
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６章　ビジョンのマネジメント

経営ビジョンのマネジメント
　末永友彦は渋谷に事務所をかまえる、テトラシステムズというソフトウエア会社の社長さんです。

従業員80名に満たない小さな会社ですが、末永にとっては一から築き上げた自分の城のような会社

です。

　先日、社長がカスタマーサポート部へ顔をだしたところ、次のような電話応対が耳に入ってきま

した。長山賢治という入社３年目の男が電話に出ています（もちろん、電話の向こうのお客の声は、

末永が絶大なる想像力をもって推測したものです）。

客Ａ「もしもし、○○という商品についてお伺いしたいのですが」

長山「申し訳ありませんが、当社では扱っておりません」

客Ａ「困ったな。古いワープロの文章をどうしても読み込まなければならないんだけど」

長山「すみません。またよろしくお願いいたします」ガチャン

（なんてことだ）

　頭に血がカーッとのぼっていくのを感じる末永社長。

（当社の方針は「顧客第一主義」だと、あれほど言っているのに．．．）

　ふと我に返ると、今度は新人の富田圭子が同じ様な電話をとっています。しかし、さっきとはず

いぶん様子が違うようです。

客Ｂ「もしもし、□□という商品についてお伺いしたいのですが？」

富田「申し訳ありませんが、当社では扱っておりません。どのような商品なのでしょうか？」

客Ｂ「ある専門的な統計計算をするソフトなのです」

富田「それでしたら、＠＠という商品が△から販売されています。お電話されてみたらいかがでしょ

うか」

客Ｂ「そうですか、ありがとう」

富田「お客様、△の電話番号はご存じでしょうか？」

客Ｂ「いいえ」

富田「少しお待ち下さい．．．．ありました。%%%%-%%%%です」

客Ｂ「どうもいろいろご親切にありがとうございました」

富田「どういたしまして」ガチャン

（そうだ、富田くん！）

　嬉しくて跳びあがりそうになる末永社長。

（それこそ「顧客第一主義」だ！！）

（それにひきかえ、何だあの長山という男は。まったく何もわかっとらん）

　前置きが長くなりましたが、ここで問題です。

　どうして長山君は末永社長の期待どおりに行動しないのでしょうか？

　原因はいくつも考えられますが、ここでは次の中から選んで下さい。ちなみにカッコの中には末

永社長の独り言であります。
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１．性差（やっぱり顧客対応は女の子の方が向いているのかなぁ）

２．知能（どうやら長山君の知能指数は富田君のより低そうだ）

３．ヤル気（長山君は開発部からカスタマーサポート部に配置転換されてヤル気がなくなった）

４．経営（ビジョンのマネジメントが徹底していないんだな）

　正解は（もちろん）４ですね。１や２や３を選んでしまったら、あなたは個人攻撃の罠にはまっ

てしまっているといえます。

　経営者にはビジョンが必要だ、とよくいわれます。確かに、現在成功していらっしゃる経営者の

方々には確固たる経営理念を持った人物が多いようです。その一方で、中小企業の経営者に最も欠

けているのがビジョンであると指摘する人も少なくありません。

　中小企業では人的資源の不足などから、社長が自ら最前線で仕事をしなければならないことが多

いのが実状です。資金繰りから営業・人事・経理・雑務に至るまで、何でも自分でしなければなら

ないという社長さんは多いはずです。末永社長も例外ではありません。

　ところが、会社の使命や長期的な目的などというものは、社長が考えなければ他に誰も考える人

はいないものです。考える人はいても、実行に移せるのは社長だけと言った方が正確かもしれませ

ん。

　従業員の意識は、社長以上にその日その日の仕事や個人的な興味に向けられています。そうでな

ければ困ることもあるのです。専門化社会と言われ、仕事はどんどん細分化していきます。最前線

で仕事をする人間には、その担当分野での能力や知識を深めてもらわなければなりません。システ

ム全体がうまく設計されていれば、サブシステムで働く人にとっては、そのサブシステムの消費シ

ステムからのフォードバック情報だけで十分だからです。

　しかし当然ながら、システム全体を見渡す役割が必要です。だからこそ、社長の興味は、時間的

にも、分野的にもより広いところに向けられなければなりません。会社全体にとっての消費システ

ムやその消費システムにとっての消費システム、それにそれらすべての長期的な展望を持っていな

ければなりません、そうでなければ、会社はその時々の社会や経済の状況にただ左右されるだけに

なってしまいます。

　一流の会社とそうでない会社、一流の経営者とそうでない経営者の違いの一つがここにありそう

です。

85



社長の行動チェックリスト

□業界や社会の動向と自分の会社への影響を分析
している。
□数年先までの会社の将来像をできるだけ具体的
に考えている。
□自分が会社を経営することで世の中にどのよう
な貢献をするか知っている。

