

現在多くの中小企業で団塊の世代の引退による技能の継承が問題となっている。しかし

西島では定年がないためその時間は普通の企業より多くとることができる。多能工（一人が

複数の技術の専門家となる）や自社一貫生産という同社独特の制度も、技術を社内に蓄積す

る制度であると同時に、福利厚生や安定した雇用制度が評判となって、若い優秀な技術者の

採用にもつながる。 

雇用が流動化していると言われる中で、西島では勤続 50 年を超える社員も多数活躍して

いる。これらの良循環が、高い技術力をもつ製品開発につながっている。親子で西島に勤務

している社員も多い。現社長の西島豊は「目指すは 3 世代です。そのための福利厚生の仕組

みも計画しています」と取材に答えている。 

西島においても図 3-10 で示したように企業理念を起点とした因果ループを描くことがで

きる。 
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図 3-10 西島の因果ループ図 

 

 

西島の視察からわかったことを下記にまとめる。 

 

（1）創業 90 年の長年の信用 

（2）全員正社員 

（3）定年なし 

（4）多能工制度 

（5）自社一貫生産 

（6）自然食をふんだんに使い健康に気を使った社員食堂 

（7）社員寮整備 

（8）家族会の開催 

（9）独自の技術継承システム 

（10）技術を持つベテランを敬う社内風土 

（11）受注生産で技術者も営業とペアになり顧客からの要求に対応 

 

未来工業、西島への視察の結果、Zappos のマネジメントモデルである Maslow の欲求階

層論に基づいた経営モデルは、他の企業（日本企業）においても企業理念の浸透について有

効であることが推測できる。各社に共通することは、企業理念（ミッション・コアバリュー）

がしっかりとしていること、それだけではなく企業理念に沿った制度や浸透策が行われて

いることである。 

この場合の「制度や浸透策」は、経営側の立場で理念を浸透させる様々な策のことではな

く、従業員や顧客の欲求に寄り添い、企業理念を支える存在のものである。 
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3.2.3 再現可能な経営手法や施策の導出 

企業理念浸透に成功しているこれらの企業への視察の目的は、3 社の視察をもとに企業理

念浸透のための再現可能な手法を探ることである。 

そのためには、これらの企業の経営手法における共通概念を導出する必要がある。そこで

今回の視察（定性的調査）の結果に対し、質的研究の手法を使って分析した。具体的には、

前述した各企業の視察結果のまとめをオープンコーディングのコードとみなして、定性的

コーディングでカテゴリーにまとめ、1 段高い抽象度でコード化をすることで、それぞれの

手法に対しての概念化を行なう。 

ここでは 3 社の視察結果のまとめに対し、親和図法でグループ化し、見出し（コード）を

つけて一覧にした。その結果を表 3-1 で示す。 

 

表 3-1 親和図法で概念化した視察結果（Zappos（Z）、未来工業（M）、西島（N）） 

 

 

視察の結果判った各社の手法を、親和図法でグループ化しコードを付けることによって、

各社のユニークな施策の概念化つまり抽象度を上げることができる。コード化した内容を

参照することで、様々な企業が自社の政策や施策として再現することが可能になる。それを

表したのが図 3-11 で、一度抽象化した手法を、自社の事情に合わせて具体的な施策に落と

コード 視察結果のまとめ

お客を単に「営業対象＝売上の

対象」としてではなく一人の人

間として尊重し親身に接する

Z2,Z3,Z4,Z5,M4,M5,N11

顧客にHappinessを届けようと

する姿勢
M12,N11,Z７

厚い福利厚生や社員のための制

度がある。
Z9,Z11,Z15,M3,M8,M9,N2,N3

顧客からの信用を得る社内体制 N1,M11,N10,Z1

社員間のコミュケーションがス

ムーズに行える
Z16,Z17,M2,M6,N8,N9

社員を尊重し各々の技術や能力

を伸ばす
Z8,Z10,N4,M2,N10

技術力や差別化商品でブランド

力を創る
M7,N5,Z20

企業理念を掲げるだけでなく、

浸透のための施策や制度をもっ

ている

M1,M10,N8,N9,Z6,Z12,Z13,Z14,Z18,Z19
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し込めば、自社の手法や施策として取り入れることができる。 

 

 

図 3-11 手法の再現可能化のプロセス 

 

3.2.4 手法のフレームワーク化 

抽象化された手法の抽象度をさらにもう１段上げると、手法を経営理論につなげるため

の「思考の枠組み」であるフレームワーク化が可能になる。図 3-11 を序章（1-2）で入山

（2014）が定義した経営理論とフレームワークの関係の図 1-7 と重ねることで、再現可能

な手法を経営理論とつなげてフレームワーク化するプロセスを明示することができる。そ

れを図示したのが図 3-12 である。 

 

 

図 3-12 抽象化された手法とフレームワーク化のプロセス 

 

抽象化された手法の内容を先程の Maslow の欲求階層に当てはめてみると、第 2 階層か

ら第 5 階層までの、経営者と従業員間、従業員と顧客との間のすべての Value Chain に当

てはめる事ができることがわかった。（図 3-13）この分析については、本研究の妥当性確認

のためのワークショップ（第 5 章）に於いて検証参加者に開示し、この分析結果に同意を得

たことで、分析結果の信頼性を確認した。 
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図 3-13 3 社のコード化した内容の Maslow 欲求階層への適用 

 

Zappos、未来工業、西島の視察からわかったことは、３社とも、Maslow の第１階層から

第５階層までのあらゆる階層で「経営者‐従業員」「従業員‐顧客」の Value Chain が構築

できる施策を行っていることである。それぞれの階層ごとに Value Chain を築くことで、

Maslow が述べた「欲求階層ごとの経営管理」を実施している。そして Drucker の言う「企

業自らの機能を果たすことでステークホルダーの欲求を満たし」てもいる。他の企業におい

ても、同じように施策を行えば、企業理念を浸透させ、成果につなげることができるという

仮説が成り立つと考える。 

 

本章後半では、この仮説を基に、Drucker、Maslow、Conly らの経営論に基づく経営管

理フレームワークを構築し、次章以降で、この３社を始め実際の企業にフレームワークを適

用して検証を行うこととする。 

 

3.3 本フレームワークの構造 

3.3.1  CVCA（顧客価値連鎖分析） 

Porter（1980）は、企業が設計、生産、販売、配送、サポートをするために遂行する活動

の集合を Value Chain と定義した。Value Chain がないところに、企業活動はないので、

ステークホルダー間で Value Chain が存在するか否かで企業活動が正常に行われているか

どうか判断ができる。Donaldson ら（2006）が開発した顧客価値連鎖分析（Customer Value 

Chain Analysis (CVCA)）は、ステークホルダー間のお金・商品・サービス・情報の流れを

図示化することにより、どのような価値が、誰に提供されるのかを可視化する分析手法であ

る。（図 3-14） 
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図 3-14 CVCA for Business model of a Vending Machine Manufacturer (Donaldson 

et al. 2006) 

 

 

3.3.2 CVCA 活用の事例 

ここでは従来の CVCA 活用手法に沿った事例をいくつか紹介する。 

 

Adner（2013）は、イノベーション事業に成功した企業、失敗した企業を調査し、それは

1 社の技術力や事業の先行性のみが決めるのではなく、他者（パートナー）を巻き込んだエ

コシステムを形作れるか否かにかかっていると述べた。 

このエコシステム構築の失敗の事例でよく取り上げられるのが SONY である。SONY は

トランジスタラジオに始まり、ウォークマン、コンパクトディスク（CD）などを初めて世

に出すなど、「技術の SONY」として世界的評価とブランドを得ていた。 

しかし、ビデオデッキ、MP3 プレーヤー、電子書籍端末では、他社より早く世に出し、し

かも競合製品よりも技術的には優れていたと言われながら競争に敗れた。 

ビデオデッキ（ベータ規格）では、他の電機メーカーと OEM 契約を結んで規格の普及を

優先した Victor の VHS 規格に敗れ、MP3 プレーヤーでは、レコード会社と提携し iTunes

を立ち上げた Apple に敗れている。そして電子書籍端末の「リーダー」は、出版社との強

い繋がりを持つ Amazon の Kindle の出現に対抗できず消え去った。 

Adner は、このエコシステムを作る力を「Wide Lends」と名付けたが、これは Porter の

Value Chain 構築 による差別化戦略の考え方を拡張したものといえる。 

エコシステムの形成、Value Chain の形成がイノベーションの成功を左右するのは、最

近始まったことではなく、古くは小林一三が再興した阪急電鉄、ミシュランガイドを出版し

たミシュランタイヤの例などが有名である。 

エコシステムを構築できているかどうかは、自社の CVCA を作成し分析すれば、Value 

Chain がつながっていない、あるいは存在しないことが可視化できる。 

SONY の失敗事例、Apple とミシュラン、阪急電鉄の成功事例を CVCA で図示化する。 
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3.3.2.1 SONY の事例 

孤高の「技術の SONY」のビデオデッキ（ベータ）は、TV 局など業務用には浸透したが、

多くのメーカーと映画会社を味方につけ事実上の規格化に成功した「Victor・松下連合」の

VHS に敗れる。（図 3-15） 

 

 

図 3-15 SONY ビデオデッキ戦争の CVCA 

 

3.3.2.2  Apple の事例 

多くのレコード会社と提携して、iTunes Store を開設。楽曲のダウンロード販売を開始、

iPod、iPhone の利用価値を高めた。（図 3-16） 

 

 

図 3-16 Apple の CVCA 
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3.3.2.3 阪急電鉄の事例 

工業地帯を走る阪神電鉄に比べ、近隣の温泉街へ向かうために造られた当時のド田舎を

走る阪急電鉄。1907 年に経営者となった小林一三は、イギリスの田園都市構想を参考に住

宅地開発を行って沿線人口を増やし、同時にターミナル（終着駅）にデパートと宝塚劇場な

どレジャー施設をつくり、利用人口を増やした。（図 3-17） 

 

 

 

図 3-17 阪急電鉄の CVCA 

 

3.3.2.4 ミシュランの事例 

自動車黎明期の 20 世紀初頭、自動車の利用を促すため、ホテル・レストラン情報を集め

たミシュランガイドブックを発行し、ドライブを楽しむ文化を醸成する。（図 3-18） 

 

 

図 3-18 ミシュランの CVCA 

 

 

3.3.2.5 問題点の可視化ツールとしての CVCA 

これまで見てきたように、CVCA は企業とステークホルダー間の本来あるべき（あるい
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は、こういう関係ならうまくいくという）関係を表すことで、「何が足りないのか」「どこに

問題があるのか」を私たちに可視化してくれる機能を持っている。Donaldson らの論文

（2006）では、医療製品会社が、当局の認証を取ることを知らないまま新製品の心電図を

販売開始してしまったケースが紹介されている。当局の認証がないと保険会社による保険

料からの支払いができず、購入代金は病院側の全額負担となるので、いくら良い製品だった

としても売れるようにはならない。図 3-19 の CVCA で表した本来あるべき関係と比較する

と、何で失敗したのか可視化できる。 

このように、CVCA は企業の問題点の可視化を行えるツールとして、ビジネスモデルの

設計だけでなく、組織のチェック・確認に活用することができる。 

 

 

図 3-19 Customer Value Chainfor Case study, a failed EKGmachine project 

（Donaldson et al. 2006） 

 

 

3.3.3 多層顧客価値連鎖分析（多層 CVCA）の提案 

 ここまで、企業理念の浸透には、経営者の第 5 階層にあたる理念や想いが、従業員の働く

意義、仕事を通じた自己実現（第 5 階層）、そして顧客のライフスタイルの変容（第 5 階層）

とそれぞれの自己実現欲求が相互に結ばれる必要があり、企業活動においては、それぞれ

Value Chain がつながっている状態になる必要があると述べた。それだけではなく第 5 階

層でステークホルダーが繋がる（企業理念が浸透する）ためには、その下の階層の欲求階層

の Value Chain も繋がって、上を“支えて”いなければならない。 

 そしてステークホルダー間で価値（Value）がつながっているかどうか（連鎖しているか

どうか）分析できる手法が前項で述べた顧客価値連鎖分析（CVCA）である。 

 

以上を踏まえ、本研究では、前項で説明したステークホルダー間の Value Chain を図示

化した CVCA と、Maslow の欲求階層を組み合わせ、欲求の階層ごとにステークホルダー

を CVCA でつなぐ多層顧客価値連鎖分析（Multi-Layer Customer Value Chain Analysis）

を提案する。（図 3-20） 
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図 3-20 ステークホルダー間の Value Chain を欲求階層ごとに繋ぎ、 

多層 CVCA を作成。 

 

3.1.2 では、Maslow の欲求階層と、経営者、従業員、顧客間の欲求の各階層での繋がり

を考えたが、企業のステークホルダーにはその他に、株主や取引先企業を含むパートナー、

そして潜在顧客や地域社会、企業活動が影響を及ぼす環境がある。これら内部、外部のステ

ークホルダーとの関係性を空間軸の中で捉えていく必要がある。 

そしてステークホルダーとの相互作用である「企業活動」は、ライフサイクル（時間軸）

の中で考え、戦略を立てて分析を行い構築していかなければならない。 

本章では、このライフサイクル（時間軸）とステークホルダー（空間軸）そして欲求階層

からなる、「マズロー欲求階層と多層顧客価値連鎖分析（多層 CVCA）を活用した経営管理

フレームワーク（Corporate Management Architectural Framework utilizing Maslow’s 

Pyramid and Multi-Layer Customer Value Chain Analysis）（図 3-21）」を構築する。以

下構築手順について順に説明を行う。 
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図 3-21 マズロー欲求階層と多層顧客価値連鎖分析を活用した経営管理フレームワーク 

 

3.3.4 本フレームワーク構築の手順 

3.3.4.1 時間軸（ライフサイクル）を決める 

このフレームワークの横軸は、経営のライフサイクルと相互の価値連鎖である。経営者と

従業員という縦の関係だけではなく、部署間の相互依存関係も表すことが可能で、官僚組織

や大企業で問題となる縦割り（サイロ化）の問題にも対処できる。図 3-22 では製造業を例

にしたが、サービス業その他の形態であっても問題ない。 

 

 

図 3-22 時間軸（Lifecycle） 

 

3.3.4.2 空間軸を決める 

奥への軸は、空間軸でステークホルダーとの距離感を表している。パートナーは、製品の

開発協力者、仕入先、販売協力者などが入る。顧客には通常は製品やサービスの購入者、使

用者であるが、民間放送会社や Google のような IT 企業のように購入者と使用者が異なる

場合もある。その場合パートナーが誰で顧客が誰かは、会社の方針に従うことになろう。ま

たその外側の社会/顧客は、顧客候補という意味ばかりでなく、企業の社会的責任が論じら
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れ問われる現在、重要さを増している。（図 3-23） 

 

 

図 3-23 時間軸×空間軸 

 

 

3.3.4.3 ステークホルダーを配置する。 

 組織にとって重要なステークホルダーを導出し、時間軸×空間軸 の平面にマッピング

する。（図 3-24） 

 

 

図 3-24 ステークホルダーを配置 

 

3.3.4.4 ステークホルダーを CVCA で結ぶ。 

 まず、ビジネス層でテークホルダー間のお金や情報のやり取りを記入する。通常 CVCA

で、いわばビジネス層を形成する。どのような価値が、誰に提供されるのかを可視化するこ

とができる。（図 3-25） 
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図 3-25 CVCA でステークホルダーを結ぶ 

 

3.3.4.5 Maslow の欲求階層毎に第 1 階層から第 5 階層まで、ステークホルダーを CVCA

で結ぶ。 

ビジネス層では、ステークホルダーを繋ぐものは、お金と情報であったが、以下のよう 

に Maslow の欲求の内容でステークホルダー間を繋ぐ。 

 

第 1 階層 生存欲求(Physiological) お金 製品やサービスそのもの 

第 2 階層 安全欲求(Safety) 将来に備えた資産 利益 安定 安心 信用 性能 福利

厚生 

第 3 階層 親和欲求（所属欲求）(Belonging) 繋がり 親近感 仲間意識 親睦 

第 4 階層 承認欲求(Esteem) 成功 品質 ブランド 信頼 称賛 昇進 プライド 

第 5 階層 自己実現欲求(Self-Actualization) ミッション 想い 夢の実現 意義 社会

（共同体）への貢献 

 

3.4 多層 CVCA モデルの作成 

3.4.1 CVCA の作成 

本項では、実際に多層 CVCA を作成し、ステークホルダー間の Value Chain を可視化

して、Maslow の欲求階層ごとに説明を行う。ここではオーナーと料理人そしてウェイタ

ーのみの小さな食堂をモデルケースにする。 

 

ここでのステークホルダーは、経営者（オーナー）、従業員（料理人・ウェイター）、仕

入先である生産者、そして顧客である。オーナーは従業員を雇い、給料を支払う。料理人

は生産者から仕入れた食材をもとに料理をつくり、ウェイターがそれを客に運ぶ。顧客は

食事代を経営者に支払う。以上の流れを図 3-26 において CVCA で表した。 
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図 3-26 CVCA の作成（ビジネス層） 

 

 

3.4.2 第 1 階層（生存欲求） 

人も企業も、お金がなければ存続ができない。オーナーはできるだけお金を稼ぎたいと願

うし、料理人、ウェイターら従業員は給与をできるだけ多くもらいたいと願う。また食事を

とることは、生存欲求の最も大事な要素であり、顧客はそれと引き換えに財布の中のお金を

払う。しかしながら支払いはできるだけ少なくしたい。もっと安く食事ができる所があれば、

そちらに移るだろう。 

いわゆるコモディティ商品やサービスは価格重視となりやすく、他にもっと安い商品や

サービスがあれば顧客はすぐほかに移る。国境を越えて商品やサービスがグローバル化し

ている現在、売上高や社員のノルマを重視する企業が、過当競争に巻き込まれ却って利益が

出ず、したがって、社員にとって生存欲求上最も大事な給与が十分にもらえないという「ブ

ラック企業」化の問題が起きた。 

第 1 階層は、お金や物という最も具体的、抽象度の低い階層ゆえに、様々な葛藤が生じ

る。お金や物は、すべて希少材であり、公平に分配するのは難しい。この階層を重視する経

営者は、必然的に競争主義で、自社が生き残るためには、厳しい生存競争を勝ち抜かなけれ

ばならないと固く信じている。社員同士も競争させることが必要との想いから、実力主義、

成果主義を好む傾向がある。食堂に関するステークホルダーの生存欲求のつながりを図 3-

27 で示した。 
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図 3-27 第 1 階層 

 

 

3.4.3 第 2 階層（安全欲求） 

安心、安全も企業や組織にとって大事な要素である。オーナーにとって大事なことはお店

の存続であり、そのためには必要最低限の利益を上げ続けなければならない。また従業員に

とっても、目の前のお金も大事だが、職場に長く努め続けられることを願う。Herzberg

（1959）は社員が安心して働ける環境、例えば雇用の保証がないこと、福利厚生等の欠陥

などは、従業員の不満を導出するとした。 

顧客にとっても出てくる料理に安心・安全を求める。かつて賞味期限や産地を偽装した食

品メーカーが問題になったことがあったが、そのようなことがあれば顧客は二度とその店

に行くことはないだろう。 

詳しくは第 4 章で述べるが、世間に問題企業、失敗企業として表面化する問題の多くが、

この第 2 階層のレベルのものである。オーナーにとっての安全欲求の対象となる利益が失

われる（損失が生じる）、あるいは顧客が安全を求める商品への信用が失われるような不祥

事が起こる。私たちが新聞や TV 等で知る企業の様々なニュースで目にするのが、この第 2

階層の抽象度の問題であると言い換えてもいいかもしれない。第２階層の欲求のつながり

を図 3-28 で示した。 
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図 3-28 第 2 階層 

 

 