ビジョンは会社の名前と同じ
　末永社長の経営ビジョンは「顧客第一主義」でした。経営ビジョンの持ち方や決め方については

他にいろいろ本もでていますから、そちらを参考にしていただくとして、ここでは、ビジョンが決

まった後の社長の行動について考えてみましょう。

　経営ビジョンは一度決めたらそれで終わりというものではありません。経営ビジョンを徹底させ

る、とよく言いますが、これはどういうことでしょうか？

　一つの目安として、社長が、そして社員全員が会社のビジョンを会社の名前と同じように言える

ようになる、というのはどうでしょうか？もちろん、このためには、ビジョンがわかりやすく端的

な言葉でまとめられていることが前提です。

　長山君と富田さんに「あなたの会社の名前は？」と聞いてみましょう。おそらく、同じくらいの

スピードで、同じくらいの自信をもって「テトラシステムズ」と答えが返ってくるでしょう。

　それでは、「あなたの会社の経営ビジョンは？」と聞いてみたらどうでしょうか？

　末永社長自身はどうでしょう？経営ビジョンを自分の会社の名前を言うように、スラスラと、自

信を持って暗唱できるでしょうか？

　　試しに10秒間で自分の会社の名前を何回言えるか数えてみて下さい。できるだけ早く、でもはっ

きりと。次に、10秒間で自分の会社の経営ビジョンを何回言えるか数えて下さい。

　あなたの会社のビジョンは名前と同じレベルにまで達していましたか？

ビジョンによって行動がかわる
　もちろん、経営ビジョンを言えるようになれば、それだけで問題が解決するわけではありません。

長山君が毎秒60回の超高速スピードで経営ビジョンを暗唱できるようになっても、彼の電話での受

け答えは変わらないかもしれません。これについては後で、ビジョンを実現する方法を検討するこ

とにして、ここではビジョンがいかに行動に影響するか分析してみましょう。

　行動にとって、ビジョンはコンテキスト（文脈）として作用します。コンテキストとはある行動

の結果（Ｃ）の価値を決定する条件です。

　たとえば、暑い夏の日、アスファルトからの照り返しの中を歩いていて、汗はだくだく。ふと飛

び込んできた「かき氷」の文字。思わず１杯と思うでしょうが、これが雪の降る寒い冬の夜道なら

どうでしょう。のれんをくぐって、かき氷を注文する行動を「かき氷」が強化できるかどうかは、

気温や季節といった文脈に影響されているのです。

　同じことが、長山君と富田さんの行動の違いにもあてはまるかもしれません。

　長山君にとってのビジョンが「コストを下げ、生産性を上げる」であったなら、直接利益につな

がらない電話応対でよけいな時間をかけるのは目標達成を阻害します。だから、情報を提供すると

いう行動は下の図のＡＢＣによって抑制され、起こりにくくなります。

86



コンテキスト：コスト削減・生産性向上

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客の問合わせ 情報提供する 生産性低下（×）

　言い換えれば、「コストを下げ、生産性を上げる」というコンテキストなら長山君の行動は全く

正当化されるものなのです。長山君は「何も分かっていない」わけではなく、末永社長とは違った

コンテキストを持っているというだけなのかもしれません。

　これに対し、富田さんは末永社長と同じコンテキストを持っているのかもしれません。この場合、

ＡＢＣは下のようにさっきとは全く逆になり、行動は起こりやすくなります。

コンテキスト：顧客第一主義

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客の問合わせ 情報提供する 顧客の満足（○）

　こうした分析からも分かるように、行動だけをみて長山君に能力がないと断定するのはたいへん

危険です。コンテキストが違えば、行動を左右するＡＢＣが変わるので、当然、行動も違ってくる

のです。

　そして社員に会社の経営ビジョンをコンテキストとして認識させるのは、他ならぬ社長の仕事で

す。

社長の行動チェックリスト

□自分の会社の経営ビジョンを会社の名前と同じ
ように言える。
□社員が経営ビジョンを会社の名前と同じように
言えるかどうか知っている。

コミュニケーションの
マネジメント

　「当社の今年の目標はユーザーへのサービスの向上です。お客様の身になって本当に満足しても

らえるシステムを提供しましょう」

　ここは渋谷２丁目のオフィス街に事務所をかまえるテトラシステムズ、年頭にあたっての訓辞を

しているのが、この会社の社長の末永さんです。

　「どんな時でも『顧客第一主義』を忘れずに仕事をして下さい」

　先週、カスタマーサポート部で自分の経営理念が活かされていないことを発見した末永社長は、

新しい年の始まりをちょうどよい区切りにしようと、仕事始めの挨拶で自分のビジョンをもう一度

全社員へ伝えようと考えたのでした。

（これで自分の心意気がみんなに伝わったはずだ）そう感じて、末永社長は壇上を降りました。

　果たして末永社長の期待通り、社員は一丸となって顧客へのサービス向上に努めるようになるで

しょうか？
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一方通行のコミュニケーション
　ビジョンを伝えるときに犯しやすいミスの１つが、一方通行のコミュニケーションです。本来、

コミュニケーションとは話し手と聞き手の間のやりとりですから一方通行などありえないようです

が、実際にはこうしたミスがよく見られます。

「この仕事まだ終わってないの？」

「えっ、何のこと？聞いてないよ、そんなの！」

　ちょっとした仕事の依頼でもよく起こる、この手のもめ事の原因は、話し手が聞き手から適切な

行動を引き起こしていないことにあります。　コミュニケーションを一方通行ではなく双方向にす

るためには、聞き手から何らかの行動を引き起こさなければなりません。

　「当社の方針は『顧客第一主義』です。わかりましたね」

　「はい」

社長の行動チェックリスト

□　一方通行のコミュニケーションに従事しない。

　ところが、何か返答を得ればよいというわけではありません。相手が自分の話を聞いていたかど

うか確認しようとするのはいいのですが、これでは相手が本当に『顧客第一主義』を理解したかど

うか分かりません。話を終わらせるために、ただ「はい」と言っているのかもしれません。

「長山君、当社の方針は何だったっけ？」

「はい、『顧客第一主義』です」

　これは、もう少し進んで、聞き手の行動を引き起こしていますね。自分の言ったことを相手に繰

り返さす、いわゆる復唱の方法は、少なくとも相手が自分の話を聞いていたことを確認するには有

効です。

　それでも、これだけでは長山君が末永社長の意図に即した顧客サービスをするかどうか、まだわ

かりません。長山君が『顧客第一主義』を理解したかどうかがわからないからです。

理解をうながすコミュニケーション
　そもそも『顧客第一主義』を理解するというのはどういうことでしょうか？末永社長にとっては、

長山君（そして他の社員全員）が顧客に対して自分がとるであろう行動をとって欲しいわけです。

それで、そのために『顧客第一主義』というスローガンを使っているのです。つまり、このビジョ

ンを理解するということは、ある状況にたたされたときに、末永社長が『顧客第一主義』の元にと

るであろう顧客に対する対応を自分でもとれるということです。

　「この業界もまだまだ不況が続きそうです。生き残るためには他の会社にはできないサービスを

しなければなりません」

　「お客さんが満足しなければ仕事は継続できないのです」

　末永社長がいかに熱心に話をして『顧客第一主義』の重要性を強調しても、いったいそれがどの

ような行動として具体化されるべきかが社員にはわからないかもしれません。
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　理解を促進するコミュニケーションを行うためには、ビジョンの重要性だけではなく、具体的な

例をできるだけたくさん使うことが大切です。

　「たとえば、お客さんから商品の問い合わせがあったら、それが当社の商品ではなかったとして

も丁寧に応対して、必要な情報を提供してさしあげましょう」

　「お客さんからクレームがあって、こちらに否があったことが確認されたら、いいわけをする前

にまずできるだけ早く問題に対処しましょう」

社長の行動チェックリスト

□ビジョンの重要性だけでなく、具体的な実現方
法を語る。

　経営ビジョンはわかりやすく簡潔な方がよいと以前書きましたが、それだけに抽象的になりがち

なのも事実です。それを補うためにたくさんの例を使いましょう。

　もちろん、ここでも一方通行のコミュニケーションにおちいらないように気をつけます。せっか

く数十の具体的なケースを用意しても、最後に「わかりましたね」と聞くだけでは元の木阿弥とい

うものです。

　「最初の契約には含まれていなかった仕事をお客さんが依頼してきたらどうしますか？」

　「．．．丁寧にお断りします」

　「いいですね。丁寧にというのは大切です。でも、ただお断りするだけですか？他には何もしま

せんか？」

　「そうですね、お客様のご希望を実現するにはどうすればよいか考えて提案します」

　「すばらしいですね。それが『顧客第一主義』ということです」

　このように具体例を使ったコミュニケーションで、聞き手に具体的な対応策を述べさせ、それを

ちょうど野球のコーチがバッターのフォームをなおしていくように修正していきます。

　理解をすすめるコミュニケーションにもう１つ大切なのは例外を使うことです。ある状況ではこ

うするべきであるといったルールに加えて、ある状況ではこうしてはならないというルールも同時

にあげるのです。

　例と例外を使うと聞き手の理解をより明確にするだけでなく、聞き手から有効な行動を簡単に引

きだすことができます。ある状況に対応する行動を取り上げて、それが例なのか例外なのか判断さ

せるのです。

社長の行動チェックリスト

□聞き手から適切な反応を引きだす会話で理解を
うながす。

　「お客さんがどうしても納期を１週間早めてくれと言ってきたとします。期待に応えるためには

他のプロジェクトに多少の支障をきたすことが避けられません。それでも納期を早めるのは『顧客

第一主義』でしょうか？」

　もちろん、ビジョンを作った側として、社長はこうした問いに一貫した答えをもっていなければ
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なりません。そうしなければ社員全員に経営理念を理解させることは難しいでしょう。