3.4.4 第 3 階層（親和欲求）  

他人と繋がりたい、良い関係を築きたいと願うのが、親和欲求である。親和欲求は所属欲

求ともいう。会社というチームに属している経営者、従業員は、社内の人間関係を良くした

いと願っている。歓送迎会や忘年会、社員旅行などの社内行事が多くの会社で行われている

のも、社内の親和欲求を満たしたほうが、業績に繋がると信じているからである。 

また、会社と顧客の関係についても、商品そのものだけでなく、人と人の繋がりも大事で

ある。食堂のようなサービス業は、従業員の態度一つで業績が変わる可能性もある。また社

員同士がギスギスしていると、その雰囲気も客に伝わってしまうものである。 

サービス業以外でも顧客との人と人の繋がりが重視されているのも、多くの会社で「営業

担当」を置き、頻繁に顧客先に訪れる社員がいることからもわかるであろう。 

最近では、直接対話だけでなく、SNS などインターネットを通じた“繋がり”も重視さ

れている。会社やお店がホームページや SNS で情報を発信するのは勿論、交流を持つこと

もよく行われている。様々なコミュニケーションツールが生まれる中で、どのような手法を

とって、ステークホルダー間でコミュケーションをとるか、つまり CVCA の Value Chain

を繋いでいくかも、この階層での重要な戦略となる。第３階層のつながりを図 3-29 で示し

た。 
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図 3-29 第 3 階層 

 

3.4.5 第 4 階層（承認欲求） 

承認欲求は成功欲求とも呼ばれる。成功して人から認められたい、昇進したい、称賛され

たい。ビジネスの目標の多くがここにある。社内で従業員の「出世争い」が起こるのも、こ

の承認欲求の産物である。出世することは、生存欲求を満たす給与のアップと言う意味もあ

るが、社内外で認められたいという欲求があり、それが時には激しい争いを起こしたりする。

顧客が高価な一流レストランで VIP のような待遇を受けたい、あるいは高級ブランド品を

身に着けて羨望の眼差しで見られたい、というのもこの承認欲求である。 

近年の日本や欧米諸国企業の多くは、企業のブランド価値を高めることを重要な戦略と

して位置づけている。第 1、第 2 階層の欲求に訴える価格競争、性能競争を抜け出し、この

承認欲求やその上の自己実現欲求に訴える製品やサービスを開発する手法に注目が集まっ

ている。第４階層のつながりを示したのが図 3-30 である。 
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図 3-30 第 4 階層 

 

3.4.6 第 5 階層（自己実現欲求） 

Peter Senge は著書「学習する組織」（1990）において、「リーダーシップの分野で共通像

を掲げる力である未来の何千年にもわたって組織に影響を与え続ける考えがあるとしたら、

それは私たちが創り出そうとする未来の共通像の力である。組織全体で深く共有されるよ

うになる目標や価値観や使命なくして、偉大さを維持し続けている組織は、ほとんど思いあ

たらない。」と述べている。 

オーナーにとって、店は「自分の想いを実現させる場所」であろう。私の友人は、東日本

大震災で津波の被害にあった石巻市でボランティア活動をしていたが、そのとき地元の人

にご馳走になった郷土料理の味に感激して、被災した店舗を借り、手造りでリノベーション

してレストランを始めた。地元に雇用を与えると同時に、全国から集ったボランティアが来

店することで、郷土料理を全国に広め、石巻の地域創生の一助にもなるとの想いからであっ

た。 

この店には、想いを同じくするボランティアや地元の多くの人が客として訪れた。現在で

は復興のシンボルとして、この小さな店は地元誌やマスコミなどでも取り上げられるよう

になっている。 

この店に明文化された形で理念が掲げられているわけではないが、オーナーの想いは、従

業員、顧客そして地域社会に浸透していることがわかる。 

 

企業理念の浸透とは、標語を掲げて、単にその言葉を広めることではない。それぞれのス

テークホルダーの想い、自己実現欲求が相互作用することで、その事業に関わる人々周囲の

人々の支持を集めることができ、それは即ちその事業の存在理由や社会的な価値を強くす

ることを、この小さな店は教えてくれる。 
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 第 5 階層である実現欲求階層の CVCA を示したものが図 3-31 である。 

 

 

図 3-31 第 5 階層 

 

3.4.7 多層 CVCA モデル作成のまとめ 

本フレームワークでは、Maslow の欲求階層ごとにステークホルダーをつないで CVCA

を作成し、すべての階層で Value Chain がつながっているかどうか確認する。 

すべて繋がっていれば、その会社は、理念が浸透し、業績も良い会社であるということが

わかる。どこか結べないところがあるとすれば、そこがその会社にとっての問題点となると

いうことが可視化できる。 

第 1 階層でつながっていないところがあれば、ビジネスモデルに問題がある可能性があ

る。第 2 階層であれば、顧客の信用、あるいは財務的な問題や社員の福利厚生体制などの問

題、第 3 階層ならば、社内外のコミュニケーションに問題がある会社と言えそうである。第

4 階層であれば、製品のブランディングに問題があり、サービス体制や社員教育体制にも問

題があるのかもしれない。そして第 5 階層がつながっていない組織であれば、企業理念の

浸透に成功していないということになろう。 

第 3 段階や第 4 段階に問題がある企業の場合、原因は第 5 段階の企業理念やその浸透策

の問題ということもあり得る。 

 

3.5 企業理念が業績に繋がる仕組み 

3.5.1 Zappos の企業理念とブランドおよび業績との関係 

Zappos CEO の Tony Hsieh は、Conly のピーク経営論の著書「Peak: How Great 

Companies Get Their Mojo from Maslow」（2007）の序文で、「Zappos のコアバリューの

『WOW！を（ステークホルダーに）届ける』を企業文化にする（浸透させる）ことができ
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れば、長きに渡って愛されるブランドの構築や素晴らしいサービスの提供（第 4 階層）、熱

心な従業員や顧客と出会う（第 3 階層）といったことなども自ずと達成される。」と述べて

いる。また「昔は多額の宣伝費を使って広告した。十分な費用をかければブランド構築は成

功した。だが今日では、訴える内容よりも、行動そのものや会社がどんな会社かということ

のほうがずっと重要である。ブランドとはその会社における人々の体験が集約されたもの

である。そして会社における体験とは、最終的には企業文化の副産物だ。」と第 3 階層（広

告）、第 4 階層（ブランド）、第 5 階層（企業理念の浸透）の関係について記している。 

 

要約すれば、第 4 階層であるブランドの構築は、第 3 階層（広告）の支え（イネーブリン

グ）も重要だが、第 5 階層（企業理念の浸透）によって制御（コントロール）される存在で

ある。 

同様に、第 2 階層の説明で、企業の失敗や問題は、損失の発生や不祥事などの信用の損

失、安全欲求レベルで表面化すると述べたが、これも第 2 階層の問題だけでなく、それを支

える第 1 階層のお金や商品、ビジネスモデルの問題、あるいは第 3～5 階層の問題からの影

響も考える必要がある。 

同一階層の関係だけでなく、階層の上下の相互作用も重要であり、最上階層にあたる企業

理念も、その直下の階層はもとより、第 1 段階や第 2 段階の売上や利益にも影響をあたえ

る。この状態が「企業理念の浸透」ということになる。第 5 階層の企業理念が浸透して、第

2 階層の業績に繋がる仕組みを示したのが、図 3-32 である。 
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図 3-32 企業理念が業績に繋がる仕組み  

 

 

3.5.2 価値のつながりと価値の影響 

 多層 CVCA は、同一階層内の価値のつながりの有無を可視化するツールであるが、前項

で示したようにその価値のつながりの影響は、同一階層だけではなく上下の階層間にも及

ぶ。「影響」というのは、例えば「理念が浸透すれば業績が上がる」というような、それぞ

れの要素間の原因と結果、因果関係のことである。しかしながら次項で述べるように、要素

間で影響がどのように伝わるのか、伝わるとすればどれ位の強さなのか CVCA で測ること

はできない。要素間に因果関係があることや、それが正負どちらの方向なのかを可視化する

ツールが因果ループ図であり、要素間の因果関係がシステム全体にどのような影響を与え

るのか動的にシミュレーションできる手法がシステム・ダイナミクスである。 

 

3.5.3 システム・ダイナミクスによるシミュレーション 

3.5.3.1 CVCA（WCA）の定量評価に関する先行研究 

本フレームワークをシステムとして捉えると、企業理念の浸透と業績の関係は、どのよう

なシステム構造で「影響しあっている」あるいは「相互作用がある」と言えるだろうか？ 今

関（2016）は CVCA の問題点として、CVCA ではステークホルダー間でやり取りされる情

報やモノについて、情報やモノの種類については考慮するものの、大きさ（量）を考慮しな



56 

 

い点にあるとしている。また WCA においても欲求の種類は考慮するものの、大きさは考慮

されていない点を指摘している。坂本（2015）は、CVCA の図上で、ステークホルダーの

規模や取引量の大きさを面積や矢印の太さで表すことを提案している。こちらもある瞬間

のビジネスの規模や状況を可視化する評価手法である。 

売上や顧客数といった価値の増減を計るには、時間軸を入れてシステムの振る舞いを考

慮した定量評価を行なう必要があるが、牧野（2011）は WCA の検証において、子供の健康

を願う母親に向けた地産地消型の直売所とスーパーの顧客数の推移を比較するシミュレー

ションを、システム・ダイナミクスモデルのストック/フロー図を作成して実施している。 

システム・ダイナミクスを利用すると、提案する仕組みにおけるお金や物資がサステイナ

ブルであるのかを定量評価できる。（牧野 2011）ただし牧野論文では、WCA をどのように

してストック/フロー図に落とし込んだかというプロセスには触れられていない。 

本研究では、多層 CVCA をシステム・ダイナミクスモデルに転換する手法を示しながら、 

企業理念の浸透が業績に繋がる仕組みについて述べていきたい。 

 

3.5.3.2 システム・ダイナミクスとは 

システム・ダイナミクスを開発したのは、MIT の Jay Forrester である。Forrester は第

二次世界大戦から戦後冷戦期までの間、フィードバック制御技術を活用した対空砲の自動

追尾装置（サーボ機構）や、世界初の大規模オンラインシステムである北米防空システム

SAGE（Semi-Automatic Ground Environment）の開発責任者であった。その後 1956 年

に経営大学院スローンスクールに移り、フィードバック制御技術を産業経営分野の課題解

決に活かすインダストリアル・ダイナミクス（後のシステム・ダイナミクス）を創始する。 

Forrester は、インダストリアル・ダイナミクスについて「組織の構造、政策における増

幅作用、意思決定と実行との間の時間的遅れなどが、どのように相互に作用して企業の成功

に影響を与えるかを説明するために行う産業活動の情報フィードバック特性の研究である」

と定義している。（Forrester 1961） 

一方 Fisher（2005）は、システム・ダイナミクスとは、時間の経過で変化するシステム

の成長と平衡の相互作用を、コンピュータ・シミュレーションを行いモデリングする手法で

あると定義した。 

このようにシステム・ダイナミクスは、シミュレーション技法、モデリング技法のひとつ

であるが、Schroeder は、「社会システムは本質的にデータの欠けているシステムである。

このようなシステムを有効に取り扱うことのできる技法のひとつが、システム・ダイナミク

スである」と述べ、社会システムのモデルを構築しようとすれば必ず観察不可能な部分が出

てくるので、システム・ダイナミクスのような構造依存型、つまり、他のシミュレーション

技法のようにパラメータを何に決定するのかということより、システムの構造を発見する

ことを優先する方法論が、社会システムのモデリングやシミュレーションには威力を発揮

するとしている。（小玉 1984） 
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また湊（2016）は、（多くの社会システムがその範疇にあるように、）単独でもシステムと

して成立する構成要素が統合されて全体としてシステムを構成するものをとくに System 

of Systems（SoS）と呼ぶが、SoS の評価には統一的な手法が存在しないものの、システム・

ダイナミクスは体系的にその評価ができるモデルになり得る、と述べている。 

本項では、3.4 で作成した多層 CVCA のモデルに基づいて、地域に根ざした食堂（食を通

じた地域の人々の健康と幸福をミッションとする店）と、比較対象としてチェーンレストラ

ン（「事業の目的は利益を上げること」という理念の店）の比較シミュレーションのモデリ

ングを、多層 CVCA をシステム・ダイナミクスモデルに転換するアプローチで行うことと

する。 

 モデルの作成にあたっては、本フレームワークの背景にあるシステム構造が把握できる

よう、プロセスをできる限り詳細に記述する。その上で作成したシステム・ダイナミクスモ

デルについては、モデリングやシミュレーションで把握できたシステム構造に対して先行

研究で裏付けることができるかどうか、次章で行なう実際の企業における多層 CVCA の作

成及び検証を行なう中で、その裏付けができるかによって有効性を判断する。 

 

3.5.3.3 多層 CVCA からシステム・ダイナミクスのモデル（因果ループ図・ストック/フロ

ー図）を作成する方法 

3.5.3.3.1 因果ループ図の作成手順 

第 3 章では個別事例から因果ループ図の作成を行ったが、ここでは多層 CVCA から転換

する手法について述べる。 

湊（2016）は、因果ループ図とは、分析対象を変数という要素に分解し、変数間の因果の

連鎖関係を明らかにすることで、システム内に含まれるフィードバック構造を分析するた

めの図式分析ツールと定義している。因果ループ図は以下のプロセスに沿って作成を行う。 

（1）時間軸分析 

問題の時間的範囲を検討する。時間の範囲とは、問題現象を理解するために必要な時間の

長さである。例えば小売業における売上減少を理解するために必要な長さは数週間から数

ヶ月程度なのに対し、地球温暖化に関する現象を正しく理解するためには、数十年あるいは

百年単位の気候変動を分析しなければならない。したがって、問題に応じて、その問題の本

質を理解するために必要な時間の長さを考える必要がある。 

（2）ステークホルダー分析 

ステークホルダー分析の目的は、分析対象とする問題の空間的範囲を明確にした上で、各

ステークホルダーの関心事項を明らかにすることである。 

システムに利害関係を有する当事者を網羅的に抽出し、その関心事項を明らかにする。 

（3）変数抽出 

（2）で抽出したステークホルダーとその関心事項にもとづいて、ステークホルダーがコ

ントロールしたい変数を可能な限り多くリストアップする。 
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（4）因果分析 

変数抽出で得られた相互に関連する 2変数について、因果リンクの向きをまず分析する。

次に変数間の因果リンクを参考にしながら、小さな因果ループを作成していき、徐々に変数

を増やして複雑なループを作成していく。 

（5）仮説構築 

因果ループ図を参考にしながら、問題がどのように発生しているかを表現する仮説を構

築する。 

 

3.5.3.3.2 多層 CVCA から因果ループ図へ転換する方法 

多層 CVCA から因果ループ図を作成する場合でも、同様の手順を踏まえれば良いことに

なるが、（1）の時間軸分析は、CVCA 作成においても必要な前提であり、第 3 章の作成手

順で述べたライフサイクルを指す。（2）の空間的範囲を明確にしてステークホルダーを洗い

出す作業も、本フレームワークの作成プロセスである。また「ステークホルダーの関心事項」

とは、各欲求階層の欲求そのものであり、その欲求の対象が「ステークホルダーがコントロ

ールしたい変数」になる。 

各階層でステークホルダーの欲求内容を記した吹き出しが「売上をもっと上げたい」「健

康を向上させたい」であれば、「◯◯を☓☓したい」の◯◯（「売上」「健康」）が因果ループ

作成に必要な変数である。 

したがって本フレームワークの多層 CVCA からは、 

『多層 CVCA から変数を読み取り、その変数同士の繋がりを因果関係のリンクで結ぶ。』 

というプロセスで因果ループに転換ができる。 

核となるループができれば、（4）のやり方で必要な変数を加えていき、複雑なループを作

成することができる。 

 

3.5.3.3.3 ストック/フロー図の作成手順 

仮説構築のための定性分析モデルである「因果ループ図」から、数値的検証ができる定量

分析を行うための「ストック/フロー図」の作成を行なうには、以下の 3 つの手順で転換で

きる。（山口・福島 2008） 

（１） 変数をストックとフローに分類する。 

ストックとフローの見分け方は、スナップショット・テストで判別する。スナップショッ

ト・テストとは、スナップショット写真（静止画）を見るように、時間が止まった状態でも

計測できる変数をストックとする思考実験である。ニワトリの群れのスナップショット写

真を見て、ニワトリが何羽いるか数えることができるが、今月何羽生まれたかとか何羽車に

轢かれて死んだのかとかはわからない。図 3-33 の因果ループ図でいえば、ニワトリの数は

計測できるのでストック、出生数や死亡数は計測ができないのでフローになる。 

 



59 

 

 

図 3-33 スナップショット・テスト 

 

（2）ストックに入ってくる因果関係のリンクに着目し、フローの向きを決める。 

ストックへ向かうリンクが正（＋）の矢印であったらインフロー、負（－）であればアウ

トフローになる。 

今回のケースでは、ニワトリの数（ストック）に対し、出生数（フロー）からの矢印（＋）

がインフロー、死亡数（フロー）からの矢印（－）がアウトフローである。（図 3-34） 

 

図 3-34 ストック/フロー図 

 

（3）シミュレーションを行う。 

シミュレーションのためには、このストック/フロー図の各変数に数値や計算式を代入し、

微分方程式を用いてシステムの時系列変化を計算する。Vensim や Stella などのソフトウェ

アを利用すれば、モデルの作成やシミュレーションを行うことができる。本章ではフリーソ

フトの Vensim PLE を利用して、因果ループ図およびストック/フロー図を作成した。以下

シミュレーションのプログラミングコードと結果を示す。 

ニワトリの数＝INTEG（出生数‐死亡数，100）※ 

出生率＝0.03 

死亡率＝0.01 
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出生数＝ニワトリの数*出生率 

死亡数＝ニワトリの数*死亡率 

 

※INTEG は INTEGRAL（積分）の Vensim 表記法。第 1 引数は被積分関数、第 2 引数は

初期値を表す。したがって t 時点におけるストックであるニワトリの数（S）は、出生数（b）、

死亡数（d）、初期値(100)と置くと、 

 

となる。以上のシミュレーション結果を図 3-35 に示した。 

 

 

図 3-35 シミュレーション結果 

 

3.5.3.4 因果ループ図の作成 

第 3 章で構築した食堂の多層 CVCA を元に因果ループ図を作成する。 

 

（1）ステークホルダーの洗い出し 

①生産者（仕入先）②経営者 ③従業員 ④顧客 

 

（2）各階層の CVCA から、ステークホルダーの「欲求の吹き出し（関心事項）」を書き出

す。（太字が因果ループ図の変数になる。） 

 

① 生産者（仕入先）  

高く買い取ってほしい。（仕入価格を上げてほしい） 

多く販売したい。（仕入量を増やしてほしい） 

品質のこだわりを認めてほしい。 

 

② 経営者  

たくさん売上げたい。（販売数を増やしたい） 
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安く仕入れたい。（仕入価格を下げたい） 

経費（給与）を抑えたい。 

利益を増やしたい。 

たくさんのお客に来てほしい。（顧客数を増やしたい） 

意欲を持って働いてほしい。（モチベーションを上げてほしい） 

成功したい。賞賛されたい。（評判を上げたい 信頼を得たい） 

理念（ミッション・ビジョン）を浸透させたい。 

 

③ 従業員 

給与を多くしてほしい。 

仕入品の品質を保ってほしい。 

信用してほしい。 

職を通じて自己実現したい。 

 

④ 顧客 

安い価格で食料がほしい。（販売価格を下げてほしい） 

安全・安心・清潔にしてほしい。（商品品質を上げてほしい） 

親しみあるサービスを受けたい。（サービス品質を上げてほしい） 

 

（3）変数を因果関係で結ぶ。 

上記の変数を因果関係の矢印で結び、因果ループ図を作成する。 

どの因果関係から作成していくかは状況によるが、一般には抽象度の低い具体的なもの

から作成するのが、イメージがつきやすく容易である。第 1・第 2 階層の欲求対象の変数が

それにあたる。また誰の視点から描くかということも大事である。したがってここではまず

チェーンレストランの戦略に頭に入れながら、ループ図に取り掛かる。 

チェーンレストランの企業戦略は生存欲求および安全欲求、つまりは利益の最大化を目

的とする。生存欲求のステージでは従業員は給与の額、顧客は販売価格が重視される要素に

なる。 

下図は競争市場での販売価格と販売数の因果ループである。需要供給曲線に従い、需要

（販売数）が増えると販売価格が上がり、需要が減ると下がる。そして販売者が価格を下げ

ると需要が換気されて販売数が増える。ここにはバランスループが働いている。 

図 3-36 で示すように、チェーンレストランの経営者は、商品（メニュー）の販売価格を

競争相手（食堂）よりも安くして販売数を増やすことを戦略の第一とする。 
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図 3-36 因果ループ図 1 

 

 