社長の行動チェックリスト

□経営ビジョンに関する具体的な例と例外に関し
て一貫した判断が下せる。

　さて、コミュニケーションを工夫して、社員が『顧客第一主義』を理解したとしましょう。長山

君も末永社長が『顧客第一主義』というスローガンで、何をいわんとしているかようやくわかった

とします。

　ところが経営ビジョンのマネジメントは、これでようやくその一歩を踏みだせたところだといえ

ます。

　つまり、長山君が自分の会社の経営ビジョンを言えるようになり、具体的にどんな行動を示すの

か理解したとしても、それと実際に顧客と対面した場合にその行動が行われるかどうかは別なこと

なのです。

　健康が一番だと思い、健康のためには適度な運動をするのが必要なことは知っていても、毎日ジョ

ギングをするのはとても難しいことです。同じように、『顧客第一主義』がいかに大切か知り、そ

のためには何をすべきかわかっても、それが実現できるかどうかはわかりません。

　知識のマネジメントから行動のマネジメントへ。次のステップが待っています。

認識から行動へ
　ビジョンから会社を経営するために、これまで末永社長が実行したことをおさらいしましょう。

ビジョンのマネジメント：認識レベルまで

(1) ビジョンをわかりやすい言葉で表現する。
(2) ビジョンをすらすら言えるようにする。
(3) ビジョンの具体的な実現方法を社員に伝える。
(4) ビジョンが正確に社員へ伝わったか確認する。

　あなたの会社の社員に、会社のビジョンと、それが自分の仕事にどう関係しているか質問すれば

実感できるかもしれませんが、実際には、ここまでくるのもなかなか大変な仕事です。

　そして、ここからがいよいよ本番でもあります。ビジョンの理解が全社的に進んだ上で、ビジョ

ンを実現する行動のマネジメントが始まるのです。

どうして認識だけでは不十分なのか？
　コンピュータにしまっておいた大切な文章ファイルやデータを失ってしまったことはありません

か？もしものためにバックアップをとっておくことの大切さは認識しているものの、毎日欠かさず

実行している人は稀でしょう。

　運動不足は体によくないことは誰もが知っていますが、毎日適度な運動をしている人は少ないと

いいます。

　阪神大震災があれだけの被害をもたらし、都市への直下型地震の恐ろしさを十分に知らしめたに

も関わらず、避難用の保存食を買いに走ったり、マイホームにかけている保険をチェックしたりと、

90



今すぐ何らかの対処をする人の数は限られています。

　見込み客のリストを片手に、毎日数件でも挨拶の電話をかければ営業活動を助けることになると

分かってはいても、ついつい明日にしようと先延ばしにしてしまいます。

　果たして我々はデータを失うことの重要性を認識していないのでしょうか？健康に関してあまり

に自覚が足りないのでしょうか？地震の災害についてまだまだ本気になっていないのでしょうか？

営業活動に対する責任感が足りないのでしょうか？

　おそらく我々のほとんどは、データの重要性を認識しているし、健康でいることを十分気にして

いるし、地震の災害について非常に本気で、営業活動に対する責任感も持っています。

　欠けているのは認識ではなく行動なのです。

どうして行動がでてこないのか？
　一般的には、行動の原因は心にあると考えられています。だから、行動を変えるには心を変えな

くてはならないと考えがちです。

　残念なことですが、心理学者の中にもこのような常識的な（素人的な）解釈をする人が多いので

す。だから、何か問題が起こると、すぐに心の病を治そうとして、説明したり、説得したり、励ま

したり、叱ったりと、いろいろなことを手あたり次第にやり始めます。ここではこれを心理学の罠

とよぶことにします。

キーワード：心理学の罠

行動に何らかの問題があるとき、その原因と

なっている（と思いこんでいる）心の問題を

治そうと四苦八苦すること。

　ところが、行動の問題の最終的な原因は往々にして心にはありません。これは科学的な心理学が

長年かかって示してきていることです。

　行動の問題の原因は、ＡＢＣ分析で表されるような、行動と環境とのダイナミックな関係にある

のです。

　末永社長がいくら「顧客第一主義」について説明して、社員全員がその重要性について認識する

ようになっても、社員一人一人の行動と環境とのダイナミックな関係が変わらなければ、社員の行

動は十分には変化しません。よってビジョンも実現されません。

　ビジョンを認識から行動のレベルへと移行するために必要なのは、説教や勉強会ではないのです。

ビジョンに即した行動を起こす、行動と環境の関係をつくることが重要なのです。

どうすれば行動がでてくるのか？
　ここでＡＢＣ分析を復習しましょう。

　ＡＢＣ分析とは行動の先行条件（Ａ）、行動（Ｂ）、そして結果（Ｃ）を分析する手法です。

　先行条件－行動－結果の関係は、「Ａのときに、Ｂをすると、Ｃが起こる」という行動と環境の

ダイナミックな関係で行動随伴性ともよばれます。我々の行動の多くは行動随伴性に影響されてい

るのです。

91



　たとえば、「パソコンのスイッチを押す」、という行動は「電源が切れているときに（Ａ）、ス

イッチを押すと（Ｂ）、電源が入る（Ｃ）」という行動随伴性があるからこそ起こります。これが

強化の原理でした（第２章）。

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

電源オフ スイッチ押す 電源オン

　故障の時のように、スイッチを入れても電源が入らなかったら、この行動は消失します（当然で

すよね）。これが消去です。

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

電源オフ スイッチ押す 電源オフ

　先行条件も行動に影響を及ぼします。たとえば、作業中にスイッチを押すと電源が切れてしまい

ますから、この時にスイッチを押す頻度は減少します（これも当然ですね）。これが弱化でした。

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

作業中 スイッチ押す 電源オフ

　ビジョンを実現するためには、それに役立つ行動が強化され、役立たない行動が消去・弱化され

るように、先行条件と結果の仕組みをうまく配置し、行動と環境のダイナミックな関係を調節する

ことが重要なのです。

　行動と環境の関係、すなわち行動随伴性を調整して行動を変化させるのが、パフォーマンス・マ

ネジメントの真髄なのです。

　テトラシステムズ、長山君の接客行動を分析してみましょう。末永社長とのミーティングから、

今では長山君も「顧客第一主義」を十分に理解し、その重要性を認識しています。

客Ｃ「もしもし、○○という商品のことで質問があるのですが」

長山「申し訳ありませんが、それは当社の製品ではございません」

客Ｃ「えっつ、そんなはずはないだろう。すぐに情報が必要なんだ」

長山「そうですか、少しお待ち下さい...  この番号に電話してみて下さい....」

　ビジョンを実現する行動が引き起こされ、末永社長も大喜びです。でも、安心するのはまだ早い。

次の電話ではどうでしょう？その次は？「顧客第一主義」にのっとった行動は１年先まで維持され

るでしょうか？

　残念ながら、ほとんどの場合、答えはＮＯです。セミナーや研修から帰ってきたばかりの社員が、
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初めは見違えるように仕事をするけれども長続きはしないという問題と一緒です。

　その理由はＡＢＣ分析をすれば分かります。皆さんも一緒に考えてみて下さい。

問　題：長山君の顧客対応がこのまま続かずに頻度が減少するとします。それにはどういった原因

が考えられるでしょうか？飽きっぽいとか、責任感の問題とか、心理学の罠にははまらないよう注

意して、ＡＢＣ分析を使って答えをだしてみて下さい。

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

客に質問され 丁寧に回答する ？

セミナーの罠
　セミナーや研修会に参加すると、それだけで行動に変化がみられることがあります。これをひら

めきとか洞察などとよぶ人もいます。

　確かに、今まで知らなかったことを知ることで行動は変わります。同じ物事に関して違う見方が

できることを知れば、別の見方ができるようになるし、そのせいで行動も変わってきます。

　ちなみに認知心理学では、これを認識の枠組みの変化としてとらえます。認識の枠組みとは、あ

る情報の解釈の仕方みたいなものでスキーマなどとも呼ばれることもあるようです。認識の枠組み

の変化は、次の表のような行動の変化として理解できます。

　行動にこのような変化があると、今まである物事や出来事に対して無意識に行ってきた反応を意

識し、それ以外の行動をとる可能性がでてくるようです。テトラシステムズの長山君の行動を例に

とって考えてみましょう。

　長山君にとって「顧客第一主義」という言葉は以前、これといって特別な行動を引き起こしては

いませんでした。お客さんから電話がかかってきても、この言葉が頭に浮かぶこともありませんで

した。

認識の枠組み（スキーマ）の変化とは？

(1) ある情報に対する
自分の反応を観察でき
る。

(2) その情報が提示さ
れ反応が起こるときに
それを意識できる。

(3) その情報に対する
他の反応の可能性を述
べられる。

「自分はこの情報に対
してこういう反応をし
ている」

「今その情報が提示さ
れいつもと同じ反応を
しようとしている」

「この情報に対しては
別のこういう反応をと
ることもできる」

　だから、お客さんから直接商談にならない質問をされてもそっけなく対応していたわけです。

これをＡＢＣ分析すると次のようになります。

　これまでは、長山君が「顧客第一主義」についてひらめいたとしても、それを強化するような結

果が何も起こっていませんでした。だから、そんな認識は生まれなかったのでしょう。
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ＡＢＣのないところに行動なし

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客：
「~について教
えて下さい」

長山：
「これは顧客第
一主義を発揮す
るチャンスだ」

なし（△）

　むしろ、顧客のそんな問合わせに時間をかけて答えていたら、他の仕事に支障があるかもしれま

せん。そっけなく電話をきるという、「顧客第一主義」とは正反対の行動は、実はこうしたＡＢＣ

によって強化されていたわけです。

「顧客第一主義」を妨げるＡＢＣ

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客：
「~について教
えて下さい」

長山：
「それは当社の
商品ではありま
せん、ガチャン」

他の仕事へすぐ
に戻れる
（○）

　末永社長とのソクラテス的問答では、まず「顧客第一主義」という言葉に対する様々な行動が増

加しました。たとえばどんな行動がこの経営ビジョンを実現するのか、言えるようになったわけで

す。

認識の変化もＡＢＣから

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

社長：
「顧客第一主義
を実現するには
何ができますか？」

長山：
「顧客の質問に
できるだけ答え
ます」

社長：
「そうですね」
（○）

　さらに、会社の利益にとって、ひいては自分の将来にとって、カスタマーサポートに対する顧客

の満足度がどれだけ大切か説明されることで、顧客応対行動とより長期的な結果との関係を認識す

るようにもなりました。

　長山君の「顧客第一主義」に関する認識の枠組みが変化したわけです。ところが、せっかく変化

した長山君の行動も、これだけでは長くは続きません。

認識の変化もＡＢＣから

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

社長：
「顧客が満足し
ないとどうなり
ますか？」

長山：
「会社の経営が
苦しくなり、自
分の職も不確定
になります」

社長：
「その通りです
ね」（○）
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　気づきや発見を目的にしたセミナーや研修では、セミナーに参加した直後は確かに望ましい行動

の頻度が急増する傾向にあります。まさに「人が変わったように」なるかもしれません。ところが、

しばらくすると、そんな興奮状態も冷め、結局、元と同じようになってしまうことが多いようです。

これがセミナーの罠です。

　セミナーの罠は、セミナーの参加者にとっての罠ではなく、社員をセミナーへ送りだす側にとっ

ての罠です。

用語：セミナーの罠

 セミナーや研修へ社員を参加させると、一時

的には士気の向上や態度の変化がみられ、新

しく学習した技術を使うようもなるので、セ

ミナーだけではこうした変化が長続きしない

のにもかかわらず、「例年のこと」としてセ

ミナーや研修を利用し続けること。

　セミナーによる熱がさめると、たいていは参加者の意識の低さや飽きが原因であるかのように考

えられ（個人攻撃の罠ですね）、最終的には「こんなもんだろう」といったあきらめ感で終わって

しまうようです。

　もちろん、セミナーや研修が無駄だとか意味がないと言っているのではありません。認識の変化

によって生じた行動の変化を長続きさせるためには、セミナーだけでは不十分なことが多いと言っ

ているのです。

　話がちょっと脱線してしまいました。本題へ戻り

ましょう。どうしてセミナーの罠なんていう現象が

起こるのでしょうか？どうして認識の変化だけでは

不十分なのでしょうか？我々人間はそんなにもあきっ

ぽく、物忘れが激しいのでしょうか？

　テトラシステムズの経営ビジョンについて認識の

変化があった長山君が、実際に顧客からの電話に対

して理想的な応対をしたとします。

　この行動が引き起こす結果にはどんなことがある

でしょうか？

会社がもうかることで社員の行動は
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強化されるだろうか？
　長山君の応対が顧客を満足させたとします。これが積み重なれば確かに顧客の数が増え、売上の

増加にもつながるかもしれません。

　ところがこれには問題があります。行動の結果が行動を強化するためには、結果は行動の直後に

起こるか、あるいは、１回の行動とそれによって起こる結果が１対１の明確な関係になっていなけ

ればならないのです。

強化の条件

　行動の結果が行動を強化するためには

　　(1) 行動の直後に起こるか、

　　(2) 行動と結果の関係が１対１で明確

　でなければならない、

　たとえば、長山君の机の上にタクシーのメーターのようなカウンターが置いてあって、長山君が

理想的な顧客応対をするたび、その直後に、その応対によって得られる会社の売上が、カウンター

の目盛りにピンと現れれば、ほとんど間違いなくこの行動は強化されるはずです。

行動分析からの解釈

会社の利益は行動の直後に起こらないし、

行動と１対１の明確な関係もないから、

利益を生む行動を強化しない

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える 利益の増加（△）

行動分析からの解釈

利益を生む行動を強化するためには、

行動の直後に起こる結果か、

行動と１対１の明確な関係持つ結果を使う

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える
得点のアップ
（○）
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自分の利益は強化になるか？
　会社が儲かれば自分の給料やボーナスもよくなるというのはどうでしょうか？あるいは、顧客を