販売数が伸びると、仕入れ量も多くなり、生産者（仕入先）に対し強い立場を取ることが

できるので、仕入価格を下げることが可能になる。仕入価格が下がればさらに販売価格を下

げられる。自己強化ループが働き、さらなる値下げ攻勢および販売増を図ることができる。 

そして仕入価格が下がり販売数が増加することによって、さらに利益が増える。（図 3-37） 

 

 

図 3-37 因果ループ図 2 

 

 

しかし、この自己強化ループを回し続けるといずれ限界にぶつかる。なぜなら販売価格を

下げることは、利益率の低下に直結するからである。利益率が下がると販売数量を今まで以

上に伸ばそうとするので、安売り攻勢が強くなる。しかし仕入先への値下げ圧力にも限界が

ある上、利益率にはゼロという下限があるため、ここでバランスループが働き、拡大戦略に

ブレーキがかかる。（図 3-38） 
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図 3-38 因果ループ図 3 

 

 

また、仕入先である生産者に値下げを強いることは、生産者の生産コストの低下を強いる

ことである。商品の品質はその分犠牲にならざるを得ない。 

商品の品質が、顧客の信頼や評判に影響を与えるまである程度時間がかかるが、品質の低

下は顧客の信頼・評判の低下となる。ここでもバランスループが働いて、販売増加のブレー

キ要因となる。（図-3-39） 

 

 

図 3-39 因果ループ図 4 

 

 

そしてもうひとりのステークホルダーの従業員であるが、利益を上げるためにはできる

だけ彼らの人件費（給与額）を抑える必要がある。しかし生存欲求に基づく従業員の一番の

関心事項は、自分の給与額である。 

給与額を抑えられることは、従業員のモチベーション低下に直結する。すなわち、顧客に



64 

 

対するサービス水準が下がり、顧客の評判を悪くし、販売（売上）の低下に拍車をかける（自

己強化ループ）ことになろう。（図 3-40） 

 

 

 

図 3-40 因果ループ図 5 

 

3.5.3.5 レバレッジポイント 

レバレッジポイントとは、直訳すれば「てこの支点」のことであるが、因果ループ図全体

を制御するための、効果的な要素（ポイント）のことを言う。上記の因果ループ図にも現れ

ているように、社会システムは様々な因果関係が絡み合っているので、「あちらを立てれば

こちらが立たず」という状態に陥り、全体をうまく制御するポイントをみつけることは簡単

なことではない。 

フィードバックループの集合体である因果ループ図の性格上、レバレッジポイントとな

りうる要素（変数）は次の 2 つのいずれかとなる。 

① 自己強化ループを強める要素（変数）。 

② 全体の動きにブレーキを掛けているバランスループを弱め、それによって自己強化ルー

プがスムーズにまわるようにする要素（変数）。 

上記のいずれか（もしくは両方）を満たす要素がレバレッジポイントである。 

なお、売上や顧客数など、成長させたいシステムの場合は、自己強化ループをより強く回

すための要素がレバレッジポイントであるが、犯罪抑制や地球温暖化問題、あるいはロケッ

トを目的地に正しく到達させる、身体の不調（病気）を回復させるなどのような、課題を解

決する、物事を設定された目標値に向かわせるためのシステムであれば、自己強化ループを
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弱める、あるいはバランスループを強化する要素がレバレッジポイントとなる。 

また、レバレッジポイントは、システム全体を動かすポイントであるから、リンクの矢印

が集中している箇所もしくはその前後にあることも多い。 

以上の考察からこの因果ループ図のレバレッジポイントは、販売量にリンクする「信頼・

評判」「サービス品質」それに連なる「社員のモチベーション」を上げることであることが

わかる。これらの変数の数値を上げれば、システム全体が回り、販売数量・利益ともに成長

し続ける。 

図 3-40 からは「社員のモチベーション」を上げる手段として、「給与」のアップがあるこ

とが読み取れるが、ここにはバランスループが存在している。すなわち「給与」のアップは

同時に「利益」のダウンに直結するので、どこまでも給与を上げることはできない。ここで、

給与のアップに頼らない、社員のモチベーションを上げるための別の外部変数の導入が必

要となる。（図 3-41） 

 

図 3-41 因果ループ図６ 

 

企業が理念（ミッション・ビジョン）を掲げ、その浸透によって社員がそれに共感し、自

ら「職を通じた自己実現」を見出した場合、それはモチベーションを上げる強力な要素とな

りうる。経営者が様々な施策を打って、社員に経営の理念（ミッションやビジョン）を提示

し続けることによって、社員のモチベーションをあげ、顧客の信頼・評判を獲得し、それが

売上高や利益の増加を通じて、給与アップや福利厚生の充実が実現できる。そしてそれがま

た社員のモチベーションアップに繋がるという自己強化ループを構築することができる。 

また生産者を単なる経費の対象ではなくパートナーと捉え、仕入れ価格を無理に下げな
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い施策を打つことは直接的（短期的）には利益の減少になるが、商品品質が上がることで、

信頼・評判に繋がるバランスループを弱めることができる。パートナー（生産者）の支持を

通じた商品品質の向上が、顧客の信頼・評判の獲得、そしてさらなる販売増に繋がることが

読み取れる。社員の給与に関しても同じことが言え、社員を単なる経費の対象と捉えて人件

費を抑えることに注力すると、やがて自己強化ループが弱まって、この因果ループ全体がう

まく回らなくなる。尚、上記の因果ループ図は、多層 CVCA を上から透過したイメージで

あるが、横から眺めると図 3-42 のように表すことができ、欲求階層間の縦のつながり（階

層間の影響＝因果関係）も明示化できる。 

 

 

図 3-42  図 3-41 の因果ループ図を欲求階層ごとに見たイメージ 

 

以上のように因果ループ図によって、企業理念の浸透が、多層 CVCA の各階層の欲求か

ら導出した要素（変数）の繋がりを経て、業績（販売数・利益）の向上に繋がることを導き

出すことができた。因果ループ図で構造化したこの仮説に対し、定量評価を行うことのでき

るストック/フロー図による仮説検証（シミュレーション）を行う。 

 

3.5.3.6 ストック/フロー図の作成 

3.5.3.6.1 システム原型の活用 

ここではストック/フロー図による検証として、（地域の健康と幸せを企業理念とする）「地

域に根ざした食堂」と、（利益の最大化を目的とする）「チェーンレストラン」の比較シミュ

レーションを行なう。このシミュレーションでは、2 店を同じ商圏の店とし両者を競合関係

にあるとした。（商圏内にはこの 2 店しか存在せず、外食する顧客は皆、食堂かチェーンレ

ストランのどちらかを利用すると仮定する。） 

競合関係のような私たちの周りでよく見られる事象を、システム・ダイナミクスでモデリ
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ングする場合、システム原型を参照する方法が便利である。私たちの個人的・組織的生活に

ある構造を見ると、特定のパターン（型）の構造が繰り返し起こることがわかっている。こ

れらをいくつかの型に分類したのがシステム原型で、「成長の限界」「応急処置の失敗」など

がよく知られている。（Senge 1990） 

Senge が分類した競合関係に関するシステム原型には、富者はますます富み貧乏人はま

すます貧しくなるといった、与えられる資源の最初の偏りが勝者と敗者を決定づける「成功

には成功を」、安売り競争や国家間の軍拡競争のように、お互いの行動が相手の対抗策に拍

車をかけ続ける「エスカレーション」、限りある資源を奪い合って共倒れになる「共有地の

悲劇」、それまで共存していた関係でも、各々のさらなる努力が相手の成果を邪魔し合う結

果になる「予期せぬ敵対関係」の 4 つがある。 

ここでは、図 3-43 で示した「予期せぬ敵対関係」が本ケースに最も近いと思われるので、

このシステム原型を元にモデリングを行うこととする。 

 

 

図 3-43 予期せぬ敵対関係のシステム原型 （末武 2009 を一部修正） 

 

これを本モデルに当てはめると図 3-44 のようになる。変数のうちストックは、スナップ

ショット・テストから「地域に根ざした食堂の顧客数」と「チェーンレストランの顧客数」

であることがわかる。 
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図 3-44 食堂とチェーンレストランの「予期せぬ敵対関係」 

 

次に、ストックへ向かうリンクをインフロー（＋のリンク）とアウトフロー（－のリンク）

に転換しストック/フロー図を作成する。図 3-44 の因果ループ図からは、図 3-45 で示した

ように「食堂の顧客獲得（インフロー）‐地域に根ざした食堂の顧客数（ストック）‐チェ

ーンレストランの顧客獲得（アウトフロー）」と「チェーンレストランの顧客獲得（インフ

ロー）‐チェーンレストランの顧客数（ストック）‐食堂の顧客獲得（アウトフロー）」の

ストック/フローモデルができる。 

 

 

図 3-45 「予期せぬ敵対関係」から転換したストック/フロー図 

 

上図からわかるように、相手の顧客は自分の潜在顧客であり、相手が顧客を獲得するのは

自分にとっての顧客の喪失になるので、このモデルには「潜在顧客－顧客の獲得－顧客の喪

失」の関係をモデリングした、イノベーション普及のロジスティック・モデル（Logistic 

Model on Innovation Diffusion）あるいはバース普及モデル（Bass Diffusion Model）を応

用することができる。（Sterman 2000）（図 3-46）ここではバース・モデルを応用し、図 3-

47 で示した 2 つのバース・モデルを組み合わせたモデルを新たに考えた。（WCA の検証を
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行った牧野論文（2011）では、従来通りのバース・モデル（買替えモデル）を適用している。） 

 

 

図 3-46 Bass Diffusion Model（Replacement Purchases）（Sterman 2000） 

 

 

図 3-47 2 つのバース・モデルを組み合わせたモデル 

 

3.5.3.6.2 ストック/フロー図によるモデリング 

前項までを踏まえ、CVCA で描かれた Value Cain と因果ループ図の変数をストック/フ

ロー図に落とし込み、モデリングを行う。 

前述の因果ループをストック/フローに変換するには、「給与額」を「食堂の給与額」とす

るなど、変数の抽象度を下げ、CVCA で描いたビジネスの流れに沿ってその変数を配置す

る。（図 3-48） 
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図 3-48 因果ループの抽象度を下げて変数を配置 

 

図 3-48 に「競合関係のバース・モデル」（図 3-47）を組み込んで、図 3-49 のストック/

フロー図を作成した。 

 

 

図 3-49 地域に根ざした食堂とチェーンレストランのストック/フロー図 
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3.5.3.6.3 ストック/フロー図によるシミュレーションの結果 

 

 

図 3-50 地域に根ざした食堂とチェーンレストランの顧客数推移 

 

 図 3-50 で示したシミュレーションによれば、当初はチェーンレストランの顧客が増加す

る。しかし 20 週を過ぎる頃から地域に根ざした食堂の顧客数が増え始め、およそ１年後に

両店の顧客数は逆転、その後も顧客の多くが、利益第一主義のチェーンレストランよりも地

域に根ざした食堂を選択するという結果が得られた。（※シミュレーションのプログラミン

グコードは Apendix 参照） 

 最初のうちは多くの顧客が、価格の安さに惹かれてチェーンレストランに集まる。仕入れ

価格や人件費も安く抑えられるため売上の増加に伴い利益も伸びる。利益を第一に考える

チェーンレストラン経営者の戦略が嵌った結果である。 

 しかし地域に根ざす経営者の経営理念に裏打ちされた、モチベーションの高い従業員の

サービスや、生産者の支持を受けた高品質の食材を使用した料理が、少しずつ顧客の信頼や

評判を集め、やがてチェーンレストランを上回る顧客の支持を受けるようになる。因果ルー

プ図ではリンクの矢印の「遅れ」で表現されているが、ストック/フロー図のシミュレーシ

ョンでは、信頼・評判の蓄積は「ストック」でいう形で表されている。 

表示価格や宣伝・広告のような目に見える手法は、チェーンレストランの当初の業績を見

ればわかるようにすぐに現れる。一方で理念の浸透とか信頼や評判といった目に見えない

ものは、（途中で事件や事故がなければ）少しずつ蓄積されていく。現実社会においても、

少しずつ蓄積されていったものが、気がついた頃には（良い方でも悪い方でも）驚くほど大

きなものになっている、というケースは多いと思われる。 

 

3.5.3.7 システム・ダイナミクスによるモデリング＆シミュレーションのまとめ 

 シミュレーションの結果として、顧客の多くは、最終的には利益を目的とする店よりも企

業理念が浸透している店を選択し、地域に根ざした食堂のほうが業績も良くなる結果が得

られた。 

 これは第 3 章のまとめで述べたように、ビジネスモデルや価格（第 1 階層）、宣伝活動や
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口コミ（第 3 階層）そして商品やサービスの評判（第 4 階層）や企業理念の浸透（第 5 階

層）といった各階層の Value Chain が、それぞれ上下の階層に影響しあい、企業業績（第 2

階層）にも影響を与えたことを示している。 

 第 5 階層の企業理念が第２階層の企業業績（利益）に直接繋がるわけではなく、同じ第５

階層の「従業員の職を通じた自己実現の欲求」と共鳴して従業員のモチベーションを高める。

それが質の高い商品品質やサービス品質に繋がり、ブランドとして顧客に認知される（第 4

階層）。そして顧客の口コミを引き起こし、それによって顧客が集まり（第 3 階層）、売上や

利益に繋がる（第 2 階層）。Zappos 等の“企業理念浸透企業”を視察した際に作成した因果

ループ図のように、「高いところから低い方へ」価値が流れているように見える。こうした

因果関係を持つ要素の相互作用により、企業理念が業績へと繋がることをこのモデルは示

している。逆に言うと経営者が企業理念を制定しても、第 5 階層は無論のこと、第 3 階層

や第 4 階層の Value Chain がしっかりしていないと、企業業績にはつながらないというこ

とでもある。 

また、その影響が業績として現れるのに相当の時間が必要であることも、このモデルは明

かしている。第 5 階層から第 2 階層まで長い経路を経ているというだけでなく、ストック/

フロー図が明らかにしているように、いくつものストック（モチベーション蓄積のストック、

品質やサービスの信頼・評判のストックなど）を経由しているので、それぞれのストックに

蓄積する時間がかかる。一方で経費の削減や価格決めなどのマーケティング戦略（第 2 階

層）は、結果が出るまでの時間が短い。しかしその分長続きはしづらく、価格戦略の優位性

も他に競合が現れれば、そちらにすぐ顧客は流れてしまう。このような顧客行動は、競合が

ひしめく秋葉原の電器街や e コマースの比較サイトなどでおなじみである。 

 

システム・ダイナミクスのモデリングとシミュレーションから明らかになった、多層

CVCA のシステム構造は以下の通りである。 

（1）企業理念の浸透は、ステークホルダーの関心事項（欲求）の因果関係（リンク・フロ

ー）の繋がりを経て企業業績に影響を与える。 

（2）第 5 階層の企業理念が第 1、第 2 階層にも影響を与え企業業績の効果を上げるために

は、途中の第 3、第 4 階層の Value Chain もしっかり構築されていることが必要である。 

（3）利益追求は短期の利益目標には効果がある。一方で理念の浸透の効果が現れるまでに

は相当の時間を必要とするが、長期的にはその効果は高い。 

 

 以上の結果は、序章でも触れた Heskett ら（1994,1996）の Service-Profit Chain（SPC）

の研究結果とも一致している。SPC とは、従業員への適切な評価と報酬が従業員満足（ES）

と繋がり、それが顧客満足（CS）から収益へと繋がるというサイクルのことを言う。従業

員への適切な評価と報酬が従業員満足につながり、その従業員のサービスが顧客満足へと

つながって収益化をもたらす。収益は給与他の社内サービスの質を向上させ、従業員満足へ
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と繋がる。松葉（2008）は事例企業調査から、SPC 理論の通り、図 3-51 で示すように ES

と CS の両者間の相互作用があることを確認した。そして特に ES のサイクルのためには企

業理念の浸透が重要な要因であることを見出している。また佐竹（2016）は、企業の目標追

求活動について、Maslow の第１、第２欲求階層の欲求は短期の目標行動で、上に上がるほ

ど長期となるのがみられるとしているが、これは（3）のチェーンレストランと食堂両店の

行動を裏付けるものである。 

 

図 3-51 Survice-Profit Chain（松葉 2008） 

 

3.6 欲求連鎖分析（WCA）との違いについて 

本フレームワークと同じように、CVCA にステークホルダーの欲求を組み込んだフレー

ムワークに、欲求連鎖分析 （Wants Chain Analysis）がある。牧野ら（2012）は、WCA

について、「心理学における欲求に関する知見を新たに発展的に整理し直し，これを CVCA 

に付加することによって，製品やサービスの開発者が，人々の多様な欲求を考慮して社会シ

ステムの分析・設計を行うための手法」と定義している。 

WCA の特徴は、欲求階層に加え、欲求の動作主と対象を軸に加えている点である。そう

すると欲求の各階層で、2×2 マトリクスが作成される。例えば第 1 階層の生存欲求は、下

記の 4 つの側面から表現ができる。（図 3-52） 

(1) 私は、何かを食べたい。（左上） 

(2) 私は、誰かから何かを食べさせてほしい。（左下） 

(3) 私は、誰かに何かを食べさせたい。（右上） 

(4) 私は、誰かが誰かに何かを食べさせてほしい。（右下） 
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図 3-52 2×2 マトリクス (牧野ら 2012) 

 

利己と利他を区別したことについて牧野らは、「従来の欲求研究では，主に図の左側（利

己）の枠のみが着目されてきた」と述べている。 

本フレームワークでは利己と利他の区別を行わない。食堂の経営者の生存欲求を上図の

WCA で分類すれば、「私は従業員にお客様の空腹を満たしてほしい」というマトリックス

の右下（利他×他力）の欲求を持っていることになる。しかし経営者は皆、利他の気持ちを

持っているかというと、実際には経営者のメンタルモデルを利己欲求（売上＝お金が欲しい）

と利他欲求（お客様に食べてほしい）に分割した上で判断する必要があるだろう。 

同じくこの食堂で、第 1 階層の生産者のお店に対する「お店は食材の仕入れをしてほし

い」、第 2 階層での経営者の「従業員は働く意欲を持ってほしい」、第 3 階層の「お客様は

（当店の）ファンになって欲しい」は右上（利他×自力）にあたるが、これらの欲求も単純

に「利他欲求」とするのは適当ではない。このように利己と利他を区別すると作成の困難さ

が増す。そして区別することができない「自己実現欲求」の問題がある。 

「自己実現欲求」は、前述したように利己的な欲求という意味ではない。Maslow 自身、

著書『完全なる人間』の序文において、「自己実現」という用語が一般的には、「愛他的（利

他的）というより利己的」「人生の課題に対する義務や献身の面が希薄」「個人の充実は良い

社会に基いている点を看過している」と利己的の意味で使われており、当時の有名な心理学

者でさえ本来の意味を理解できないことに「失望」を表現している。 

Goldstein の Holistic（全体論的）な思想を受け継いでいる Maslow は、すべての二分法

的思考法は未成熟であると述べていて、自己実現の水準では、多くの二分法は解決され、対

立概念は統合されるとしている。 

低い水準、例えば生存欲求の水準では、自分も相手も空腹の状態の中でハンバーガーが 1
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個しかなければ、どちらが食べるか葛藤が生じるが、自己実現の段階では利己主義と無私の

態度がより高い抽象概念（上位単一体）に統合される。つまり自己実現欲求では利己と利他

の両方の状態が対立や葛藤がなく含まれる。 

 

Porter は共通価値の創造（Creating Shared Value）の論文（2011）で、CSV の概念は、

営利組織と非営利組織の境界をあいまいにする、と述べるとともに、CSV は決してフィラ

ンソロピーではなく、社会的価値を創造することで経済的価値も創造するという利己的な

行為である。と述べている。 

現実には企業活動とソーシャルビジネスの区別は存在しており、CSR 活動のような企業

の利他的行動や、コーズ・マーケティング（Cause Related Marcketing）を設計するのに、

WCA は適している手法である。 

最近はあまりこの言葉を聞かれなくなったが、これはマーケティング手法としてのブー

ムが単に去ったということではなく、カルパースなどの機関投資家が、企業の ESG（環境・

社会・企業統治への取り組み）を投資基準の指標にしたり、企業会計に統合報告書（BS/PL

と CSR 報告書の統合）が導入されたりしたように、企業が社会のために行動することは、

何ら特筆するべきことではなく、もはや当たり前になってきたという面もある。「企業とし

ての自己実現」も、利己と利他が統合されるとする Goldstein-Maslow の考える方向に向か

っていると言えよう。 

本フレームワークと WCA も対立するものではなく、それぞれの視点や側面から設計や

分析のできるフレームワークであると考える。 
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第４章 本研究の検証 