満足させられなければ会社の存続が危うくなり、仕事を失ってしまうかもしれない、というのも切

実なＡＢＣです。

　ところが、両方とも上と同じ理由で行動を強化しません。なぜなら、どちらの結果とも、行動の

直後には起こらないし、１回の顧客対応とそれによる給与の増加分についても１対１の関係がない

からです。

自分の利益は利益を生む行動を強化しない

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える 給与の増加（△）

　すでに述べたように、目の前にカウンターがあって、理想的な顧客対応をするたびに目盛りが上

がり、月末締めでそれがちょうど給料になるというのなら、自分の利益は利益を生む行動を強化す

るでしょう。

　しかし現実社会はそういうふうにはできていないことの方が多いのです。

顧客からの反応は強化になるか？
　顧客を満足させる応対をすれば、顧客から感謝されることも自然に多くなるという意見もあるで

しょう。これはどうでしょう？

　顧客からの感謝の言葉が好子となって、顧客第一主義に則った対応行動が自動的に強化されるよ

うになるのは理想的ですが、これにも問題があります。

　どんなに丁寧で親切な応対をしても、どんなに顧客が感謝しても、それがその時に感謝の言葉と

なって現れるかどうかは全く顧客次第です。　そしてたまにしか起こらない結果は行動を十分に強

化しないのです。

顧客からのお礼は行動を十分に強化しない

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える

「ありがとう」
（○）

（でもたまにし
か起こらない）

　それに顧客の反応は感謝の言葉ばかりではないはずです。望ましい応対で接しても、そっけなく

反応がなかったり、逆に冷たい返答をされることもあるかもしれません。前者は消去として、後者

は弱化として、共に行動の頻度を低下させます。強化とは全く逆の力が行動に作用するわけです。

顧客から感謝されなければ行動は消去されるし、冷たくされれば弱化される
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Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える

「あっ、そう」
（×）

「それじゃ、だ
め」（×）

自分の仕事への影響はどうか？
　丁寧で親切な顧客対応には、えてして時間のかかるものです。余分な努力も必要です。「顧客第

一主義」に準じるあまり、自分の他の仕事が遅れたり、残業時間が増えたりするかもしれません。

これらの結果も弱化として、行動の頻度を減少させるように作用します。

他の仕事に影響すれば弱化される

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える
他の仕事ができ
ない（×）

余分な努力（×）

上司からの反応は強化になるか？
　末永社長の努力が実を結んでいて、テトラシステムズの経営ビジョンに対する認識の変化が全社

的に進んでいれば、長山君の上司も、長山君の行動の変化に注目して誉めたり評価してくれるかも

しれません。

　ただし、上司も四六時中長山君の顧客応対を観察しているわけにはいきませんから、これはたま

にしか起こらない結果です。前述したように、たまにしか起こらない結果は行動を十分には強化し

ません。

他の仕事に影響すれば弱化される

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える

「よくやってる
ね」（○）
（でもたまにし
か起こらない）

　それに現実は厳しいものです。おそらく、長山君の上司は長山君の行動の変化に対して何も言わ

ないか（消去）、ひどい場合には批判することもあるのではないでしょうか（弱化）。

　たとえ認識の枠組みに変化があって、ひらめいたり、洞察が起こるようになっても、行動と環境

との関係が変わらない限り、せっかく変化した行動もやがては元に戻ります。

経営ビジョンが全社的に徹底していなければ

上司からのサポートもない
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Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える
上司：「．．．」
（△）

それどころか批判されることもある

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問 丁寧に答える

上司：
「あまり応対に
時間を使いすぎ
るな！」（×）

　セミナーの罠は、行動と環境の関係（ＡＢＣ）を分析すれば分かる、ごく自然な現象なのです。

　したがって、行動の変化を維持して、経営ビジョンを実現するためには、認識の変化だけにとど

まらずに、ＡＢＣの改革を進める必要があります。

ＡＢＣ改革
　社長の訓示を徹底的に行ったり、社員を教育セミナーへ派遣するだけでは、会社のビジョンはな

かなか達成されなません。認識が変化するだけでは行動は必ずしも変化しません。たとえ変化して

も一時的なものに終わることが多いのです。

　行動を長期的に変化させ、経営ビジョンを達成するためには、行動と環境とのダイナミックな関

係、すなわちＡＢＣの行動随伴性を改革することが必要です。

　ＡＢＣの行動随伴性とは「~のとき、~をすれば、~が起こる」という関係でしたね。

　たとえば、カスタマーサービスの長山君が、顧客からの問い合わせに対して適切な応対をするた

びに、上司が、「今の応対は良かったよ」と誉めてあげれば、長山君の適切な電話応対は強化され

ます。つまり、将来にも起こりやすくなります。

　何が何でも誉めればよい、と言っているわけではありません。行動を観察して、望ましい行動が

行われた直後に誉めることが一番有効です。

「顧客第一主義」を強化するＡＢＣ

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客から質問
長山君が丁寧に
答える

上司からの誉め
言葉（○）

　社長が、「最近よくやってるね、頑張ってくれよ！」と社員に声をかけるのはどうでしょうか？

　これはもちろん悪いことではありません。社員にとって、社長から直に声をかけられ、しかも怒

られるのではなく、誉められるのは嬉しいものです。

　しかし、具体的な経営ビジョンを持ち、それを戦略的に達成しようと考えているなら、声をかけ

るのも、もっと効果的にできるはずです。

　常に社員と行動を共にしていない社長にとって、望ましい行動が行われた直後に社員を誉めるこ

とは難しい、というより不可能に近いことでしょう。

　幸い、人間には言葉という便利な武器があります。過去に社員が行った行動を、できるだけ具体

的に誉めることで、行動の直後に誉められないという弱点はカバーできます。
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　たとえば、「君が先日提出した報告書、とても正確で、しかも顧客の最新のニーズの分析がよく

まとまっていて、たいへん参考になったよ。どうもありがとう」と言われれば、社員も何を誉めら

れているのかわかり、次回からも同程度以上の報告書が期待できるでしょう。

　まとめると、社長として社員の行動のＡＢＣを直に改造する一手段としては、次の３つがあげら

れます。（１）社員の仕事を具体的に知る（すべて知る必要はない）。（２）その仕事を社員がい

かに行っているかを知る。（３）そのことについて社員に具体的にフィードバックする。

　フィードバックするというのは、経営ビジョンの達成にとって期待にあったものであれば、その

ことを指摘して誉め、そうでなければ、どうすれば期待にそえるのかアイディアを提供することで

す。決して、社員を責めたり、批判することではありません。

　また、欠点を指摘するときは、次回の目標を具体的に設定して、後で確認をすることも有効です。

たとえば、報告書に重要な項目が抜けていたら、「今度の報告書ではＸとＹの比較をするように」

と明確な指示を行い、次回に報告書が提出されたときに、そのことに関してフィードバックするの

です。

　そんなこと忙しくてできない、と思われるかもしれません。でも、直属の上司にフィードバック

すべき項目を提出させておき、社員一人につき３分で準備して２分でフィードバックを行ったらど

うでしょう。週２時間費やせば、従業員百人の規模の会社でも、毎月、社員１人１人に社長として

直にＡＢＣを実行することができるのです。

社長の行動チェックリスト

□個々の社員の仕事を（一部でいいから）具体的に知ってい
る。
□その仕事がどのように行われているか知っている。
□それを社員に建設的な方法で伝えている。

　