 

 

本章では前章で作成した「多層顧客価値連鎖分析（多層 CVCA）」が、企業理念の浸透の

ための可視化モデルとして機能するかどうかの検証（Verification）を行なう。 
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4.1 検証の方法 

本章において検証は、以下のやり方で行なう。 

（1）成功企業を対象にして本フレームワークを作成して検証する。 

理念浸透に成功し業績も良いと言われる企業を対象にして、食堂の事例で示したように、

実際の企業で本フレームワークを作成できるかどうか検証をする。前章で視察した Zappos、

未来工業、西島の 3 社のケースで、多層 CVCA モデルの作成を試みる。 

（2）失敗（問題のある）企業を対象にして本フレームワークを作成して検証する。 

（1）とは逆に、失敗あるいは問題がある企業を対象に多層 CVCA モデルを作成する。本

フレームワークによって、失敗が表面化した企業の問題点をあぶり出し、企業理念が浸透し

ていない様を表現できるのか検証する。対象企業として、2017 年 1 月~10 月に日経ビジネ

ス「敗軍の将、兵を語る」に企業 TOP が寄稿した７社をピックアップして、その企業のモ

デルを作成する。 

 

4.2 成功企業を対象にした本フレームワークの作成と検証 

ここでは Zapppos、未来工業、西島の３社の視察（オブザベージョン）結果を基にして、

本フレームワークの作成を行なう。それぞれの階層でステークホルダー間の CVCA を描け

るかどうか、作成された多層 CVCA が、それぞれの視察結果を裏付けられているかどうか

の検証を行うこととする。 

 

4.2.1 Zappos 

4.2.1.1 第 1 階層（生存欲求） 

第 3 章で述べたように Zappos がお金を稼ぐ手段は、靴を始めとするファッション製品の

e コマースである。1999 年に Nick Swinmurn が創業。Swinmurn は、地元のショッピン

グモールで目当ての靴を探しあてられなかった経験から、靴のオンライン通販を思いつい

たと言われる。図 4-1 で示した第１階層の CVCA では、Zappos のお金と物の動き、すなわ

ちビジネスモデルを表している。 
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図 4-1 Zappos の第 1 階層 

 

4.2.1.2 第 2 階層（安全欲求） 

Zappos では、従業員が快適に勤務できるよう、無料の社員食堂や医療費の全額会社負担

等様々な制度を導入している。社員が快適な環境で働けて初めて、顧客にも快適なサービス

を行うことができるという信条からである。 

顧客に対しても、100%返品保証をしている。多くのショッピングサイトでも、開封しな

い限り返品 OK というところは多いが、靴は実際に履いてみないと足に合うかわからない

ものだ。そこで Zappos では部屋の中で履く限り返品可とした。しかも返送費用は Zappos

の負担である。顧客は、店舗で靴を買うときのように、多くの靴を一旦手元において、足に

フィットする靴を選ぶことができるのである。図 4-2 で示した第２階層の CVCA では、安

全欲求にあたる従業員の福利厚生、そして安定した職場で働く社員のサービスが顧客の信

用、安全欲求の充足につながっていることを表している。 

 

図 4-2 Zappos の第 2 階層 
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4.2.1.3 第 3 階層（親和欲求）  

Zappos は、コールセンターを会社の根幹として、顧客の欲求を徹底的に満たす企業とし

て知られている。コールセンターに売上ノルマはなく、「顧客の欲求に答える」のが唯一の

タスク。だから顧客がほしいものが自社になければ他社のウェブサイトから探してあげた

り、顧客の人生相談に乗って長時間話し込んだり（現在の最長時間は 10 時間）、というエピ

ソードがむしろ自慢げに語られる。 

同社は、顧客が熱狂する企業として口コミで評判になり、靴の販売ではネット通販の流通

量の 3 割を占めている。図 4-3 で示した第３階層の CVCA では、親和欲求を満たされた社

員が、顧客とも親密な関係を結んでいるのを表している。 

 

図 4-3 Zappos の第 3 階層 

 

4.2.1.4 第 4 階層（承認欲求） 

Zappos の、徹底して顧客に尽くすサービスは全米で知られるようになり、同社のサイト

は高い知名度と売上高を誇る。それだけでなく同社は、社内でも従業員に対し尊厳をもって

接していることで知られる。米国のコールセンターを有する企業では、24 時間交代勤務と

いうこともあり、社員に特定のデスクがない会社、ひとつのデスクを複数の社員でシェアす

る会社が多い。Zappos では、ひとりに 1 台のデスクがあり、それをどのように飾り付けを

するか、完全に社員の裁量に任せている。会社に自分の城があるのだ。（段ボール等で本当

にお城にしてしまった社員もいる） 

また役職を廃止すると共に、パイプラインと呼ばれる社内認定プログラムなど社員への

プライド・誇りを刺激するプラグラムを各種実行している。Zappos 社員は、Zapponian と

自称し誇りとプライドを持っている。図 4-4 で示す第４階層の CVCA も明らかにしている

ようにそのような彼らのサービスが、会社のブランドとなり、熱烈なファンを呼ぶ構図とな
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っている。 

 

 

図 4-4 Zappos 第 4 階層 

 

4.2.1.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

Zappos は、Delivering Happiness を会社のミッションとし、顧客に「WOW！」と言っ

てもらう高度なサービスを提供している。そのために欠かせないとしているのが、企業理念

に基づいた企業文化の醸成であり、そのために様々な施策を打っている。 

企業理念は掲げているだけでは意味はなく、それが社内外に浸透しなければならないの

は、本論文でも何度も述べているとおりである。 

企業理念は、創業者が定めたり、一部の人間で決めたりしたものが多いが、Zappos では、

企業理念策定のために 1 年間という時間をかけ、社内から意見を集め集約していった。最

初から全社員が参加するプロセスができていたのである。 

そして同社がもっとも力を入れているのが人材採用である。Zappos に入社するのは、名

の知られた一流企業よりも難しいと言われている。私がインタビューした社員の一人も、エ

ントリーしてから入社まで一年間かかったと言っていた。 

採用で重視するのが、企業理念、企業文化に合うかどうかである。そのために 20 人位の

社員と面接を繰り返して判断される。 

どんなに優秀でスキルを持った人であっても、企業理念に共感しない、企業文化に合わな

いと判断されたら採用されない。個人主義的な人、何よりお金が大事と思っている人、

Zappos をキャリアパスと考えている人、いずれも米国人には珍しくないタイプだが、この

ように判断されたら絶対に採用されない。ちょっとした異分子が混ざるだけでも、それまで

築き上げられてきた企業文化が破壊されるからである。 

何百倍とも言われる競争をくぐり抜けて入社しても数ヶ月の研修期間中（幹部候補であ
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ってもまずお客様センターに配属される）、やはり Zappos の企業理念に反した行動をとっ

たり、周りの社員に「この人は合わない」と判断されたりしたら、採用中止となる。 

また自ら「自分は Zappos」に合わないと判断して申し出た場合、その時点で辞退金とし

て数千ドルが支払われる。そうすることにより「何よりお金がほしい」という人を排除する

仕組みをつくっているのである。 

Zappos 見学をコーディネートしてくれた方（ラスベガス在住の日本人）が教えてくれた

が、Zappos の社員は、日本風に言えば（良くも悪くも）金太郎飴みたいなところがあって、

街で見かけてもすぐ「あの人は Zappos の社員だ」と雰囲気でわかるそうだ。そして３章で

私自身も経験したように、顧客にも WOW を言わせようというこの会社の特性が図 4-5 で

示したこの CVCA からも読み取ることができる。 

 

 

 

図 4-5 Zappos の第 5 階層 

 

 

4.2.2 未来工業 

4.2.2.1 第 1 階層（生存欲求） 

序章でも述べたように、未来工業は、建築部品や電設部品の製造販売企業である。シェア

8 割を占めるスイッチボックスのように、シェアトップの製品も多い。私たちの家や職場で

も未来工業製品は数多くあるはずだが、その多くの壁の裏側にあるものなので、一般の人が

目に触れるのはあまりないだろう。顧客は全国の工務店や内装工事業者であるが、直接取引

ではなく卸（代理店）を通じて販売されている。図 4-6 で示される第１階層の CVCA で、

この会社のおおまかなビジネスモデルがわかる。 
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図 4-6 未来工業の第 1 階層 

 

 

4.2.2.2 第 2 階層（安全欲求） 

未来工業が全国的に有名になったのは、同社の就業制度が評判になったことが大きいだ

ろう。1980 年代に同業他社に先駆け完全週休 2 日制を実施。就業時間７時間 15 分。残業

の禁止。全員正社員（終身雇用制）。営業ノルマなし。同社はその中で創業以来利益を出し

続けている。 

創業者の山田昭男は著書『ホウレンソウ禁止で 1 日 7 時間 15 分しか働かないから仕事が

面白くなる』の中で、「社員の不満や不安を最小限にする」ことが大事と述べている。不満

を持つ者がいると周りに伝染する。例えばパートや派遣を雇ってコストが下がったと喜ん

でいても、パートや派遣社員が同じような仕事量を抱えながら正社員より待遇が低いこと

に不満を持つようになると、その不満は伝染して社内に広がり、それを抑えるコストのほう

が結局大きくなるという。3.5.3 節のシステム・ダイナミクスモデルの説明で、無理に人件

費を下げようとすると、バランスループが強くなって売上増のサイクル（自己強化ループ）

が回らなくなる、と述べたことと同じと言って良い。 

安定しているからこそ良い仕事をする。顧客からも信用されるというのが同社の哲学で

あるが、そのことを図 4-7 で示した第２階層の CVCA から読み取ることができる。 
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図 4-7 未来工業の第 2 階層 

 

4.2.2.3 第 3 段階（親和欲求） 

未来工業が好調な「秘訣」の 1 つに同社のコミュニケーション戦略がある。前述の残業の

禁止などと併せて世間の評判となった社内制度に「ほう・れん・そう」（報告・連絡・相談）

の禁止がある。 

おそらくわざと誤解を呼ぶ表現をしているが、「ほうれんそう禁止」とは、「完全に権限を

移譲する」（現場にまかせる）および「上司は部下の報告を待っていてはいけない」（自分か

ら現場の部下のところへ行く）という意味である。つまり「ほうれんそう禁止」というと、

上司部下のコミュニケーションが無くなるというイメージがあるが、実際は逆である。 

普通の会社では、現場で問題が起こると社員は（机に座っている）上司のところへ行き、

報告相談をする。そうするとその上司はそのまた上司の机のところへ行って報告相談する。

そのまた上司はフロアを出て役員会議室に行き判断を扇ぐ。そうやっているうちに現場に

フィードバックされるまでに日が暮れる。 

「現場のことは（会議室ではなく）現場が一番知っている」のだから、必要があれば上司の

方が現場へ行ってその場で判断するのが未来工業流である。 

 

また第 2 段階のところで述べた、営業の目標（ノルマ）なしであるが、これも第 3 段階の

戦略あってのものである。 

営業ノルマがあると、営業担当は直接の顧客である卸（代理店）に日参し、接待を繰り返

して、なんとか予算額をクリアしようと躍起になる。 

同業他社がそのようなことを行っている間、未来工業の営業担当は建築現場に行き、工事

担当者からヒアリングを行う。電設部品というのはローテク製品であるし、製品の規格が決
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まっているため、どの製品もそれほど違いはなく、従来差別化はほとんど行われなかった。

しかしビス穴のちょっとした角度とか、持ち具合の質感で使いやすかったり使いづらかっ

たりする。電設工事は、天井であったり壁の裏であったり、職人が不安定な姿勢で行うもの

が多いので、意外な工夫が役立つのである。 

営業担当は、そういった現場の声を集め、商品企画や製造担当とコミュニケーションを取

って、他社にない製品を販売する。 

それが大手を押しのけて、岐阜県の中小企業が電設製品全国シェア No.1 となった秘訣と

いえよう。図 4-8 で示した未来工業の第３階層の CVCA からは、「ほうれんそう」の禁止で

上からの介入がなく各部署間のコミュニケーションが活発になり、顧客の情報が、営業から

商品企画へ、そして製造部門へ流れやすくなっていることを読み取ることができる。 

 

図 4-8 未来工業の第 3 階層 

 

4.2.2.4 第 4 段階（承認欲求） 

前項で、ほうれんそう禁止など同社独特のコミュニケーション戦略を記したが、同社は、

他社と同じことはしない。差別化ができない製品は（売れ筋であっても）販売しないという

姿勢を貫いている。 

また徹底的な権限委譲で、現場に権限と責任を与えている。それにより、社員は承認欲求

を満たされ、プロ意識が植え付けられる。 

このように現場の意見を聞いて作られた製品は、現場からの引き合いが卸に多く寄せら

れる。未来工業の営業担当は、他社のように卸に対する営業は熱心に行わないが、卸は「ブ

ランド品」として取り扱うようになる。 

洋服やバッグなどを買う時を想像してみるとわかりやすいが、お店の人がしきりに勧め

てくる商品にブランド価値は感じない。口コミや、「有名人の◯◯さんが持っているあのバ
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ッグは何ですか？」などと顧客側から問い合わせるような商品が「ブランド」として認識さ

れる。信頼→プロ意識→ブランドという価値の流れがあることを表しているのが、図 4-9 で

示される第 4 階層の CVCA である。 

 

 

図 4-9 未来工業の第 4 階層 

 

4.2.2.5 第 5 段階（自己実現欲求） 

同社の企業理念である「常に考える」であるが、「ほんれんそう禁止」も「権限委譲」も

この「常に考える」と表裏一体であるからこそ成立する。上司の指示待ちの社員ではこれら

は成り立たない。また第 2 段階で述べた同社の「7 時間 15 分勤務」も「残業禁止」も決め

られた時間に仕事を終わらせるために、様々な工夫を社員自ら行い、それが生産性の向上に

結びついている。 

そして単にスローガンに終わらせないように、様々な制度を取り入れている。例えば「ア

イデア目安箱」のようなものがあり、業務改善、製品の提案などのアイデアを集める制度が

ある。面白いのは、採用されれば賞金が出るのはもちろん、ただ提出しただけでどんなもの

でも 1 アイデアにつき 500 円支払われることである。  

採用されたアイデアに賞金が出るというのは珍しくないが、どんなアイデアでもお金を

出すという話はあまり聞いたことがない。普通は社内にアイデアボックスのようなものが

あっても、よっぽど良いアイデアを思いつかない限り、それを出そうとは思わないだろう。 

この制度は、いいアイデアを集めるためだけでなく、社員に「常に考える」ことを植え付

ける制度ということがわかる。また同社に「おおらかな社風」の印象を持つ者も多いかもし

れないが、本社にコピー機は 1 台しかなく「社内会議用等でも必要のない資料はつくらな

い。本当に必要なものだけコピーする」、「蛍光灯にはひとつひとつスイッチの紐が付いてい

て、自分の担当の蛍光灯を自分で ONOFF する」といった細かい制度も多い。これらは経
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費節減策であるが、無論こういうことで節約できる金額は大した額ではない。 

それよりも何気ない動作でも「これが必要かどうか。もっと工夫はできないか」考えさせ

ることが目的であり、節約術ひとつにしても「（今、これが必要かどうか）社員一人ひとり

に考えさせる」施策になっている。「常に考える」姿勢が様々なアイデアを生むことに繋が

ることを図 4-10 の CVCA は示している。 

 

ちなみに、未来工業では「常に考える」の標語やポスターを社内中に貼っておきながら、

会社案内のビデオなどでは「当社に企業理念はありません」と言っている。未来工業の経営

についての著書もある高名な企業コンサルタントもそのように述べ、彼の講演で議論とな

ったことがある。 

「お客様のために云々」「社会のために何々」というような“利他的心構え”を表明するの

が企業理念であるという考えからは、「常に考える」は、企業理念の範疇ではないと言える

かもしれない。しかし前章で述べたように本論文では、利己と利他を分けるのは抽象度が低

い概念であり、自己実現欲求のような高いレベルでは両者は矛盾なく融合され、止揚される

とする Goldstein や Maslow の考えに基づく。よって「自己と環境の相互作用によりその特

性を活かす」という自己実現の定義に照らしても、Why does this organization exist? と

いう Bart の企業理念の定義にも照らしても、「常に考える」は企業理念と言ってよいと考

える。 

 

 

 

図 4-10 未来工業の第 5 階層 
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4.2.3 西島 

4.2.3.1 第 1 段階（生存欲求） 

西島は、1924 年発動機メーカーとして創業した。現在は専用工作機の製造を行っている。

同社の特徴は、自社一貫生産で、すべて豊橋市内の工場で製作している。設計から納品まで

トータルに対応する体制となっている。 

同社の顧客は世界中の製造業であるが、工作機メーカーも先進国から発展途上国までた

くさんあり、競争を勝ち残っていかなければいけない。 

社員数 150 人に過ぎない中小企業である西島の強みは、技術力である。そして、その技

術力を蓄積する仕組みを、同社の多層 CVCA からも読み取ることができる。第１階層の

CVCA を示したのが図 4-11 である。 

 

 

図 4-11 西島の第 1 階層 

 

 

4.2.3.2 第 2 階層（安全欲求） 

同社の従業員は 150 人、全員が正社員であり完全終身雇用制である。「完全」とつけた理

由は、同社には定年がない。本人が辞めたいというまで働き続けることができる。 

現在では 83 歳の社員を始め、勤続 60 年以上の社員も複数在籍する。 

少子高齢化の中、日本の製造業では技術継承が大きな問題となっているが、定年のない西

島ではその時間がたっぷりとある。 

また社員寮を整備したり、社員食堂で無農薬中心のメニューを提供したりと、社員の健康

など福利厚生にも力を入れている。 

それらの施策が、社員のやる気を生む背景となり、技術の西島の信用力の下支えとなって

いることを図 4-12 のこの第 2 階層の CVCA は表している。 
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  図 4-12 西島の第 2 階層 

 

4.2.3.3 第 3 階層（親和欲求） 

同社社長の西島豊は、社員とのコミュニケーションに力を入れている。毎日 2 時間ほど

かけて社内をまわり一人ひとりと話をしている。また定期的に家族会を開いて社員だけで

なくその家族とも交流を深めることも忘れない。 

社員数が 150 人であると述べたが、社長が 1 人ひとりと向き合えるようにするため、こ

の数は一貫して変わらないという。この数字は人類学者の Robin Dunbar が種としての人

類の群れの上限としたダンバー数（およそ 150 人）と一致する。 

図 4-13 の CVCA から、社員一人ひとりの顔が見えて、社内一貫体制であるため、設計か

ら納品まで、コミュニケーションを蜜に行うことができるのもこの会社の強みであること

を読み取ることができる。 

 

図 4-13 西島の第 3 階層 
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4.2.3.4 第 4 段階（承認欲求） 

西島製品の技術力は、業界でも高く評価されており、また社員も「あいちの名工」に選出

されるなど一人ひとりが高い技術力を持っている。そして下請けを使わない社内一貫生産

をとっている。 

ここ数十年多くの日本の製造業は、人件費の安い海外に工場を移転してきた。また自社で

工場を持たないファブレス企業も多い。 

このような政策で、目先のコストを下げてきたかもしれないが、長い目で見て技術の蓄積

を失ってしまった日本企業も多くないだろうか？ 

西島ではこの蓄積された技術をもつ社員を高く評価する。 

これが、高い技術力を持つ同社製品の高評価、ブランド化に繋がり、同時に「技術を蓄積

し継承することが高く評価される」企業文化へとつながっている。だから長く勤め上げた社

員は回りの尊敬を集め、若い社員はそういったベテラン社員を目指す。それを「定年なし」

の社内制度が後押しをする。 

また同社は、「多能工制度」をとっており、一人が複数の技術の専門家となれるよう指導

している。様々な技能を持った技術者は、顧客メーカーからの様々な要求に答えることがで

き、それがまた技術者への評価につながるという良循環をおこす。こういった同社の技術力

が西島製品への高い評価につながっていることを、図 4-14 で示した CVCA が明らかにして

いる。 

 

 