　もちろん、経営者としてもっと大切なのは、経営ビジョンを達成する行動が、自分自身が関与し

ないところでも強化されるように会社のシステムを見直すことです。

　給与体系や昇進の仕組みはどうなっているでしょうか？経営ビジョンの達成を促進する行動を強

化するように仕組まれているでしょうか？管理職の人たちは経営ビジョンの達成につながる部下の

行動を強化しているでしょうか？

　最近話題になっている能力給や職能制度は、従来の年功序列式の仕組みのように、業績や達成と

はほとんど無関係の給与システムから比べれば、行動と環境とのダイナミックな関係が改善されて

いるとは言えます。

　しかしながら、究極のＡＢＣからすれば、まだ、不十分な点も多く見受けられます。

　たとえば、給与を会社の売上や所属する部の業績によって決定してしまうと、ある社員が、たと

え満足のいく行動をしていても、会社内部や外部の競争相手次第で、せっかくの望ましい行動が弱

化されてしまうかもしれません。あるいは、業績とは関係のない行動が偶然強化されてしまうこと

もあるでしょう。

　給与体系や人事考課は経営者レベルでしか変革することのできない重要な要因です。会社という

集団で獲得した利益をどう分配するかの決定です。会社を繁栄させ、そこで働く人々を幸せにする

ＡＢＣを導入すべきでしょう。
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　ＡＢＣは給与体系のような制度としてのシステム以外でも作用しています。

　たとえば、社長が営業拡大を狙って、社員に自分で仕事をとるように奨励するとします。しかし、

仕事を取ってきた結果、その仕事をするのはやっぱり社員です。つまり、ここには「受注をとって

くれば、仕事が増えてよけいに忙しくなる」という弱化のＡＢＣが働いています。

業績第一主義で望ましい行動が弱化される

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客に対して

営業マンが
ベストの営業
サービスを行う

顧客がサービス
ではなく商品の
性能だけで他社
の商品を選択し、
そのせいでで成
績が下がる（×）

業績第一主義で望ましくない行動が強化される

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

顧客に対して

営業マンが
いい加減な営業
サービスを行う

顧客がサービス
ではなく商品の
性能だけで自社
の商品を選択し、
そのせいで成績
が上がる（○）

　さらに開発やカスタマーサポートなど、他の仕事と営業活動を兼業させようとすれば、「営業の

仕事をすれば、その分、他の仕事ができなくなる」という弱化のＡＢＣが作用します。したがって、

これだけでは社員が営業活動に従事しようとしないのは、実は、あたりまえということになります。

　これに対して、経営者としては、社員を営業の専任として他の仕事のＡＢＣから解放してあげる

とか、時間配分をして受注が発生してもその社員の負担にならないように配慮しなければなりませ

ん。

仕事をとってくる行動が弱化される

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

社長に「仕事を
とってこい」と
言われて

顧客訪問を行う 仕事が入って増
えて他の仕事が
遅れる（×）
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社長の行動チェックリスト

□給与体系や人事考課など会社の公式のシステム
をＡＢＣ分析している。
□人間関係や慣例など会社の非公式のシステムを
ＡＢＣ分析している。
□その結果を活かしている。

　これらすべてを社長が一人で行うのはたいへんなので、管理職の人たちと協力して行うことにな

ります。逆にいえば、社長としては、ＡＢＣの分析や、それによる行動の改革を部長やマネージャー

が実行できるように、管理職のＡＢＣを整えることに集中することになります。

パフォーマンス・マネージャー
としての経営者

　企業では社長こそがマネージャーです。

　マネージャーの仕事の本質は人を動かすことです。自分で動くことではありません。そして行動

のＡＢＣをよく知っていれば、人を攻めることなく、システムを改善することで、人が動かせるよ

うになります。

　経営ビジョンのマネジメントとは、経営ビジョンを実現する行動が強化されるように、会社全体

のＡＢＣを整備する作業に他ならないのです。

　マネージャーの仕事の基本は、ビジョンを実現する行動や達成を測定し、担当者にフィードバッ

クを与えることです。

　フィードバックは頻繁に行われるほど効果的です。だから、１人のマネージャーがまかなえる担

当者の数というのはどうしても限られてきます。

　ですから、社長自らが社員全員のマネージャーになるのは無理な話なのです。

　そこで社長は、管理職などのマネージャーを通して、社員を動かすことになります。そして、こ

のために重要なのが、こうした管理職の人たちのマネジメントなのです。

　残念ながら、ほとんどの場合、管理職は年功序列によって決まっています。会社に長くいれば部

下を管理できるはずだ、というあまり根拠のない前提にたった人事が行われているのです。

　ところが、ある仕事に詳しく、経験があるということと、それを人に教えて、やらせるのが上手

かどうかということは全く別のことなのです。

　「あいつはもう15年もこの仕事をやっているのだから、そろそろ自覚を持ってリーダーシップを

発揮してもらわなければ困る」と個人を攻めるよりもっと大事なことがあります。

　その管理職が測定し、フィードバックしなければならない行動や達成が何かを見極め、そしてそ

のポジションに就いた人が、この任務を遂行できるように環境を整備してあげることです。

社長の行動チェックリスト

□管理能力について、年功序列による前提を持た
ない。
□そのポジションが測定してフィードバックすべ
き指標を知っている。
□管理職に就いた人の行動をＡＢＣを整えること
でサポートする。
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　まず、ビジョンの達成のためにどんな行動や達成が必要か、そして、ビジョンが達成されている

かどうか知るためにどんな情報が必要かを知らせましょう。売上げ日報のようにある決められた書

式と目標値を決めるといいでしょう。

　さらに、その情報の報告のタイミングを取り決めます（たとえば、毎週月曜日10時までというよ

うに）。

報告書の例

　　　　　　第１営業部週間報告書
　　　　　　　　　　　　　　　提出日：
97/5/20　　　　　　　　　　目　標　　　　達
　成
コール　　　　　　　　50件　　　　　35件
売上げ　　　　　　　  580万　　　　  575万

 個人の達成管理　　 目標   　達成　ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
　　中　島　　　　　20　　  25               ○
　　別　所　　　　　18　　  20               ○
　　金　子　　　　　18　　  22　　　  

　こうすることで、社長がマネージャーとして、管理職の行動をサポートできます。

管理職をサポートするＡＢＣ

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

集計報告書
の書式

達成を測定し
集計する

社長からの誉め
言葉（○）

　報告がなされた時、目標が達成されていないからといって、むやみに叱るのは考えものです。報

告行動を減らしたり、ウソの報告を増やすからです。

　達成が思うようになされていないときは、管理職の報告行動を罰するのではなく、一緒に原因を

分析し、次のステップを目標に組み込んでいくことが大事です。

　次に、管理職に、同じ様な方法で自分たちの部下をサポートするように教えます。社員数が多け

れば、これを何層かに分けることができるでしょう。

　階層の下のレベルの達成を集計していくことで、トップにいる社長には、重要な、まとめられた

資料が、問題がどこにあるか一目で分かるような形で収集されるわけです。

　ただ、注意していただきたいのは、測定とフィードバックのピラミッド構造は、部や課など、組

織のピラミッド構造がなければ作れないわけではないということです。

　組織の構造と情報伝達の構造とは別物です。極端にいえば、行動や達成を測定し、フィードバッ

クするのは、役職に就いた、いわゆる「管理職」である必要はありません。

　平社員でも、あるいは自動化されたコンピュータのソフトにも、ここでマネージャーと定義して

いる「管理職」の仕事はできるのです。

　こうして、社長が中心となり、会社の中に、社長をトップにしたＡＢＣのシステムが完成します。

　社員の行動はすべて他の誰かによってサポートされることになります。そして誰かの行動をサポー
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トする行動もまた誰かにサポートされることになります。