図 4-14 西島の第 4 階層 

 

4.2.3.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

西島の企業理念は、「一流の製品は一流の人格から」である。 

“ものづくりは人づくり”が西島流経営術であり、差別化された製品を造るための技術力、
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その技術力をもつ人をつくるために、第 4 段階で述べた多能工制度、それを支える第 3 段

階のコミュニケーション、そして第 2 段階の様々な福利厚生制度や「定年なし」の制度があ

り、それが顧客の支持につながっていることがこの多層 CVCA から読み取れるであろう。 

理念が単なる標語に終わっていないことは、この会社に親子 2 世代で働く社員が複数見

られることからも証明できると考える。「一流の人材づくり」をする同社だからこそ、親と

して子供の入社を後押ししたに違いない。第５階層の CVCA を図 4-15 で示す。 

 

 

図 4-15 西島の第 5 階層 

 

 

4.3 失敗（問題のある）企業を対象にした本フレームワークの作成と検証 

前項では“成功企業”にて多層 CVCA の検証を行ったが、本項では日経ビジネスの「敗

軍の将、兵を語る」で取り上げられた事例を元に、うまくいかなかった企業の多層 CVCA

から、失敗の構造を読み取ることができるのか、企業理念浸透の有無がどうかかわるのか検

証していきたい。対象期間は 2017 年の 1 月から 10 月の間で、その間に企業 TOP が寄稿

した 7 社を対象とした。（したがって、恣意的な選択は一切行っていない。） 

尚、「敗軍の将、兵を語る」は、取材対象者（寄稿者）による一方的な意見表明のコーナ

ーであるが、本章で行なう検証の目的は、与えられた情報（本項では記事の内容）を読み取

り、その内容に従って本フレームワークを作成できるかどうか（Do the thing right）とい

うことであるので、それぞれの事件や出来事、記事内容の真偽等（Do the right thing?）に

は立ち入らないことに留意されたい。 

 

4.3.1 コールマンジャパン 

「商売の基本、おざなりに」日経ビジネス 2017 年 1 月 16 日号より 
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コールマン独禁法違反の概要 

アウトドア用品を製造、販売する米コールマンの日本法人は 2016 年 6 月 16 日、公正取

引委員会から独占禁止法違反だとして、排除命令を受けた。同社が遅くとも 2010 年以降、

小売店に対して一定額より値下げさせない「販売ルール」を守るよう要請されていたことが

その理由。約 10％引きを下限として、セールの方法や時期などの条件を定めていた。 

 

 

4.3.1.1 第 1 階層（生存欲求） 

キャンプ用品などのアウトドア用品を製造・販売している米コールマン社の日本法人と

して、コールマンジャパンは 1976 年に設立。10 箇所の直営店のほか、全国のスポーツ店、

アウトドア用品店、大規模スーパーのキャンプ用品売り場で販売をしている。 

米コールマンは 1900 年に米国で設立されたアウトドア用品メーカーで、米軍にも納品実

績があるなど、長い実績とブランドを誇る。同社の第１階層の CVCA を図 4-16 に示した。 

 

 

図 4-16 コールマンジャパンの第 1 階層 

 

 

4.3.1.2 第 2 階層（安全欲求） 

今回問題が起こったのは、営業からスポーツ店等の店舗へ、違法な価格統制を行った点で

ある。コールマンジャパン側としては、利益を得たいという「安全欲求」から生まれた行動

である。しかしこのことが発覚し、図 4-17 の CVCA も表しているように消費者からの「信

用」を失うこととなった。公正取引委員会から排除命令をうけたことは、店舗への安定供給

の面からもマイナスであり、また営業の新規開拓や継続性に疑いを生じさせるなど様々な
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影響を受けた。 

 

図 4-17 コールマンジャパンの第 2 階層 

 

 

4.3.1.3 第 3 階層（親和欲求） 

同社の不祥事は、組織的に行われており、営業の高いレベルから全国への店舗に向けて違

法行為がなされていた。社長を始めとする経営陣がどこまで関わっていたかは、記事からは

読み取れないが、法律面の話し合いも含めて社内のコミュニケーションがしっかり行われ

ていなかったことが伺える。 

店舗との取引ルールを定める場合本来なら法務担当を交えて検討がなされるべきである。

当の営業担当も含め違法行為を知っていた社員も少なくないはずであるが、何年も違法行

為が行われていたことを考えると、そのような意見を言えるような雰囲気でもなかったの

かもしれない。 

米国発祥のブランド「コールマン」は日本でも知名度が高くファンも多いが、このファン

の気持ちにも水を差す結果となった。 

図 4-18 で示した第３階層の多層 CVCA からは、この会社の社内コミュニケーション不足

が、顧客のファン意識の失望につながることを表している。 
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図 4-18 コールマンジャパンの第 3 階層 

 

4.3.1.4 第 4 階層（承認欲求） 

記事で社長が触れていたのが、社員教育や社員研修がおざなりになっていた点である。社

員はみなブランドに誇りを持ち情熱を持って仕事をしていると社長は述べており、「組織的

な欠陥が生じていたというよりは、日本において 40 年ビジネスをしている中で、足りない

部分がありエラーが生じてしまったと見ています」と言う。 

コールマンというブランドは、100 年に及ぶ米国の実績から形作られてきたものである

が、図 4-19 で示されたこの階層の CVCA からは、日本側はそれに頼っていて自らブランド

を築き上げる努力が足りなかったことが伺える。 

 

図 4-19 コールマンジャパンの第 4 階層 
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4.3.1.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

コールマンジャパン社のホームページによれば、同社のビジョンには「アウトドアで『家

族』『仲間』『自然』が触れ合うことで生まれる心のつながりを大切にします」とある。 

この理念が社内に浸透していれば、自社の利益のため取引先に対し違法な価格統制を行う

ことはなかったであろう。 

記事によれば、再発防止対策として、法令遵守に関する研修、外部の弁護士による定期監

査を挙げている。また社長自ら口を酸っぱくして社員に話をすると述べている。 

「法令遵守の徹底」も大事であるが、自らつくった企業理念を社内にも浸透させることがで

きていない。同社は何よりまずは社内の「心のつながりを大切に」しなければならなかった。

そのことが社員教育体制の不備、コミュニケーション体制の不備につながって、第 2 階層

にも影響を及ぼしていることをこのフレームワークは示している。自己実現欲求階層であ

る同社の第５階層の CVCA を図 4-20 で示した。 

 

 

図 4-20 コールマンジャパンの第 5 階層 

 

 

4.3.2 千葉都市モノレール  

「設備が重荷、資金不足に」日経ビジネス 2017 年 5 月 22 日号より 

経営再建の概要 

千葉県と千葉市は 1979 年、第 3 セクター方式で千葉都市モノレールを設立。88 年に路線

を開業した。営業距離は 15.2km。利用者数が少ないことなどから赤字が続き 94 年以降、

債務超過に陥った。2006 年から経営再建策を実施。だが抜本的には状況は改善せず、20 年

度以降に資金残高がマイナスに転じる見通しを今年(2017 年)1 月明らかにした。 
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4.3.2.1 第 1 階層（生存欲求） 

図 4-21 が第 1 階層の CVCA である。顧客は地域住民であり、そこからの運賃収入からこ

の事業は成り立っている。 

1979 年の設立から考えて、増え続ける都市人口と宅地開発の状況から、沿線人口増加へ

の対応や道路混雑解消のため路線が計画されたと思われる。88 年の開業以降、土地バブル

が崩壊し、少子高齢化社会へと日本が転換していく中で、状況の悪化に歯止めをかけること

ができず、下記 CVCA も表しているように資金不足に陥った。 

 

 

図 4-21 千葉都市モノレールの第 1 階層 

 

4.3.2.2 第 2 階層（安全欲求） 

同社の資金不足の原因は、利用者の伸びが想定に届かず、利益をあげられないことにある。

1976 年に作成されたマスタープランでは全長 40km の路線を計画していたが、実際の開業

は 15km に過ぎない。残り区間も順次工事を進める予定であったが、追加の予算がつかず、

利用者が見込まれる拠点への延伸がストップした。 

それによって JR との連絡など、顧客の利便性を上げることができなくなり、利用者が伸

びないという悪循環の状況にあることが図 4-22 の CVCA からも読み取ることができる。 
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図 4-22 千葉都市モノレールの第 2 階層 

 

4.3.2.3 第 3 階層（親和欲求） 

CVCA を描いて気がつくことは、重要なステークホルダーである自治体（千葉県・千葉

市）との考え方の差である。 

会社としては、早めに投資を行い重要拠点への延伸を行いたかったものと思われるが、利

用状況などから、自治体側はこれ以上の資金がかかる投資をストップした。 

収益を上げ設備投資を回収するにはある程度の規模が必要になるが、それが叶わず、「延

伸しないから利用者が増えない。利用者が増えないから延伸できないという悪循環で中途

半端なまま営業を続けてきたのが実態」と社長は述べている。 

図 4-23 で示されているように、マスタープラン作成から開業までの 12 年間、両者のコ

ミュニケーションがしっかり行われてきたのか疑問が残る。 
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図 4-23 千葉都市モノレールの第 3 階層 

 

4.3.2.4 第 4 階層（承認欲求） 

同社開業と同じ頃、全国で第 3 セクター方式（自治体と企業の合弁企業）の設立がはや

り、多くの会社が設立された。私自身も当時福島県の自治体と第 3 セクター方式でのリゾ

ートホテルの設立の仕事を行った。 

しかし現在では私の勤務していた企業を始め、ほとんどの事業が頓挫している。 

原因のひとつが、この千葉都市モノレールと同じく、企業側と自治体側の考え方の違い、認

識の違いがあるものと思われる。 

事業にはリスクはつきものである。リスクと収益のバランスの中で、時には大胆に時には

慎重に機敏に対応して行かなければならない。そういう中で「成功者」となることで、企業

経営者の承認欲求は満たされる。しかし自治体に勤める公務員は、そのような考えを持たな

い。彼らは前例主義文化の中で、リスクを取らず仕事をする者がまわりに認められ出世する。 

この両者の承認欲求の違いが、その下の段階でのコミュニケーション・ギャップになって

現れたと言えるだろう。 

そうした中では快適さや利便性を求める利用者の支持を得ることができず、顧客増加に

つながらない。利益も伸びないことをこの CVCA は表している。承認欲求階層である第４

階層の CVCA を図 4-24 に示す。 
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図 4-24 千葉都市モノレールの第 4 階層 

 

4.3.2.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

記事の中で社長は「政令都市でもある千葉市の都市機能、交通環境を改善する大きな役割

を担ってきた」と延べているが、この理念が社内、そしてステークホルダーの自治体にどれ

ほど浸透していたのかわからない。 

無論自治体側には自治体の論理があり、ビジネスとしてどのやり方が正しいのかという

ことまでは、このフレームワークは示すことはできない。高度成長を想定して進められた計

画が、バブル崩壊、そして少子高齢化の時代へと日本の構造が変わるという時代の流れの中

で、社長が言うように投資を続けて延伸しても、却って過剰投資で窮地に陥っていた可能性

も否定できない。都市交通は投資額も大きいし、計画してから建設して開業まで長い年月が

かかるが、その間ステークホルダー間の想いの共有がないと、どんどん違う方向へ行ってし

まう 

図 4-25 の CVCA は、この企業が持つ理念と、ステークホルダーの自治体の理念が一致、

あるいは共有がなされていないことを示しており、そのギャップを解消しないまま大きな

投資を進めると、やがて事業が行き詰まることを示唆している。 
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図 4-25 千葉都市モノレールの第 5 階層 

 

 

4.3.3 ベラジオコーポレーション 

「『サクラ』疑惑で大騒動に」日経ビジネス 2017 年 5 月 29 日号より 

ベラジオ「サクラ」疑惑の概要 

パチンコホールを運営するベラジオコーポレーションはベラジオ横堤店の店長を懲戒解

雇した。当たりやすいスロットマシンの台情報を外部に漏洩し、その台を打った人が得た利

益を折半した疑いが強まったためだ。きっかけは外部からの通報だったが、同様の情報がネ

ット上で公開・拡散されたことで「サクラ」疑惑があるとして炎上した。 

店長が金銭目的で私的に行ったものとされるが、ネット炎上や銀行の融資一時停止など

大きな影響があった。 

 

4.3.3.1 第 1 階層（生存欲求） 

ベラジオコーポレーションは大阪府を中心に 21 店舗のパチンコホールを運営している。

収益源は、パチンコ、スロットルなどの遊戯使用料である。お客にとってパチンコは“ギャ

ンブル”であり換金システムなど法的に「グレー」な業界でもあるが、ここではそのことに

ついては触れない。第１階層の CVCA を図 4-26 に示す。 
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図 4-26 ベラジオコーポレーションの第 1 階層 

 

 

4.3.3.2 第 2 階層（安全欲求） 

ここでの問題は、店長の不正行為である。前述のコールマンジャパンと共通している部分

はあるが、会社の利益のために行ったコールマンに対し、この会社では店長が自分の個人の

利益のため、計画的に繰り返し脱法行為を行ったという点で、はるかに悪行度が高い。 

他の顧客や世間が怒り、信用を大切にする銀行が、融資停止に踏み切ったのも当然である。 

顧客が店に預けていた景品の権利（貯玉）を一斉に引き出し（数日で 500 万円）、新卒採用

予定の家族から問い合わせがあるなど「信用」（第２階層）を失った影響は、財務的にも世

間からの評判という視点からも各所に及んでいる。 

事件を起こした者が借金を抱えていたり、社内の福利厚生等が貧弱な組織でこのような

事件が起こったりすることが、よく報道されているが、同社においてもこうしたことに該当

するかどうかは記事からは不明である。店長の不正行為が、顧客の信用を失い、またパート

ナーである銀行の信用も失って融資停止を引き起こした様子が、図 4-27 で示したこの第２

階層の CVCA で現れている。 
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図 4-27 ベラジオコーポレーションの第 2 階層 

 

 

4.3.3.3 第 3 階層（親和欲求） 

事件が発覚したのは、第 3 者（おそらく他の顧客）からの通報やネットで炎上したことで

あった。当該店舗の勤務者数など詳細はわからず、同店舗勤務の他の社員が問題に気がつい

ていたかどうかは不明であるが（第 3 者が気づくくらいだから、同店舗に勤務している社

員が全く気づかなかったというのは、普通は考えづらい。）、大事になるまで少なくとも本社

は気づかなかったことからみても、同社のコミュニケーション体制に問題があったことは

容易に推測される。 

同社は当該店長の懲戒解雇をホームページで公開したがその際「やっぱりサクラをして

いたのか」という内容の講義電話やメールが 1 日数百本も届いたという。おそらくそれま

でこの会社（店舗）のファンであった顧客の深い「失望」を表していると同時に、この「や

っぱり」と言う言葉に、顧客が先に気づいていたものの、社内対応が遅れたことが示唆され

ている。この社内コミュニケーションの不足が、顧客の親和欲求の裏切り、すなわち失望に

つながっていることを図 4-28 で示した第 3 段階の CVCA が表している。 
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図 4-28 コールマンジャパンの第 3 階層 

 

 

4.3.3.4 第 4 階層（承認欲求） 

店長のこの行為からは、20 店余の中の店舗のひとつを任された責任者としての自覚もプ

ロ意識も全く感じられない。対策防止策として、機器の設定には別の人間がダブルチェック

を行う、定期的に第三者が店舗を訪れて監査するということを始め、「社員に対しても状況

説明やセキュリティー監査について説明するとともに、二度とこのようなことが起こらな

いよう私も含めて社員に徹底しているところです」と述べている。 

記事からは判別できないが、仮に今まで性善説で管理していたとしても、対応がかなり後

手に回っていたことが記事からも伺うことができる。また店長等の中間管理職に対して、そ

の承認欲求に応えるような制度、待遇や教育体制が行われてきた形跡はみられない。 

これでは図 4-29 で示した CVCA にも表れているように顧客にブランド感を与えたり、銀

行等取引先の信頼を得るのは難しいと言えるだろう。 
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図 4-29 ベラジオコーポレーションの第 4 階層 

 

 

4.3.3.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

実は同社には“りっぱな”経営理念が存在している。同社のホームページを見ると、ミッ

ションとして「私たちは情熱を持って、驚きと感動を提供し、すべての人々とともに幸せに

なります」という Zappos にも通じるような理念の内容で、ミッションの他、4 つのバリュ

ーと「ベラジオイズム」も公開されている。 

経営理念の作成は 2009 年であり、「本部幹部だけでなくお客様と直接関わる店長たちも

策定に参加し、『理念がすべての判断基準』となり『理念を遂行する者が讃えられベラジオ

に関わるすべての人々が幸せになるため』そんな理念を全員が一丸となって考え続け、数多

くの意見のぶつかり合いや試行錯誤の結果、現在の経営理念が生まれました。」とある。 

また、「この経営理念は「現場力を強化」し、「顧客サービス日本一」を実現するための行

動指針となり、ベラジオで働くすべての人間が共有する基本で有り、すべてとなります。」

とあるが、多層 CVCA で描いた第 3 段階・第 4 段階を見ると、理念の浸透はみられない。 

ホームページに掲げたり、社内にポスターで掲示したり朝礼等で経営理念を唱えたりす

ることは、浸透の施策ではないことは、何度も述べてきた通りである。 

同社では、浸透のための施策が実質的には行われてこなかったことが、図 4-30 で示され

る CVCA でみるとよくわかる。 
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図 4-30 ベラジオコーポレーションの第 5 階層 

 

 

4.3.4 函館特産食品工業協同組合 

「原料難で加工業者に打撃」2017 年 6 月 5 日号 

スルメイカ不漁の概要 

スルメイカ不漁が続き、特に 2016 年は記録的な不漁でイカの加工業者が打撃を受けてい

る。イカ加工業者が集積する函館市にある、函館市水産物地方卸売市場の 16 年度のスルメ

イカ取扱量は 1497 トン。13 年度比 35%まで落ち込んだ。函館特産食品工業協同組合に加

盟する 56 社のイカ関連製品売上高は、今年は前年比約 30～40%落ち込む見通し。 

 

4.3.4.1 第 1 階層（生存欲求） 

北海道函館市は、イカ珍味加工の街として全国に知られている。海産物加工業の会社が数

多くあり、1958 年に函館特産食品工業協同組合が設立された。さきイカ、燻製、いか飯、

塩辛、松前漬け、イカソーメンなどの製品を全国に販売している。2017 年現在 56 社が加

盟、組合全体の販売額は約 500 億円に達している。同社の第１階層の CVCA を図 4-31 で

示した 
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図 4-31 函館特産食品工業協同組合の第 1 階層 

 

4.3.4.2 第 2 階層（安全欲求） 

2016 年の記録的な不漁により、取引価格が 3 倍に高騰、販売価格の値上げも試みている

が、販売額減少により、加盟会社の利益が減少した。 

図 3-32 の CVCA にも示されているように、顧客は安定的な価格を望むので、単に値上げ

されるだけでは、販売額が下がってしまうのは当然であろう。 

 

 

図 4-32 函館特産食品工業協同組合の第 2 階層 
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4.3.4.3 第 3 階層（親和欲求） 

原料の不漁による仕入れ価格高騰が、経営を揺るがす問題であることは、記事からも伝わ

ってくる。しかし経済学的に言ってモノが減るということは、希少性が高まることでもあり、

必ずしも悪いことばかりとはいえない。記事を読む限り、最も大事なステークホルダーであ

る顧客についての言及がまったくない。 

第 3 階層の繋がり、顧客の声を聞く（つまりマーケティングをする）という発想が足りな

いのではないかということが、図 4-33 で示した CVCA から見ることができる。 

 

 

図 4-33 函館特産食品工業協同組合の第 3 階層 

 

 

4.3.4.4 第 4 階層（承認欲求） 

第 3 階層で見られた顧客の声の不在は、製品の差別化やブランド化の意欲の不足と見る

ことができる。これは多くの一次産業分野に見られることでもある。食の世界に競争原理を

持ち込むべきではないという意見もよく聞かれるが、この業界で差別化やマーケティング

が行われてこなかったわけではない。 

そもそも、塩辛とか、イカソーメン、松前漬けも味も素っ気もないイカの価値を高めるた

めに古の漁師や商売人たちが、苦労して工夫し知恵を絞ってできたものであろう。今の人達

も、その遺産に乗るばかりでなく、絶え間なる革新や差別化の努力は欠かせないのではない

かということを、図 4-34 で示したこの CVCA は示唆している。 
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図 4-34 函館特産食品工業協同組合の第 4 階層 