　最後に残った問題は難題です。誰が社長の行動を動機づけるのでしょうか？

　測定とフィードバックのピラミッド構造を見れば分かるように、社内で唯一、社長の行動だけが

他の誰かによってサポートされていません。

　もちろん、株式を公開している大企業では株主総会などもあり、ある程度ＡＢＣが整備されるか

もしれません。でも、大抵の中小企業ではそうはいきません。中小企業は社長次第、と言われる理

由の１つがここにあります。

　それでは、社長の行動のＡＢＣを整備するにはどうすればよいのでしょうか？１つには、第２章

でとりあげたセルフ・マネジメントを使うことです。セルフ・マネジメントでは自分で自分の目標

を決め、行動や達成を測定し、自分自身へフィードバックします。

社長のセルフフィードバック

Ａ：先行条件 Ｂ：行動 Ｃ：結果

目標達成集計表
の書式

達成を測定し集
計する

自分で自分を誉
める（○）

　また、誰か別の人間に、自分のサポートを頼むこともできます。この場合、目標や、具体的な行

動を公開し、その人が達成をチェックできるようにしなければなりません。

　「自分だけは自分で責任を持つ」といった精神主義にはしらないこと。他の人の行動をサポート

するのにＡＢＣを工夫するのと同様に、自分の行動のサポートにもＡＢＣを工夫するのです。

社長の行動チェックリスト

□自分の行動にもＡＢＣを設定し、環境が行動を
サポートするように整備する。

経営ビジョンのつくりかた
　組織の目的や理念はどうやってつくればいいのでしょうか？

　この章で紹介した経営ビジョンのパフォーマンス・マネジメントは、いわゆるトップダウン形式

といわれる方法です。ビジョンが決まらなければ先に進めません。もちろんビジョンは一度こうと

決めたらもう変更できないといった性質のものではありません。時代や社会情勢とともに変わりう

るものです。

　ここでは、以下に、時代や社会に即した価値観を組織のビジョンへ取り組み、そして、組織の全

てのレベルで具体化する方法を紹介しましょう。

組織目的の構造
ーギルバートの階層的視点－

　組織の構造が階層的に表現されるように、組織の目的も階層的に表すことができる。これも組織

全体の文化と個人の行動の関係を分析するための方法の一つである。

　「人間の能力（Human Competence）」という、パフォーマンス・システムの古典的な教科書で1、
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ギルバートは組織の目的を６つの視点から考察することを提唱した。以下、それぞれについて説明

する。

１．哲学的レベル
　人々の理想、信心。これは文化や国家を越えての共通の価値基準である。基本的人権や健康、仕

事に対する満足感などがこのレベルで問題とされる。組織によってはこのレベルの目的を経営理念

としている。

　［例：教育には価値がある］

２．文化的レベル
　組織の属する文化や社会に共通の価値基準である。ある社会で受け入れられる製品やサービスが

他の社会でも受け入れられるとは限らない。したがって、組織の存続のためには社会のニーズや規

範を知り、それを経営に取り組んでいくことが重要である。

　［例：情報システムを発展させて教育システムを充実させることには価値がある］

３．組織レベル
　組織の経営目的がここで定義される。文化的レベルの目的をいかに組織が満たすかについての方

針である。すなわち社会や文化のニーズを満たすために組織が何を提供するかがこのレベルで定義

される。

　［例：○○○では情報通信網を発展させることで社会に貢献する］

４．戦略レベル
　組織レベルの目的を達成するのに必要な作業や責任分担をここで定義する。営業部、開発部、製

造部といった部署はそれぞれに特有の目的を持っている。

　［例：開発部では豊富な情報を素早く転送する技術を開発する］

５．作業レベル
　戦略レベルでの目的を達成するのに必要な具体的な行動がこのレベルで決定される。各作業担当

者に何が期待されているかは、このレベルでの業務を遂行するに必要な技能や知識を分析すること

で明確になる。

　［例：研究活動によって新技術を提案する］

６．物的レベル
　作業レベルの目的を達成するのに必要な人材や設備、原料などのスケジューリング、システム全

体の稼働コストなどがここで問題とされる。

　［例：電子工学の専門家と最新のハードウエアが必要である］

　ギルバートは６つの階層を上から下へ定義するトップダウン的なアプローチをとっている。すな

わち、各レベルの目的はそれぞれ一つ上位のレベルの目的を達成するための方略として定義される。

　第５章で論じたトータル・パフォーマンス・システムの考え方を組み合わせると、たとえば、組

織レベルの達成（たとえば、情報網）の消費システムは文化レベル（すなわち、消費者）、戦略レ

ベルでの達成（たとえば、新技術）の消費システムは組織レベルというようにトータル・パフォー

マンス・システムが入れ子状態になっている。

　企業のリストラやリエンジニアリングは本来、目的構造を整理し、哲学的レベル（企業理念）か

ら組織レベル（経営目的）、そして戦略レベルから物的レベルまで目的構造の辻褄が合うように組

織を改造する作業である。企業全体のパフォーマンスを高めるためにはこのようなトップダウン的

アプローチによって無駄を省き、各サブシステムを動機づけていく必要がある。

階層的視点を使ったチェックリスト
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　ギルバート1の階層的視点分析は概念的に複雑でそのままでは利用することが難しい。スミスとチェ

イス2はコンサルティング活動に利用するためこのモデルを簡素化し、かつ、各レベルでコンサルタ

ントが着目すべき項目を質問群としてリストアップした。ここでは彼らのリストを多少修正して紹

介する。ある企業で価値があるとみなされることは何か、価値がないとみなされることは何か、こ

れらの質問は企業の文化を行動的に査定するのに役に立つと思われる。

(1) 哲学的レベル
・従業員を動機づけているのは何か？（たとえば、金銭、名誉、家族、権力など）
・生活の質とはどう定義されているか？
・会社の業務内容は何か？どんな機能を社会に対して持っているか？
・どんな管理のスタイルが望まれているか？（民主的か独裁的か？個人の能力に頼るか、それとも
組織だった仕組みに頼るか？）
・どんな従業員が優秀であるとされるか？
・経営者と労働者の関係はどんな関係が望まれているか？
・どんな種類の報酬の仕組みが望まれているか？利益を全員で分かち合うか、それとも経営陣だけ
で分かち合うか？
・顧客はどんなことを重んじていいるか？（すばやい対応か、品質か、値段か）
・顧客は事務的な対応を求めているか、それとも人間的な対応を求めているか？
・業界のトップになることが望まれているか？世界的レベル、国内レベル、地域レベルのそれぞれ
ではどうか？
・会社で倫理的でないと見なされる活動にはどういったものがあるか？
・会社は従業員の個人的、専門的教育をどれだけサポートしているか？
・会社を大きくすることが望ましいか？
・環境への影響についてはどう考えられているか？
・地域への貢献はどのように考えられているか？具体的な活動は行われているか？
・意思決定はどのように行われているか？
・政府による規制などを積極的に改善するべきと考えているか？それとも決められた法律を忠実に
守るべきと考えているか？
・世界は法則的に動いていると考えられるか、それとも偶然によって支配されていると考えられて
いるか？（改善のための努力が意味のあることとして受け取られるかどうかに関わってくる）
・人間は変化すると認識されているか？それとも能力や技術は才能によるもので教育による効果は
小さいと考えられているか？
・以上の見解は組織の中で一致しているか？
(2) 社会レベル（文化的レベルに対応）
・社会一般には会社の将来を担うような人材（技術力、価値観）が存在するか？
・社会の通念と会社の哲学はどの程度一致しているか？不一致があった場合、それは会社の将来に
悪影響を与える程度のものか、あるいは受け入れられる程度のことか？価値の不一致が問題となっ
ている場合、それは現在どのようにして処理されているか？
・会社に哲学的レベルの価値観を示す公式見解が文章として存在するか？
・文章化されいない場合、会社内の個人やグループ間で価値観の一致は得られているか？
・価値観の不一致があるとしたら、それはどの程度重要な問題になっているか？話し合いは行われ
ているか？解決の方向に進んでいるか？
・社会には会社の運営をサポートする法律が存在するか（労働法、環境に関する法令、知的財産の
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保護に関する法令、特許に関する法令など）
・会社の所在する地域には従業員が生活するのに相応しい環境が整っているか（教育、娯楽、スポー
ツ、宗教などの施設）
(3) 組織レベル
・会社の提供する製品・サービスは何か？
・品質確保に対する会社の方針は？どんな方法で品質を確保しているか？
・会社の地域活動参加に関する方針は？
・顧客についてどのような方針を持っているか？どのようにして顧客満足を向上しようとしている
か？
・会社の従業員に対する方針は？どのようにしてこの方針を実現しているか？
・会社はどのようにして哲学的レベルの目的を達成しようとしているか？
・哲学的レベルの目的を達成するための方法論は文章化されているか？
・会社の文化はこれらの方法論をサポートしているか？
・方法論にはある行動に対する成果が記載されているか？
(4) チームレベル（戦略レベルに対応）
・チーム（部、課、プロジェクトチーム）の主な責任範囲は何か？
・チームの会社での役割は何か？
・その役割を果たすためにはどんな資源や条件が必要か？
・その責任を果たすためにどんな戦略を持っているか？
・どうすれば責任が果たされているかどうかわかるか？
・他の部署の役割との矛盾や衝突はないか？
・部の責任や役割が目的として文章化されているか？
・それらは会社の哲学的、社会的、組織レベルの目的と一致しているか？
(5) 個人レベル（作業レベルに対応）
・どんな成果や達成に個人が責任を持っているか？
・それらは観察が可能な達成か？
・複数の達成を定義することで個人の職務が定義できるか？
・それらの達成は個人の職務に必要なものか？
・これらの達成と矛盾する達成が他に存在するか？
・これらの達成は数量化できるか？目標は設定されているか？
・担当者は自分が何を達成すべきか明確に知っているか？
・達成に対して報酬は与えられているか？
・担当者は達成のための方法を知っているか？
・これらの達成は会社の哲学的、社会、組織、所属部署レベルの目的と一致しているか？
(6) 行動レベル（物的レベルに対応）
・達成のために個人の担当者が行うべき具体的な行動は何か？
・これらの行動は実際に観察できるか？
・これらの行動は数量化できるか？
・担当者が達成するためにはそれらすべての行動が不可欠か？
・担当者はそれらの行動を行うことができるか？
・行動のためのきっかけは適切なタイミングで用意されているか？（道具、材料、マニュアル、ス
ケジュールなど）
・行動に報酬は与えられているか？
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・行動はこの上のすべてのレベルの目的に一致しているか？

マロットの目的指向的システム分析
　マロットとガルシア3は組織の目的は我々の究極の目的である「人類の幸福」から導かれるべきで

あるとし、そのためのパフォーマンス・システム的アプローチを提案した。彼らの目的指向的シス

テム分析はギルバートと同様に低レベルの目的を高レベルの目的から決定するトップダウン的手法

を採用している。

　下にその概念図を示す。この分析は曖昧になりがちな「人類の幸福」を具体的に定義しようとし

たものである。たとえば喫煙行動を減らしたり大気汚染を最小限に抑える努力は、究極の目的を達

成するのに役立つことがわかる。目的指向システムは、こうして人類レベルの目的を企業や個人レ

ベルの目的と論理的にリンクしていく。

　「人類の幸福」達成から導く目的を組織目的として設定する企業はそうでない企業に比べて生存

の可能性が高いとマロットとガルシアは主張する。顧客満足指向の経営が叫ばれて久しいが、究極

の目的に沿った組織目的の設定は、顧客満足に照らした組織目的のさらに先を行くものである。な

ぜなら顧客のニーズは常に変化するからである。顧客の目先の欲求を元に企業の目的を決定するよ

りも、人類全体に貢献するというさらに大きな目的から企業の機能を理解し役割を定義することで、

より長期的に生存が可能な企業文化が設計できる。

　目的指向的システム分析では組織のパフォーマンス向上のために次のステップをとる。

(1) 理想的なパフォーマンス・システムを定義する
　組織の目的を達成するためのパフォーマンス・システムをサブシステムの集合として定義する。

(2) 理想的なシステムのパラメータを設定する
　組織が理想的に活動している場合の各サブシステムの達成を目標値として設定する。具体的には

各サブシステムの出力について品質、数量、期限などの目標値を設定する。

(3) 現在のパフォーマンスを測定する
　現在の各サブシステムの出力を上述の目標に照らして測定する。

(4) 理想と現実のギャップを見つける
　目標値と実測値を比較し、どのサブシステムが最適化されていないかを探し出す。この時点で組
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織の中に改善すべきサブシステムが存在するかどうか、また、どの問題を最初に解決すべきかの見

当ををつける。

(5) 原因を洞察する
　理想と現実のギャップを生んでいる原因を分析する。これは、以下に説明する方法でサブシステ

ムを分析して行う。

(6) 改善活動を実施し、効果を評価して改善する
　問題解決を実施する。その効果は３の「現在のパフォーマンスの測定」を継続的に行うことで測

定する。３から６までのプロセスは理想と現実のギャップが無くなるまで行われる。その後もシス

テムが維持されているかチェックするために評価と改善は定期的に行われるべきである。

　目的指向的システム分析は従来の生産管理や問題解決方法と類似している。たとえばＱＣサーク

ルプログラムでは、フィッシュボーンという名の樹上図を利用して問題の背後に潜む原因を洗い出

す。目的指向システム分析の特徴は、もちろんそれが行動分析学を背景にしているところにある。

管理工学や機械工学の専門家が、動体力学や電子工学の法則にもとづいて生産過程を最適化するよ

うに、パフォーマンス・システム分析では行動の法則にもとづいてサブシステムのパフォーマンス

を最適化する。組織におけるシステムの問題にはハードウエアだけに原因があるものはむしろ少な

く、ソフトウエア（行動と環境の関係、すなわち行動随伴性）の問題であることが多い。目的指向

システム分析は、ハードウエアとソフトウエアの両方に着目し、問題解決のための戦略を具体的に

作成するのを助けるガイダンスであるといえる。
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