 

4.3.4.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

太平洋戦争後、大陸から引き上げ博多で「ふくや」を創業した川原俊夫は、若い頃住んで

いた釜山で食べていた「明太」を再現しようと、スケトウダラの唐辛子漬け「辛子明太子」

を 10 年以上の歳月をかけて開発した。 

彼はあえて特許を取らず、同じ博多の水産業者に製法を教え、それが博多の名産となった

ことはよく知られている。 

川原のような考えや気概を持った水産加工業者はきっと函館にもいるだろう。それをす

くい上げ後押しする仕組みを協同組合が持てば、博多にも負けない街づくりを行うことも

決して不可能なことではない。同社の第５階層の CVCA を図 4-35 で示した。 

 

図 4-35 函館特産食品工業協同組合の第 5 階層 
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4.3.5 UPQ 

「スマホ焼損事故を乗り切る」日経ビジネス 2017 年 6 月 12 日号 

UPQ の概要 

低価格のスマートフォン、4K ディスプレイから、電動バイク、バッテリー付きスーツケ

ースなど、家電を中心としたユニークな商品の企画・販売を行う。設計や生産管理は家電ベ

ンチャーの Cerevo が支援、製造は中国の受託生産企業に委託。2015 年 8 月、約 2 ヶ月の

準備期間で 17 種類 24 機種を発表し、“1 人家電メーカー”として話題を集めた。 

今年（2017 年）5 月、同社の低価格スマートフォンの焼損事故が 4 件あったと公表。バ

ッテリーの交換や品質管理の見直しなど、対策を急ぐ。 

 

4.3.5.1 第 1 階層（生存欲求） 

UPQ はカシオ計算機でスマホ事業に所属していた中澤優子氏が同社の携帯電話事業から

の撤退を機に退社し起業。社員のいない 1 人家電メーカーとして話題を集めた。 

「1 人家電」といわれるが、日本側では業務委託で５～６人のメンバーがおり、中国の工

場にも固定化された対 UPQ 向けのメンバーがいるとのことである。図 4-36 が同社の第１

階層の CVCA である。 

 

 

図 4-36 UPQ の第 1 階層 

 

4.3.5.2 第 2 階層（安全欲求） 

前述のように、UPQ の製品は発売後間もなく、焼損事故を立て続けに起こした。これは

顧客の安全欲求に反する行為であり、信用を失う行為でもある。 

信用を海重ねなければならないベンチャー企業にとって、顧客に対し少なくない影響を
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与えたに違いない。 

また、同社はスマートフォン焼損事故の他にも、CPU 動作周波数のカタログ記載が誤っ

ていたり、ディスプレイ製品のリフレッシュレートがカタログ記載と異なっていたりなど、

起業後野 2 年間で様々なトラブルを引き起こしている。そして顧客の信用を損ねておるこ

とを図 4-37 の CVCA は示している。 

 

 

図 4-37 UPQ の第 2 階層 

 

 

4.3.5.3 第 3 階層（親和欲求） 

30 歳で起業した中澤氏、メールや SNS を駆使してパートナーとコミュニケーションを

行っていたと思われるが、前述のようにトラブルが多発したことを見ると、パートナーとの

コミュニケーション、例えば細かいすり合わせであるとかが、不十分であったことが記事内

容から伺える。 

図 3-38 に示されているように、その第３階層の CVCA がうまく回っていなかったこと

が、この会社の構造的な問題点と言って良いかもしれない。 

確かにメールや SNS、電話でも細かい指示を出すなど、相互コミュニケーションをとる

ことはできる。しかし人と人のコミュニケーションで、実際に言葉が伝えることができるの

は７％しかないとよく言われる。言葉の裏にあるメンタルモデルまで、メールや SNS は教

えてくれない。（パートナーが文化の異なる外国人であることも影響がないとはいえないだ

ろう） 

西島の西島社長が、同じ敷地内にいる従業員に対してでさえ、多忙な中毎日２時間かけて

でも、一人ひとり声をかけ続ける必要があると考えていることから考えても、コミュニケー
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ションの大切さ、そして難しさは強調しすぎることはない。 

 

 

図 4-38 UPQ の第 3 階層 

 

4.3.5.4 第 4 階層（承認欲求）及び第 5 階層（自己実現欲求） 

中澤氏が高い志とプロ意識、ものづくりに対する情熱は記事からも伝わってくる。パート

ナーに対する記述はほとんどないが、おそらく同じように高い気概とプロ意識をもつ人々

であろうと思われる。ただしそれが関係者の間で共有されていたかというと、トラブル内容

から見て疑問が残る。心意気ももちろん大事だが、細かいすり合わせやフィードバック、そ

れを可能にするコミュニケーション体制づくりが大事なことを、多層 CVCA は示している。

同社の第４階層、第５階層の CVCA を図 4-39、図４-40 にそれぞれ示した。 

 

図 4-39 UPQ の第 4 階層 
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図 4-40 UPQ の第 5 階層 

 

 

4.3.6 ディー・エヌ・エー 

「私たちは挑戦を諦めない」日経ビジネス 2017 年 10 月 9 日号より 

DeNA 情報サイト問題の概要 

2016 年秋、DeNA が運営するヘルスケア・医療関連の情報サイト「WELQ」に誤りや記

事盗用があると指摘され炎上。女性ファッション関連の「MERY」など他のサイトでも著作

権侵害などが指摘され、同年 12 月、10 あったサイトをすべて休止。17 年 3 月、第三者委

員会は約 2 万 1000 件の記事、74 万件の画像に著作権侵害の可能性があると調査結果を公

表した。 

 

4.3.6.1 第 1 階層（生存欲求） 

DeNA で問題になったのは、成長事業と位置づけたキュレーション（まとめ記事）サイト

に関する不祥事である。図 4-41 の CVCA が示しているように、キュレーションサイトに閲

覧者を集め、そのサイト表示される広告による収入が同事業の収入源である。 

同社は生命線である閲覧数を増やすため、SEO（検索エンジン最適化）に力を注いだ。そ

の為内容に関するチェックが薄くなった、というのが同社による説明である。 
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図 4-41 DeNA の第 1 階層 

 

4.3.6.2 第 2 階層（安全欲求） 

不祥事の原因として、同社や同社社員による「焦り」が指摘されている。それまで主力事

業であったオークション・EC 事業や携帯ゲーム（モバゲー）事業が頭打ちになり、かつて

ベンチャーの騎手と言われた同社もプロ野球団を持つほどの大企業となる中で、事業の柱

を作れない焦り、社員の安全欲求を満たせない焦りが、この不祥事の背景にある。焦りとは

安全欲求に対する脅威のことである。社員達の安全欲求を維持しようという焦りが不祥事

を起こし、図 4-42 の CVCA が表しているように顧客、そして世間の信用を失うこととなっ

た。2017 年 3月決算でキュレーション事業の営業損失は 28 億円に及ぶと発表されている。 

 

 図 4-42 DeNA の第 2 階層  

 



113 

 

4.3.6.3 第 3 階層（親和欲求） 

DeNA のような急成長企業で、社内体制が追いつかず問題が起こることは決して稀なこ

とではない。キュレーションサイトの記事は、殆どが外注であったことも管理が行き届かっ

た原因の一つになろう。 

もっとも、その際に外注先に示されたマニュアルには、他サイトからのコピペ（コピー＆

ペースト）を勧めるかのような内容であったとされ、とにかく上位表示（SEO）のためには、

遵法精神も置き去りになっていたことが伺える。そこに「現場をくまなく見ていないという

経営の甘さがあって起きてしまった」と図 4-43 の CVCA でも示しているように、コミュニ

ケーション体制に問題があったことを告白している。 

 

図 4-43 DeNA の第 3 階層 

 

 

4.3.6.4 第 4 階層（承認欲求） 

他のサイトとの差別化。検索エンジン最上位表示を目指すというのは、同社や同社社員の

成功欲求、承認欲求の強さがもたらしたものであろう。しかしそのために脱法行為、社会通

念に反する行為を行うのは、プロとはいえない。 

また経営陣は「脱法行為」に気付かず、これはコミュニケーション体制の問題と前項で述

べたが、このキュレーションサイトは買収前から著作権に問題があることは、業界でも知ら

れており、経営陣ももちろん認識していた。このようなサイトを買収したということ自体、

DeNA のブランド（図 4-44 の第 4 階層）を守ることよりもお金儲け（第 1・第 2 階層）を

優先させたことになる。 
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図 4-44 DeNA の第 4 階層 

 

4.3.6.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

記事の中で南場会長は DeNA の企業理念として、「永久ベンチャー」と「デライト中心主

義」を挙げ、今後「デライト中心主義」を徹底すると表明している。 

デライト、その挑戦が世の中にどういうあかりを灯すのか、ということを第一に考えるよ

うに社内体制を創り変えると南場会長は言及している。 

事件が起こるまで、この企業理念が社内に浸透していなかったことが、不祥事の原因であ

ると分析していることが伺える。 

たしかに挑戦する心を忘れない、ベンチャーの心構えは大事だが、往々にしてベンチャー

＝企業規模（売上）を急拡大させることと捉えられがちである。システム・ダイナミクスの

シミュレーションが明らかにしたように、理念の浸透が業績に繋がるまでには時間がかか

る。目先の売上達成のためには理念浸透を考えるよりも、手段を問わず売上の確保を優先さ

せたいと思うのも当然であろう。売上を上げるためにはとにかくアクセスを集めなければ

ならない。その思いが今回の不祥事に繋がったことは想像に難くない。 

 

「デライト中心主義」の企業理念は残念ながら社内外に浸透していない。そのことを図 4-

45 の CVCA は示している。 
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図 4-45 DeNA の第 5 階層 

 

 

4.3.7 内海フェリー 

「需要減と船員不足で運休」日経ビジネス 2017 年 10 月 16 日号 

内海フェリー運休の概要 

高松市内と小豆島の草壁港を結ぶ高速艇の運航を 9 月 1 日から休止した。1 日 5 往復し、

約 30 分の運行時間で移動できるため地域住民の日常の足として親しまれてきた。小豆島と

高松市内を結ぶ別の高速艇は西部にある土庄港から運行している。そのため運休で、東部か

ら移動するには路線バスを乗り継がなければならないなどの課題が生じ始めている。同社

は運行再開に向けて取り組んでいるが、時期は未定。 

船員不足が直接の原因だが、需要減など課題が山積状態となっている。 

 

4.3.7.1 第 1 階層（生存欲求） 

内海フェリーは昭和 24 年の創業以来、長らく瀬戸内の足としての役割を担ってきた。ホ

ームページによればフェリー事業の他には、レンタカー事業、レンタサイクル事業を行って

いるようである。また今回運休した高速艇の他に、高松港と草壁港雨を結ぶフェリーを運行

している。フェリーの所要時間はおよそ 1 時間半。550 人乗りでバス 15 台まで積載可能と

のことである。同社の第１階層の CVCA を図 4-46 に示した。 
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図 4-46 内海フェリーの第 1 階層 

 

4.3.7.2 第 2 階層（安全欲求） 

高速艇が運休となった直接の原因は、船員が確保できなかったからとのことであるが、表

題にもあるように、高速艇の需要減が問題の背景にある。利用者が減ったため利益が上がら

ず、船員の待遇を上げることができないため、必要な船を動かせない。図 4-46 からも明ら

かなように、それがまた収益減をもたらすという悪循環に陥っている。 

 

 

図 4-46 内海フェリーの第 2 階層 

 

 

 



117 

 

4.3.7.3 第 3 階層（親和欲求） 

同社社長のインタビュー記事で挙げられたステークホルダーは、社長である自分のほか、

船員（従業員）、顧客。図には記していないが、同業者が挙げられている。 

そして従業員への“お客様第一”への意識改革、クレジットカードや（外国人観光客から

の要望が多い）電子マネー決済の導入、周辺事業として船着き場の売店やレンタカー、レン

タサイクルの導入など打てる手は打っているように見える。 

フェリー業に限らず運送業というのは、人や物を左右に流す仕事である。しかし人口減少

社会となった現在では、需要（人の流れ）はいくら待っていても、向こうからやってくると

いうことはない。 

前章で阪急東宝グループの小林一三の事業について CVCA を描いたが、それに比べて内

海フェリーの CVCA を見れば、色々足りないことにすぐ気がつく。 

現代の小豆島にデパートやアイドルグループの劇場を造れとか言うわけではないが、需

要のないところにおいても需要を作る工夫がないと、これからのビジネス環境で生き残っ

ていくのは難しいと言えるだろう。 

もちろん阪急のような大企業ではない（阪急も最初から大企業だったわけではないが）同

社が自ら資本を出すのは難しいが、瀬戸内の様々な自治体、会社とコラボレーションをして

需要を創り出すことは、可能なはずである。 

そのようなコミュニケーションをとる必要性を多層 CVCA の第 3 階層（図 4-48）は示し

ている。 

 

 

図 4-48 内海フェリーの第 3 階層 

 

4.3.7.4 第 4 階層（承認欲求） 

そして、欠かせないのが、図 4-49 で示すようなブランド戦略である。それも内海フェリ
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ーのブランド化ではなく、瀬戸内海や小豆島のブランド化である。 

前項で記したように小豆島だけでなく、他の島や自治体、企業と組み、瀬戸内海の観光資

源 PR 含め、様々な活動を重ねていく。ターゲットは中国を始めとするインバウンド需要が

キーとなろう。2016 年の瀬戸内芸術祭のような試みを積み重ねていく努力が、生き残りの

ためには欠かせない。 

 

図 4-49 内海フェリーの第 4 階層 

 

4.3.7.5 第 5 階層（自己実現欲求） 

同社のホームページ等で企業理念は確認できなかった。 

前項で述べた瀬戸内ブランドの浸透のためには、自社利益第一ではなく、図 4-50 の緑線

で描いたように、瀬戸内全体の発展と振興という理念が各ステークホルダーに浸透しない

と、実施は難しいのは言うまでもないだろう。 

 

図 4-50 内海フェリーの第 5 階層 
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4.4 検証のまとめ 

以上 3 社の成功企業、7 社の失敗（問題）企業を事例にして、多層 CVCA を作成し検証

を行った。 

企業理念の浸透に成功している企業といわれる 3 社とも、第 1 階層から第 5 階層までそ

れぞれの階層で CVCA がつながっていることが確認できた。CVCA が全てのステークホル

ダー間で繋がるためには、その階層だけでなく、その上下階層もしっかりとしていなければ

ならないことも示された。企業の利益、ステークホルダーからの信用を示している第 2 階

層（安全欲求）が堅固であるためには、第 1 階層のビジネスモデル、財務がしっかりしてい

る必要ばかりでなく、第 3 階層～第 5 階層もしっかりしている必要がある。 

Zappos では、第 5 階層の企業理念の浸透が第 4 階層の承認欲求を満たす様々な施策を制

御し、それが顧客との強いつながりを生み、ファンを増やす（第 3 階層）ことが収益増（第

2 階層）につながっている。同時に第 3 階層、第 4 階層で構築したシステムが第 5 階層の企

業理念（Delivering Happiness）を支えている。下の階層の支え（イネーブリング）がしっ

かりしているから、第 5 階層から第 4 階層、そして第 3 階層と企業理念浸透の流れができ

て、理念が浸透し、業績にも結びついている。3.5 節の「企業理念が業績に繋がる仕組み」

そしてシステム・ダイナミクスで明らかにしたシステム構造とも一致している。 

 

また、社内システムをしっかり構築するばかりでなく、企業理念の内容とシステムが適合

している必要があることもこの多層 CVCA から読み取ることができる。「ほうれんそう禁

止」など未来工業のユニークな第 3 階層のコミュニケーション体制も「常に考える」という

企業理念がなければ、そしてそれが社員に浸透しなければ機能しない。 

西島においては、同社の生命線である技術力ある人を創出するための施策が、第 4 階層

の CVCA の繋がりで示されており、それは「定年なし」を始めとする人事、福利厚生制度

（第２階層）、コミュニケーション体制（第 3 階層）の支えなしには成立しないことが示さ

れている。そして第 5 階層の「一流の製品は一流の人格から」の企業理念が浸透していなけ

ればこれらの施策も機能しない。このように企業理念の浸透が、業績も含め企業の成功をも

たらしていることを、この多層 CVCA で示すことができた。 

 

失敗（問題）企業の多層 CVCA では、これらの企業のステークホルダー間の Value Chain

がつながっていない状態を明らかにした。企業の問題の発覚は、第 1、第 2 階層である資金

不足や損失の発生、ステークホルダーへの信用の失墜という形で世間に明らかになり、

CVCA 上も表される。そればかりか７社すべての企業で、第 3～第 5 階層の CVCA に問題

が示されることが判った。 

企業の問題は様々であるが、どの企業も社内やステークホルダーとの適切なコミュニケ

ーションがなされていないなど、その体制に問題があることがわかる。 

UPQ では第 3 階層のコミュニケーション体制づくりの失敗により、社長やステークホル
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ダーの持つ折角の理念や技術力を繋げられず、第 2 階層であるステークホルダーへの信用

の失墜という結果になったことが CVCA で示されている。 

 

コールマン、ベラジオ、DeNA でもそれぞれ企業理念を持ちながら、第 3 階層、第 4 階

層におけるステークホルダー間の繋がりのなさが、理念の浸透ができないと同時に、第 2 階

層における問題発覚という結果を引き起こしていることがみえる。 

DeNA の項でも述べたが、この 3 社で問題が起きたことについては、システム・ダイナ

ミクスで明らかにした構造が、その原因を示唆している。企業理念が浸透し、信頼を得て顧

客の支持を集めるには相当の時間がかかる。DeNA の南場会長が記事内で「焦っていた」と

述懐しているように、第 1 階層の「生き残りたい」「お金がほしい」という生存欲求が強く

働きすぎると、目先のことしか考えられず直接的な「不正手段」を行ってしまう。最も極端

な例がベラジオコーポレーションの店長のような個人的な犯罪行為である。 

 

Sterman（2000）は著書「Business Dynamics」の中で興味深いエピソードを披露してい

る。２歳になる彼の子供が、ジュースを欲しがっていたので、子供の目の前で冷蔵庫からジ

ュースを出してコップに注いでいた際、子供はジュースを受け取る瞬間まで何度も「パパ、

ジュース！」と叫び続けていた。時間的な遅れを認識し考慮に入れるという学びは、我慢す

ることや満足を保留すること、そして短期的な犠牲と引き換えに長期的な見返りを受ける

ことなどの学びと関連しているが、こうした能力は自動的には育たないという。 

大人になればそういった時間的能力は誰でも身についていると思いがちだが、大人も意

外とそうでもないことは、Beer Distribution Game などでもおなじみである。 

目先の利益に走り、（必要と知りながらも）理念浸透策がうまく打てないという経営者の

メンタルモデルは、システム・ダイナミクスで行った利益追求型企業のモデリングの結果と

一致している。 

また、社員だけでなく、様々なステークホルダーとの繋がりが大事なことも CVCA は示

してくれるが、それがうまくいっていないという問題点も、千葉都市モノレール、函館特産

食品工業協同組合、内海フェリーの CVCA は明らかにしている。 

 

以上の結果から、本フレームワークが、企業理念浸透の有無の図示、理念が浸透していな

い企業のどこに問題点があるか、それがどのように損失の発生や問題の発覚という形で表

面化するのか表すことができることを、検証することができた。 

なお個別の問題解決手段の提示は本論文のスコープ外であるが、CVCA の構築プロセス

において、ステークホルダーの振る舞い（ユースケース）、価値連鎖という視点からビジネ

スモデルの設計・提案が可能なことが、内海フェリーの事例等から示されている。また各欲

求階層で描かれている欲求の内容はステークホルダーの関心事項でもある。ここから要求

事項への導出を行うことで、この要求事項を元に新たな解決手段を設計することも可能と
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なろう。詳しくは第 6 章の「課題と今後の展望」で述べる。 
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第５章 本研究の導入ワークショップ実施によ

る妥当性確認 

 

 

本章では実際に経営者や幹部社員といった実務家や有識者を対象にして、本フレームワ

ークの妥当性を確認（Validation）する。 
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5.1 本研究の妥当性確認の方法 

企業や非営利団体の経営者・幹部社員を対象に、本フレームワークの導入ワークショップ

を実施した。フレームワークの多層 CVCA 作成後にアンケートを実施し、その理解の容易

さ（理解性）、使用の簡易さ（利用性）、結果の有効性について確認し、本フレームワークに

ついてのコメントを分析し考察する。 

 

5.2 導入ワークショップの実施 

2016 年 10 月から 12 月にかけ、本フレームワークの内容の説明および導入ワークショッ

プを実施。参加者の合計 17 名。 

内訳は、企業経営者（6 名）、非営利団体経営者（1 名）、幹部社員（4 名）、個人事業主（5

名）、大学院准教授（1 名）である。 

 

5.3 アンケートによる評価 

アンケートでは、本フレームワークについての説明及び導入ワークショップについて、5

段階評価で記入してもらう。それとは別に、理解性、利用性、有効性について同じく 5 段階

評価をしてもらった。そして感想や質問・疑問等を書く自由記入欄を設けた。 

 

5.3.1 アンケートの分析手法 

5.3.1.1 定量的分析 

5 段階評価の設問につき、評価 1 から評価 5 までそれぞれ選択した割合を求めて、設問ご

との平均値を求める。 

 

5.3.1.2 定性的分析 

自由記入欄のコメントを「質的研究」の手法に基づき分析する。 

質的研究には、表 5-1 で示したようにいくつかの手法がある。大きく分けると研究参加者

の解釈をそのまま提示する質的記述的研究と、解釈をさらに研究者が解釈して提示するや

り方がある。後者の代表的な手法には、解釈的現象学研究、エスノグラフィー、グラウンデ

ッド・セオリー法がある。（谷津 2015）本研究においては研究参加者の記述内容から、研究

内容の評価を提示することが目的のため、前者の手法を採用する。 
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表 5-1 質的研究の研究方法論の分類 （谷津 2015） 

 

 

5.3.1.3 定性的コーディングおよびカテゴリー化による評価分析 

定性的分析の具体的な手法として、評価コメントをコード化して分析する定性的コーデ

ィングの手法をとる。定性的コーディングとは収集された文字テキストデータに対して「コ

ード」つまりそれぞれの部分が含む内容を示す一種の小見出しを付けていく作業を指す。

（佐藤 2008） 

続いてコード間の類似性と相違性に注目して、大きなまとまりをつくり（カテゴリー化）

コードを集約する。（焦点的コーディング） 

これら一連の作業で文章同士の関係を明らかにしていくプロセスを通して、調査対象の現

象を構成している一連のテーマをあぶり出していくことになる。 

 

5.3.2 アンケートの定量的分析 

5.3.2.1 全体的な評価について 

まず「本フレームワークについての説明」「ワークショップ」についての 5 段階評価を求

め６名から回答を得られた。（表 5-2、図 5-1） 

 

 

 

 

研究方法論 質的記述的研究 解釈的現象学的研究 エスノグラフィー
グラウンデッド・セ

オリー法

理論・哲学

自然主義的探求（研究

参加者の経験を、研究

参加者の語った言葉を

使って解釈し記述する

ことで、研究参加者の

経験に近づく事ができ

るという考え方）

現象学・解釈学 文化人類学 プラグマティズム、

シンボリック相互作

用論

研究目的

関心ある出来事につい

て包括的に要約して理

解すること

現象や体験の意味や

本質を明らかにする

こと

文化的価値、信

念、実践を明らか

にすること

問題状況の克服に動

機づけられたプロセ

スへの疑問、時間を

経た体験や変化を明

らかにすること

質的データ分析方

法の特徴

研究者の解釈をそのま

ま提示する

研究者の解釈をさらに解釈して提示する
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表 5-2 「フレームワークについての説明」「ワークショップ」についての評価の回答 

 

 

図 5-1「フレームワークについての説明」「ワークショップについて」の評価の回答のグラフ 

 

まず全体的な評価であるが、すべて 4 以上の評価と概ね良い結果が得られた。フレーム

ワークについての説明に関しては、83％が 5 評価（平均 4.83）、ワークショップ自体は 67%

が 5 評価（平均 4.67）であった。概ね高いとは言え、ワークショップ評価のほうが若干下

がった（5 評価が 83%→67%）のは、本フレームワークの導入の、ワークショップの方法に

改善すべき点がみられるからと想像できる。 

続いて、理解性、利用性、有効性についてのアンケート項目を分析する。 

 

5.3.2.2 理解性、利用性、有効性について 

表 5-3 及び図 5-2 で示したように、理解性（理解の容易さ）、利用性（使用の簡易さ）、有

効性（結果の有効性）についてのアンケートの 5 段階評価からは、次のような結果が得られ

た。（回答 11 名） 

 

表 5-3 理解性、利用性、有効性についての回答 

 

 

項目 1 2 3 4 5 平均

理解性（理解の容易さ） 0 0 3 5 3 4.00

利用性（使用の簡易さ） 0 0 5 4 2 3.73

有効性（結果の有効性） 0 0 1 6 3 4.20
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図 5-2 理解性、利用性、有効性についての回答のグラフ 

 

 

3 つの項目の比較では、有効性（平均 4.20）、理解性（平均 4.00）、利用性（3.73）の順に

高い結果が得られた。 

平均値では、利用性が最も低く、4 と 5 を併せた数字でも 56%に留まった。 

有効性においては、4 と 5 と合わせると 90%に達し、本フレームワークに対する効果に

おいて高い評価を得た。 

 

5.3.3 アンケートの定性的分析 

5.3.3.1 オープン・コーディング 

 前項では、5 段階アンケートの数字をもとに量的分析を行ったが、ここからは、アンケー

トの自由記入欄に記したテキストデータをもとに、質的データ分析による評価を行う。まず

行なうのがコーディングである。ここではオープン・コーディングのやり方で行なう。 

オープン・コーディングとは、データ（ここではコメントデータ）を内容毎の切片にして

切り離し、1 つの切片データだけをみて、プロパティ（分析者の視点）とディメンション（各

プロパティから見た時のデータの位置づけ）を抽出し、それらをもとにしてラベル名を付け

る作業である。（戈木 2014） 

 ここではコメントデータを元に、以下の作業を行った。 

（1）コメントの文章を要約し、ラベル名（コード）をつける。 

（2）コードを一覧にして、番号を付番する。 

以上の手順で 17 名のコメントから 34 のコードを抽出した。その結果を表 5-4 に示す。 
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表 5-4 アンケートのコメントデータからのコーディング 
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5.3.3.2 カテゴリー化（焦点的コーディング） 

焦点的コーディングは、オープン・コーディングで抽出された各コードをより抽象度の

高い、しかも比較的少数の概念的カテゴリーに対応するコードを選択的に割り振ってい

き、またそれらの概念同士の関係について明らかにしていく作業である。（佐藤 2008） 

具体的なコードから抽象的なコードへ移行させるには、カードを使って、KJ 法の要領

でコード同士の関係を整理してみる、あるいはアウトラインプロセッサ・ソフトウェアを

使用して行うなどの方法がある。ここでは、親和図法を使ってコードのカテゴリー化を行

なうこととする。 

親和図法でまとめてみたところ、5 つのカテゴリーに分類することができた。カテゴラ

イズできないコードも残ったが、無理にどこかに当てはめることをせず、未分類のままに

している。 

 

（１） 導入後の可能性についての評価 

 

表 5-5 焦点的コーディング 1 

 

 

今回のアンケートでは、ポジティブという言葉が目立った。導入ワークショップで、企

業の問題は、それに関わる人の排除を考えるよりも、構造の問題であるからその修正が本

フレームワークで可能な点、29 のように「改めて自分の夢を実現したくなった」と経営の

原点を思い起こしたという点が「ポジティブ」という言葉で表現されている。 

「本フレームワーク」がそれに役立つと感じていただけた。つまり「有効性」の評価に繋

がるものである。（表 5-5） 
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（２） 想いやイメージの共有という評価 

 

表 5-6 焦点的コーディング 2 

 

 

社内外のチームメンバー（ステークホルダー）と想いやイメージを共有する大切さを確

認できたという意味のコメントも多かった。特に同じ所属団体から複数で来た方にこの傾

向が強い。「未来のイメージが共有できた（12）」「楽しく皆で考えることができた（15）」

「将来について皆と考え共有できた（16）」。 

本フレームワークは、理念を浸透させるために参照（リファレンス）してもらう為のも

のとして考案したが、理念浸透を補助するツールとして、社内研修やワークショップで活

用できる可能性が高いことがわかった。 

CVCA を活用して要素がつながっていくことを通じて、実際のステークホルダーの繋が

りを感じてくれた方も多かった。次に解説する「可視化」と並んで、本フレームワークの

意図に対する理解度の高さを示している。（表 5-6） 

 

（３） 可視化ツールとしての評価 

 

表 5-7 焦点化コーディング 3 

 

 

自分自身や自分の会社・組織について可視化ができたという意見がコード数の上では最

も多かった。「ミッションのために仕事をしていることが確認できた（18）」「自分の想いが

再認識できた（28）」「自分のかけているところが可視化できた（33）」などである。多層 CVCA

を活用して、理念浸透を妨げているものやその箇所を可視化することが本フレームワーク

の目的であるが、導入ワークショップでは、そのことが最も評価された。（表 5-7） 
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（４） 内容の容易さについての評価 

 

表 5-8 焦点化コーディング 4 

 

 

「内容が難しい」とのコメントには理解性の問題と利用性の問題がある。ネガティブな意

味で書かれたものもあるが、「内容は難しいと感じたが、ワークショップを進めていくうち

徐々に理解できた」という文脈で使われているものもある。 

企業理念は、社長や従業員そして顧客等あらゆるステークホルダーに浸透していくべき

ものであるから、この導入ワークショップも幹部社員だけでなく様々な人に利用してもら

う必要がある。 

そのためには、ワークショップの手法を改善していくとともに、手法自体の使いやすさを

改善したり、簡易的やり方からステップアップしていくやり方を取り入れたりするなど、改

善改良を重ねていく必要性があることがわかった。（表 5-8） 

 

（５） CVCA の収益効果に対する疑問 

 

表 5-9 焦点化コーディング 5 

 

 

この疑問のコメント内容は、「CVCA が書けるようになることと現実の収益実現は異なる

のではないか」というものである。 

このコメントは CVCA という定性分析ツールの問題点を浮き立たせてくれた。CVCA は

足りないところ、問題がある箇所を指摘はしてくれるものの、ある程度整っているものを、

どのようにしてもっと良くするべきかを導くのは難しい。３章（3.5）で「CVCA の効果検

証としてのシステム・ダイナミクスによる検証」を行った理由の 1 つがこのコメントであ

る。（表 5-9） 

 

 

カテゴリー コード

内容が難しい ４，３０，３１，３２，

カテゴリー コード

CVCAの収益効果への疑問 34
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（6）その他のコメント 

上記のいずれにもカテゴリー化できなかったコメントとして、「新しい発見があった（6）」

「しっかり稼ぐためのレバレッジポイントを知りたい（20）」「イノベーションに応用する

方法を知りたい（26）」がある。 

本研究は、企業の中の抽象度を Maslow の欲求階層という軸の中で上げ下げして、企業

理念の浸透という尺度から組織の問題点課題点を考えるものである。これはイノベーショ

ンを生み出す考え方に近いところがある。高いレベルでの抽象度の上下から生まれるイノ

ベーション、あるいは抽象度の低い収益のレバレッジポイントの探り方への応用等、他の用

途への活用も、今後検討する価値があると考える。 

 

5.3.3.3 演繹的コーディング 

ここまでの定性コーディングのアプローチは、「たたき上げ式」「帰納式」に導かれた方法

によるので、いわば帰納的なコーディング手法である。一方佐藤（2008）は、「帰納的アプ

ローチと併せて、必要に応じて演繹的な発想にもとづいて既存の理論的枠組みから導き出

される概念的カテゴリーをコードとして使うことによって、有効な分析ができることも少

なくない」と述べ、この手法を演繹的コーディングと名付けた。ここでは、コメントを「理

解性」「利用性」「有効性」に演繹的にカテゴライズすることにより、研究参加者の評価から

新たな気づきを得ることを試みる。 

 

5.3.3.4 演繹的コーディングの方法 

前記のコードのすべてを、「理解性」「利用性」「有効性」の 3 つのカテゴリーに振り分け

る。ここではダブりや漏れなく（MECE）割り当てた。人により異なる振り分け方があると

思われるが、ここで重要なのは振り分けられたコードの数や振り分け結果ではなく、コード

やコメントからどのようなことが読み取れるか、気づきを得ることができるかである。 

 

5.3.3.5 各カテゴリー振り分けの結果 

（1）理解性の評価 

 

表 5-10 演繹的コーディング 1 

 

 

理解性に関しては、「新しい発見があった（6）」「可視化が大切とわかった（17）」「やるこ

とが明確になった（22）」と、本フレームワークについての理解についての評価と同時に、

カテゴリー コード

理解性 ４, ６, １４, １７, １８, ２０, ２２,２３, ２６, ２８,  ３０, ３１,３３
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「人との関わり方を再認識できた（14）」「ミッションのために仕事をしていることの確認

（18）」「自分の想いがはっきりと再認識できた（28）」「自分のかけているところが可視化

できた（33）」など、ワークショップや本フレームワークの作成を通じて、自分や自分の仕

事について再認識できるようになったという評価が多かった。 

一方で、内容が難しい（31）という評価もあったのは前述の通りである。（表 5-10） 

 

（2）利用性の評価 

 

表 5-11 演繹的コーディング 2 

 

 

内容の難しさに関して別の角度から考察すると、「内容の高度さ」と「使用の簡易さ」の

トレードオフの問題がある。 

つまりクライアントの現場の要望で、「使用の簡易さ」を優先させすぎると低い内容にな

ってしまい、望んだ結果が得られない。逆に高度で難しいものは現場で継続して使用されな

い。「誰でも使えるような易しくて、しかも高いレベルで望んだ結果が得られるもの」を目

指すべきであるが、そのような方法を見つけるのは、それこそ容易ではない。 

高度なものや困難なものでも、目標に向け継続していくことが必要な物事は少なくない

が、宇佐美（2016）は、そういった目標行動を継続させるための条件として「目標と自分の

ギャップ認識」「自己効力感」「楽しさ」の 3 つを挙げている。利用し続けてもらう為の必要

な条件としてツールの「簡易さ」と並び、この 3 つの条件も必要な要素と考え、当てはまる

コメントを利用性に振り分けた。 

「部下やチームの個性を受け入れることを考えるようになった（19）」「夢を実現させたい

と改めて誓った（29）」は目標と自分のギャップを認識したという評価である。「自社のこと

を自分で知るのは難しい（32）」はギャップを認識したと同時に、そのギャップを埋める困

難さを評していけるか、前述したようにこれはツール自体というより、取り組む物事に対す

る困難さを評している。本研究がこのような声に応えられるよう引き続きフィードバック

や見直しを重ねていくことが必要である。 

「自分ごととして入り込めた（8）」「ぼんやりしたイメージをより具体的に整理できた

（11）」「すべてのステークホルダーの欲求を満たす方法があることを知った（25）」「視覚化

できたのがよかった（27）」等は自己効用感、「楽しくみんなで考えることができた（15）」

は、楽しさに関する評価である。（表 5-11） 

 

カテゴリー コード

利用性 ２, ５, ８, １１, １５, １９, ２１, ２４, ２５, ２７,  ２９, ３２
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（3）有効性の評価 

 

表 5-12 演繹的コーディング 3 

 

 

 

前述の「焦点コーディング 1」でも触れたように、「ポジティブなイメージを膨らませら

れた（7）」や「可能性を見いだせると思った（10）」は、本フレームワークを使っていただ

いたことで、今後の可能性に期待を寄せてくれた評価である。「未来のイメージが共有でき

た（12）」「将来に向け皆とイメージが共有できた（16）」など前述の可視化と合わせ、理念

浸透には欠かせない共有化の評価も、有効性の高評価に繋がったと考える。（表 5-12） 

 

5.3.3.6 総合的な評価と今後の方向性 

最後に、焦点的コーディングのカテゴリーと演繹的コーディングのカテゴリーでマトリ

クスを作成した。焦点的コーディングから導出された概念と、理解性、利用性および有効性

との関連や関係性から、総合的な評価や今後の方向性へのヒントを探った。 

 

表 5-13 焦点的コーディングと演繹的コーディングのマトリクス 

 

 

課題である「内容の難しさ」であるが、前述したように理解性と密接に結びついているこ

とがマトリクスからも浮かび上がっている。ツールとしてのフレームワークの難しさより

も、その理論の内容そして「企業理念の浸透」というテーマの難しさも、定量分析（5 段階

評価）において、他の 2 つと比べた利用性の低さに表れていることを示唆している。 

本フレームワークの理論や内容を噛み砕いて説明するテキストやマニュアルの作成が必

要となろう。 

イメージの共有と可視化が、理解性や利用性に関して評価ポイントが高い。これはワーウ

ショップの結果、仲間とイメージが共有できた、自社の現状や目指すべきものについて可視

カテゴリー コード

有効性 １, ３, ７, ９, １０, １２, １３, １６, ３４
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化ができたという評価である。これはこのフレームワークが「企業理念の浸透」の参照ツー

ルとしての使い方だけでなく、企業理念を浸透させるためのワークショップのツールとし

て、このフレームワークが機能する可能性を表している。 

それぞれのカテゴリーをマトリクスにして関連や関係性を明らかにしたことで、フレー

ムワークの導入によって企業や組織の問題点、課題点が「可視化」され、メンバー間での「イ

メージの共有」へと繋がっていくことが、本フレームワークの有効性への評価に結びついて

いることが確認できた。（表 5-13） 

 

5.3.3.7 定性分析結果の信頼性確認 

本章で行った分析結果については、ワークショップ参加者に確認を行い、この分析結果に

同意を得たことで分析結果の信頼性を確認した。 

 

5.4 妥当性確認のまとめ 

本研究についての導入ワークショップを行い、アンケート結果による定量的・定性的分析

を行った。定量分析の結果、理解性や有効性については高い評価で、利用性に課題が残った

が、定性分析でコメントを掘り下げていくと、「企業理念の浸透」そのものの難しさや理論

の難しさが、「難しいツール」との評価につながっていることが伺えた。今後テキストやマ

ニュアルを整備するなどツールとしての効果を一層高めていくとともに、導入時のワーク

ショップやコンサルティングにも工夫や改善を重ねていく必要がある。 

効果をもっと高めるための方向として、本ワークショップで多くの参加者に感じていた

だいた、仲間と共に前向きにワークに取り組むことの楽しさに気づいてもらい、自社のよい

点や課題点を可視化する、というところを強化していきたい。楽しんでワークショップに参

加すること自体が「理念の浸透」に繋がるようにできれば、より有効性が増すと考える。 

 

導入ワークショップは、1 社や 1 グループについて 1 回ずつ行った上で、フレームワーク

を作成していたが、セミナーやコンサルティング回数を重ねたり、事前にテキストやマニュ

アルを渡して予習をしてもらったりすることが効果的と思われる。参加者の一人（大学院准

教授）からはアドバイスとして、「事前に内容の資料を読み込んでおく機会を作れば、もっ

と内容が深まっていくのではないか」とのコメントを頂いた。 
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第６章 結論と今後の展望 
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6.1 結論 

本研究では、企業理念浸透のための、マズロー欲求階層と多層顧客価値連鎖分析（多層

CVCA）を用いた経営管理フレームワークの提案をおこなった。 

はじめに、本研究の背景や、本研究の目的、構成についてについて述べた。 

第 2 章では企業理念の先行研究について述べた。理念の浸透の定義には「内面化と定着

化」、あるいは「認知的理解」「情緒的共感」「行動的関与」があるといった学術的研究があ

り、またリーダーシップ研究も盛んであるが、現場に応用できる理念浸透研究は少ないこと

がわかった。 

第 3 章では、提案するフレームワークについて述べた。時間軸（ライフサイクル）と空間

軸（ステークホルダーとの距離）及び Maslow の欲求 5 階層に基づいた心理的な抽象度の

軸の 3 軸の中で、ステークホルダーを CVCA で繋ぎフレームワークを作成した。それぞれ

の抽象度において、価値連鎖（Value Chain）がなされているか分析し、どこに問題点があ

るのか可視化するものである。 

第 4 章では定性分析ツールであるこの多層 CVCA を、システム・ダイナミクスの因果ル

ープ図及び定量評価ができるストック/フロー図へ転換する方法を示し、3 章で作成したモ

デルの定量的な仮説検証を行った。そして成功企業、失敗（問題ある）企業の事例に本フレ

ームワークを当てはめ、実際にこのモデルが企業の理念の浸透や、理念がないあるいは伝わ

っていないことが可視化できているか、問題の存在を浮き立たせているか検証した。最後に

第 5 章では実務家を対象に導入ワークショップを実施し、実際に本フレームワークを作成

してもらうことで妥当性の確認を行った。参加者に本研究の内容をわかりやすく伝える手

法など、いくつかの点で課題は残るものの、研究内容やフレームワーク自体への評価、特に

有効性について高い評価であることが確認できた。 

 

6.2 課題と今後の展望 

本研究の課題と今後の展望として、（1）ワークショップの改善やより導入しやすいツール

の開発の必要性、（2）Maslow の欲求階層を使用することの問題点、（3）SE（システムズ

エンジニアリング）への応用、（4）長期的な効果の検証の必要性、について述べる。 

 

（1）ワークショップの改善やより導入しやすいツールの開発 

すべての新しい手法、あるいはツールやフレームワークに言えることであるが、導入が容

易でないとそれが広まることは難しいし、導入が広まらないとその効果は見えず、導入対象

も増えない。本研究においても、ワークショプの内容の改善、わかりやすい資料やマニュア

ルの開発をすすめていくべきと考える。 

 

（2）Maslow の欲求階層を使用することの問題点 

Maslow の欲求階層理論は心理学の領域を超えて、マーケティングや経営学の領域で大き
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な影響力を持ち続けているが、その一方で多くの批判も受けている。（松井 2001）それで

も本研究で Maslow の欲求階層を採用したのは、一つにはその有名度、世間への浸透度で

ある。多くの人は「マズロー」「欲求階層」を少なくとも名前だけは知っている。誰もが使

えることを目指すフレームワークとして、この浸透度は大切である。経営学では、現在のリ

ーダーシップ研究の基礎を構築した Burns のトランスフォーメーショナル・リーダーシッ

プ論や Zappos の経営手法のベースとなった Conly のピーク経営論のように Maslow を参

照しているものは少なくない。（日本の経営学者では金井壽宏、三島斉紀など） Drucker や

Kotler の著書にも Maslow は登場している。 

本フレームワークの「心理軸」で使用する上で重要な点は、多層 CVCA の階層が、抽象

度の最も低い第 1 階層から最も高い第 5 階層まで、抽象度の高低の順番になっていること

である。目に見える物やお金（第 1 階層）、数字に現れる利益や問題が起こると世間に表面

化する安全性や信用（第 2 階層）、見ていてなんとなく感じられる親しみやすさやコミュニ

ケーション（第 3 階層）、なかなかわかりづらい評価やプライド、こだわりやプロ意識（第

4 階層）、そして他人はおろか自分でもなかなか気づけない本当に大切なもの（第 5 階層）。

もちろん Maslow が抽象度を基準にこの 5 階層を決めたわけではないが、システムとして

考えるとこの点が重要である。心理学の学術論に立ち入るのは本研究のスコープ外である

が、本フレームワークに限って言えば、この欲求階層の考え方は有効性が高いと考える。 

また、WCA（欲求連鎖分析）が Maslow の欲求階層を既に採用している点も大事なポイ

ントである。本フレームワークと WCA は異なる点もあるが、CVCA をベースにしており、

同じ「欲求」を扱う以上、尺度も同じ方が利便性も高まると考える。 

もちろん以上のことは他の基準の使用を排除するものではなく、抽象度の高低で表され

る心理的な基準であれば多層 CVCA を他の基準に応用することも考えられる。例えばサイ

バネティクスを経営に応用した Beer（1981）の組織サイバネティクスの診断モデル（VSM）

のシステムⅠ～Ⅴ（システムⅤは「方針」を指し、企業理念そのものではないが、事業全体

の方向性について責任を負い、組織のアイデンティティや目的を明示する役割を担う（木島

ら 2007））へ CVCA を適用するといったことなども検討できよう。 

 

（3）SE（システムズエンジニアリング）への応用 

本フレームワークの応用として、SE（システムズエンジニアリング）への適用、特に社

会システム設計のツールとしての応用が考えられる。本フレームワークを構想するにあた

り着想のヒントになったのは、Smart Grid Architecture Model（SGAM）や Reference 

Architecture Model Industrie 4.0（RAMI 4.0）に代表される、System of Systems アプロ

ーチの Three Dimensional Enterprise Architectural Framework（Morganwalp and Sage 

2003）である。第３章（3.5）でも述べたようにステークホルダーとの関係を含めた企業と

いうシステム、そして多くの社会システムが、この SoS の範疇にある。 

また Drucker や Goldstein らの「生物的世界観」を記述するのに最も近いアプローチ方



138 

 

法もこの SoS アプローチになると考える。なぜならシステムとしての生命系と非生命の境

界は、開放系で平衡を示しているかどうか（いわゆる動的平衡にあるかどうか）にあるとい

うのが、Bertalanfy がシステム思考を唱えた背景にあり、周りの環境システムと一線（物

理機能では皮膚や外殻、精神的機能としては自我）を引いたのが個体の生物であるのに対し、

相互に作用し合うシステムの連なりの中で、目的のために一線（System of Interst）を引く

のが、SoS アプローチとなるからである。 

Goldstein による自己実現の定義である「生体が周りの環境と調和しつつ自己の特性を実

現する現実化の表現」を実現するためとするアプローチも SoS のそれと近い。 

 

また、CVCA はビジネスモデル等社会システムの設計に有効なツールである。各階層の

欲求と関心事項は等置であるが、これはステークホルダーの要求事項と考えることもでき

る。SE において抽象度を上下させながら要求事項を導出するプロセスは、システム・ダイ

ナミクスモデル作成で行った作業（ステークホルダー分析）とほぼ同じである。 

そしてその要求事項は、因果ループ図やストック/フロー図の「ステークホルダーがコン

トロールしたい変数」に転換できるので、システム・ダイナミクスによるシミュレーション

や仮説検証を素早く行なうことが可能になる。 

生態系を意識した企業システムの設計、社会システムの設計や社会システムの「要求事項

―設計―検証」サイクルの可視化、たえずフィードバックを行いながら進めていく必要があ

る起業や新規事業のリーン開発（リーンスタートアップ）をサポートできるツールなど、SE

ツールしての活用法も探っていきたい。 

 

（4）長期的な効果検証の必要性 

第 5 章において、導入ワークショップを行い妥当性の評価を行ったが、これは導入時に

おける評価である。企業理念の浸透を通して、顧客を含むすべてのステークホルダーの欲求

の満たすことが目的である本システムは、より長期的な使用における検証が必要と考える。 

また本研究に取り組んだ動機のひとつとして、企業理念の浸透を長期的に間継続させる

のは非常に難しいという現実がある。 

企業理念の浸透に成功していると言われる企業や団体をいくつか取材したが、それらの

ほとんどが創業企業や創業者の親族が継ぐ企業であった。「日本で一番大切にしたい会社」

で有名な坂本光司法政大学院教授の研究室に伺った際にも、そのことを実感した。 

パブリックな企業、そして大企業では企業理念浸透の継続は無理なのだろうか。相変わら

ず頻発する大企業のスキャンダルや不正問題のニュースに触れるたび、私自身もそのよう

に感じないこともない。 

システム・ダイナミクスのシミュレーションモデルが明らかにしたのは、利益を追求する

企業と企業理念を追求する企業では、短期的には利益追求型企業のほうが、効果が出やすい

構造になっていることである。シミュレーションでは小さな食堂においてさえ、企業理念浸
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透の効果が現れるまで数ヶ月～１年かかっている。様々なしがらみを抱え、その中で１年毎

あるいは四半期毎に結果を求められる大企業では、いっそう困難なことであることは想像

に難くない。 

だからこそ、本フレームワークのような、指針あるいは参照モデルが必要なのだとも思う。

道路が遠回りになっていたとしても、地図（GPS）があれば慌てたり不安になったりする必

要はない。 

課題解決のプロセスでは、一旦さらに悪くなってから良くなるという経路をたどるもの

も多い。システムの挙動を知る者には、おなじみの性質であるが、現場にいると目の前の状

況に囚われて先が見通せなくなり、中長期の戦略が取れなくなる。地図や GPS を持つよう

に、指針や参照モデルを持ち、システムとして捉え課題解決に取り組む考え方が、関わるす

べての人に広まることを望みたい。 

 

本研究にあたり複数の経営の専門家や企業コンサルタントにも話を伺ったが、「結局最後

は経営者次第」「熱意があるかどうか」と言われることも多かった。 

たしかに「最後は人」「最後は想い」であることは間違いない。しかし人は環境によって

創られる。その環境や場を創るのはシステムである。 

何度も壁にぶつかりながら、SDM で学んだこのことを頭において研究を進めてきた。 

今後も息の長い研究と検証を重ねることによって、本研究の内容も成長させて、経営者、

従業員、顧客等すべてのステークホルダーの自己実現への一助となりたいと願っている。 
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A.1 第３章（3.5.3）のストック/フロー図モデルのプログラミングコード 

 

地域に根ざした食堂の顧客数＝INTEG(食堂の利用‐チェーンレストランの利用，50) 

食堂の口コミ利用＝食堂の信頼・評判*接触頻度*導入率*チェーンレストラン顧客数*地域

に根ざした食堂の顧客数/商圏の外食人口  

食堂の宣伝活動＝チェーンレストラン顧客数*0.01 

食堂の利用＝食堂の宣伝活動+食堂の口コミ利用 

食堂の信頼・評判＝(食堂のサービスの信頼・評判/両店のサービスの信頼・評判合計)*(食堂

料理の信頼・評判/両店の料理の信頼・評判合計)*(1/食堂の価格) 

チェーンレストランの顧客数＝INTEG(チェーンレストランの利用‐食堂の利用，50) 

チェーンレストランの口コミ利用＝チェーンレストランの信頼・評判*接触頻度*導入率*地

域に根ざした食堂の顧客数*チェーンレストラン顧客数/商圏の外食人口 

チェーンレストランの宣伝活動＝地域に根ざした食堂の顧客数*0.01 

チェーンレストランの利用＝チェーンレストランの宣伝活動+チェーンレストランの口コ

ミ利用 

チェーンレストランの信頼・評判＝(チェーンレストランサービスの信頼・評判/両店のサー

ビスの信頼・評判合計)*(チェーンレストラン料理の信頼・評判/両店の料理の信頼・評判合

計)*(1/チェーンレストランの価格) 

商圏の外食人口＝100 

接触頻度＝0.025 

導入率＝100 

食堂経営者の意思決定＝1 

食堂の価格＝食堂経営者の意思決定 

食堂従業員の給与額＝食堂経営者の意思決定 

食堂経営者の経営理念＝食堂経営者の意思決定 

食堂給与額の累計＝INTEG（食堂従業員の給与額，0） 

食堂の企業理念の浸透＝INTEG（食堂経営者の経営理念，0） 

食堂従業員モチベーション＝食堂給与額の累計+食堂の企業理念の浸透 

食堂従業員モチベーションの蓄積＝INTEG（食堂従業員モチベーション，50） 

食堂従業員のサービス品質＝食堂従業員モチベーションの蓄積 

食堂のサービスの信頼・評判＝INTEG（食堂従業員のサービス品質，50） 

食堂食材の仕入値＝食堂の価格*0.4 

食堂の食材の品質＝食堂食材の仕入値 

食堂料理の信頼・評判＝INTEG（食堂の食材の品質，50） 

食堂仕入数＝食堂販売数 

食堂販売数＝地域に根ざした食堂の顧客数 
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食堂在庫＝INTEG（食堂仕入数‐食堂販売数，100） 

食堂売上高＝食堂の価格*食堂販売数 

チェーンレストラン経営者の意思決定＝0.8 

チェーンレストランの価格＝チェーンレストラン経営者の意思決定 

チェーンレストラン従業員の給与額＝チェーンレストランの経営者の意思決定 

チェーンレストラン経営者の経営理念＝チェーンレストラン経営者の意思決定 

チェーンレストラン給与額の累計＝INTEG（チェーンレストラン従業員の給与額，0） 

チェーンレストランの企業理念の浸透＝INTEG(チェーンレストラン経営者の経営理念，0) 

チェーンレストラン従業員モチベーション＝チェーンレストラン給与額の累計+チェーン

レストランの企業理念の浸透 

チェーンレストラン従業員モチベーションの蓄積＝INTEG（チェーンレストラン従業員モ

チベーション，50） 

チェーンレストラン従業員のサービス品質＝チェーンレストラン従業員モチベーションの

蓄積 

チェーンレストランのサービスの信頼・評判＝INTEG（チェーンレストラン従業員のサー

ビス品質，50） 

チェーンレストラン食材の仕入値＝チェーンレストランの価格*0.4 

チェーンレストランの食材の品質＝チェーンレストラン食材の仕入値 

チェーンレストラン料理の信頼・評判＝INTEG（チェーンレストランの食材の品質，50） 

チェーンレストラン仕入数＝チェーンレストラン販売数 

チェーンレストラン販売数＝チェーンレストラン顧客数 

チェーンレストラン在庫＝INTEG（チェーンレストラン販売数‐チェーンレストラン仕入

数，100） 

チェーンレストラン売上高＝チェーンレストランの価格*チェーンレストラン販売数 

両店の料理の信頼・評判合計＝チェーンレストラン料理の信頼・評判+食堂料理の信頼・評

判 

両店のサービス品質の信頼・評判合計＝チェーンレストランサービスの信頼・評判+食堂の

サービスの信頼・評判 

生産＝チェーンレストラン仕入数+食堂仕入数 

生産者在庫＝INTEG（生産‐チェーンレストランへ出荷‐食堂仕入数，100） 
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A.2 第５章のアンケート内容及びアンケート回答 

（１）アンケート内容 

「本フレームワークについての説明」の評価 

1.悪い 

2.やや悪い 

3.ふつう 

4.良い 

5.とても良い 

 

「導入ワークショップ」についての評価 

1.悪い 

2.やや悪い 

3.ふつう 

4.良い 

5.とても良い 

 

「理解性」についての評価 

1.まったく理解できなかった。 

2.ほとんど理解できなかった。 

3.一応理解できた。 

4.理解できた。 

5.とても理解できた。 

 

「利用性」についての評価 

1.まったく利用できない。 

2.利用できない。 

3.利用できるかもと思った。 

4.利用できそう。 

5.とても利用できる。 

 

「有効性」についての評価 

1.まったく有効ではない。 

2.あまり有効ではない。 

3.有効な場合もありそう。 

4.有効な手法である。 

5.とても有効な手法である。 
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（２）アンケートの回答および「自由記入欄」のコメント 

A 氏 

「本フレームワークについての説明」の評価 ５ 

「導入ワークショップ」についての評価 ４ 

コメント 

参加して良かったです。可視化は大切ですね。いちばんはそれが収穫です。頭が整理できま

した。一回聴いただけでは忘れてしまうので。第５レイヤーのミッションのために仕事をし

ている。また人それぞれの個性として考えたけど腑に落ちました。ありがとうございました。 

人のことは良くわかるのですが、職業病です。今後シッカリと稼いでいくためのレバレッジ

ポイントがわかったような気がします。里山ビジネスになるのかなぁ。 

 

B 氏 

「本フレームワークについての説明」の評価 ５ 

「導入ワークショップ」についての評価 ５ 

コメント 

考える時間が必要だったため、改めて時間を取り、もう一度自分でも作ってみたい。素直な

気持ちでやってみたいと思いました。 

これを行なうことで棚卸しができ、整理がつくので、やることが明確になる気がします。こ

れをベースに考えていきたいと思いました。 

 

C 氏 

「本フレームワークについての説明」の評価 ５ 

「導入ワークショップ」についての評価 ５ 

コメント 

経営者⇔社員⇔顧客とマズローの５段階の話はとても良かったです。社員の満足が何故必

要か腑に落ちました。今後自分で活用したいです。 

 

D 氏 

「理解性」についての評価 ４ 

「利用性」についての評価 ４ 

「有効性」についての評価 ４ 

コメント 

ボンヤリしたイメージをより具体的に整理する手法を学んだ。 

 

E 氏 

「本フレームワークについての説明」の評価 ５ 
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「導入ワークショップ」についての評価 ５ 

コメント 

視覚化できたのがよかったです。自分の想いもはっきりと再認識できました。まじで感動の

講義でした。ミッション共有できる仲間と絶対に夢を実現させようとかたくけっしんいた

しました。めちゃめちゃハッピーです。ありがとうございました。自分に足りないのは、集

客のための明確なアウトプットなので、ブログや SNS にもチャレンジしていきます。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

 

F 氏 

「理解性」についての評価 ４ 

「利用性」についての評価 ４ 

「有効性」についての評価 ４ 

コメント 

楽しくみんなで考えることができた。 

 

G 氏 

「理解性」についての評価 ５ 

「利用性」についての評価 ５ 

「有効性」についての評価 ５ 

コメント 

ポジティブな考えのもと、未来を想像することができました。ありがとうございました。 

 

H 氏 

「理解性」についての評価 ４ 

「利用性」についての評価 ３ 

「有効性」についての評価 ４ 

コメント 

事前に内容の資料を読み込んでおく機会をつくれば、もっと内容が深まっていたのではな

いか。 

 

I 氏 

「理解性」についての評価 ３ 

「利用性」についての評価 ３ 

コメント 

いろいろ振り返るきっかけになった。新しい発見もありました。 
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J 氏 

「理解性」についての評価 ５ 

「利用性」についての評価 ５ 

「有効性」についての評価 ５ 

コメント 

ポジティブなイメージをふくらませることができ、新鮮でよかったです。また仲間と盛り上

がったり、自分ごととして入り込めるようになるのも良いポイントだと思いました。 

 

K 氏 

「理解性」についての評価 ３ 

「利用性」についての評価 ３ 

「有効性」についての評価 ４ 

コメント 

課題解決だけでなく、ポジティブな気持ちでワークショップできたことに驚きがあった。参

加者が何に可能性を見出すのか発見できる手法だと思った。 

 

L 氏 

「理解性」についての評価 ４ 

「利用性」についての評価 ５ 

コメント 

ワークショップで、CVCA や因果ループではどうつながりがあるのか考えるきっかけにな

り、自分の不足している部分がわかりました。 

すべてのステークホルダーの欲求を満たす。これは目からウロコでした。そうすることで皆

がウィンウィンになると思いました。 

ハイパーコンペティション戦略をするには、既に市場はかなりのレッドオーシャンだと感

じ出ています。どんな視点で見ると、違うひらめきが思いつく傾向にあるのか、レバレッジ

ポイントについてももっと知りたい。 

 

M 氏 

「理解性」についての評価 ３ 

「利用性」についての評価 ３ 

「有効性」についての評価 ４ 

コメント 

未来のイメージを共有できるワークショップは、とてもポジティブになれました。学びまし

た。ありがとうございました。 
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N 氏 

「理解性」についての評価 ４ 

「利用性」についての評価 ４ 

「有効性」についての評価 ４ 

コメント 

自分が仕事で実現したいこと、関わり方、普段人との関わりなどで自分が大切にしているこ

となど確認できた。 

 

 

O 氏 

「本フレームワークについての説明」の評価 ５ 

「導入ワークショップ」についての評価 ４ 

コメント 

スタート時にはよくわからない部分が多かったのですが、それはワークショップ自体が「自

分がわからない事象を可視化するため」だとわかりました。自分では見えない部分、面を見

る。視野を移すというのは自分１人ではやはり難しいというのがわかりました。逆にワーク

ショップの中で、必然的に「わからない」という時間が長かったので、ストレスを感じまし

たが、僕は自分のかけているところが可視化できて良かったです。 

CVCA を暫定的に完成することと、現実的な収益実現は、現実味において異なる気がしま

した。 

 

P 氏 

「理解性」についての評価 ５ 

「利用性」についての評価 ４ 

「有効性」についての評価 ５ 

コメント 

これまで体験してきたワークショップとは一味違う内容でした。この仕事の将来について

皆と考え共有できる時間をいただきありがとうございました。 

 

Q 氏 

「理解性」についての評価 ４ 

「利用性」についての評価 ３ 

「有効性」についての評価 ３ 

コメント 

前向きな話を自然に誰もができる場になったのが良かった。 

 


