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Point
❶  経済のサービス化に伴い、サービスを前提とした経営の考え方が重要になっている。そのカギが
「オーナーシップ」である。

❷  「オーナーシップ」は、学術的には「組織アイデンティフィケーション」で、多くの研究蓄積がある。
❸  組織アイデンティフィケーションを高める要因の一つが、「パースペクティブ・テイキング」である。

1. オーナーシップ
　経済のサービス化が進んでいる。日本の GDP
に占めるサービスの割合はすでに 60％を超えてい
る 1。また、第 3 次産業従事者も 70％超である（図
表 1）2。加えて、製造業のサービス化も盛んだ。
定番事例である小松製作所の KOMTRAX やゼネ
ラル・エレクトリックの航空機エンジンサービス
以外にも、ブリヂストンのリトレッド事業やナイ
キ社の NIKE+ など事例は尽きない。かつては「水
道哲学」を経営哲学とし大量生産大量販売の象徴
だったパナソニックでさえ、冷凍機や空調機器の
店舗向け遠隔データサービス「S-cubo」など、モ
ノからサービスへの転換を進めている。
　こうした動きに呼応するように、マーケティン

グ論の分野でも「サービス・ドミナント・ロジッ
ク」という考え方が台頭した 3。これまでのマー
ケティング論は、形あるモノを前提に理論化・体
系化してきたが、サービス・ドミナント・ロジッ

「オーナーシップ」による顧客価値の創造

図表 1　第３次産業従事者の推移
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出所：総務省統計局　国勢調査（2015）

1    The CIA World Fact Book (2017)
2    総務省統計局　国勢調査（2015）
3    Vargo, S. and R. Lusch (2004) “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing,” Journal of Marketing, Vol.68, 1-17.
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クでは、モノはサービスを提供するための媒体 4

に過ぎず、あらゆる交換の対象はサービスと捉え
る。
　このようなサービス中心の経済における経営モ
デルとして有名なのが、1994 年にハーバード・ビ
ジネス・スクールのヘスケット教授らが提示した

「サービス・プロフィット・チェーン」である 5。
サービス業では、顧客との直接的な接点があるの
で、その接点にいる従業員がカギとなる。すなわち、
従業員満足を高めれば顧客満足が高まり、顧客満
足が高まれば業績も高まるという連鎖があるとい
う考え方である（図表 2）。サービス・プロフィッ
ト・チェーンは、東京ディズニーリゾートやザ・
リッツ・カールトンなど、多くのサービス業で経
営の基盤となっている。
　しかし、サービス・プロフィット・チェーンには
批判もあった。従業員満足を高めても顧客満足が
高まらないという事例が少なくないからである 6。
そうした批判に応える形で、2008 年にヘスケット
教授らが提示した概念が「オーナーシップ」であ

る。このオーナーシップとは、株式の所有という
意味ではない。実際には株式を所有していないに
もかかわらず、あたかも株主のように会社のこと
を自分事

ごと

として考えることである。あえて日本語
にすれば、「当事者意識」だろう。ヘスケット教授
らは、従業員のオーナーシップが高ければ、責任
を持って仕事に取り組むので、顧客へのサービス
品質が向上し、顧客満足、そして業績が向上する
という 7。
　「オーナーシップ」という言葉は、日本でもビジ
ネスシーンでよく使われるようになった。「あいつ
は、オーナーシップが欠けている」とか、「オーナー
シップを持って臨め」といった発言を聞くことが
増えた。

2. 組織アイデンティフィケーション
　実は、この「オーナーシップ」という言葉はビ
ジネス用語で、学術的には「組織アイデンティフィ
ケーション」という。社会心理学の概念である。
定義は「組織との一体性や帰属についての組織成

4    Distribution Mechanism を筆者意訳。
5    Heskket, J. L., T. O. Jones, G.W. Loveman, W. E. Sasser, and L. A. Schlesinger (1994) “Putting the Service-Profi t Chain to Work,” 

Harvard Business Review, March-April, Vol.72, No.2, 164-174.
6    Chun, R. and G. Davies (2009) “Employee Happiness isn’ t enough to Satisfy Customers,” Harvard Business Review, April, 19.
7    Heskett, J. L., W. E. Sasser and J. Wheeler (2008) “The ownership quotient: putting the service profi t chain to work for unbeatable 

competitive advantage,” Harvard Business Review Press. （川又啓子他訳『オーナーシップ指数：サービスプロフィットチェーンに
よる競争優位の構築』、同友館、2010 年）

図表 2　サービス・プロフィット・チェーン
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出所：Heskett et al. （1994）を一部修正
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員の認知 8」であるが、測定尺度を見た方が理解
は早いだろう。図表 3 にある 6 つの質問を使って
測定する。あなたも、現在勤務している会社を

（　）内に入れて測定してみよう。創業者や経営者
は、6 つとも YES となる場合が多い。もし、ひと
つも YES がなければ、転職を考えた方がいいか
もしれない。
　組織アイデンティフィケーションの研究は、も
ともと、アイデンティティの研究から派生したも
のである。われわれ人間は、自分のアイデンティ
ティを能力や性格特性などの内的属性（個人的ア
イデンティティ）と人種や民族など所属する集団

（社会的アイデンティティ）の両方で認識している
（図表 4）。自己紹介の時に、「○〇社に勤務してお
ります」とか「△△県出身です」と言うのは、社

会的アイデンティティを示しているのである。組
織アイデンティフィケーションは、個人のアイデ
ンティティへの組織の影響度合いと考えればよい。

3. 従業員の組織アイデンティフィケーション
　「オーナーシップ」、すなわち組織アイデンティ
フィケーションの高い従業員は、どんな行動をと
るだろうか。過去の研究では、いくつかの結果要
因を突き止めている（図表 5）。第一に、離職しな
い（残留意図が高い）。第二に、他の従業員との協
同行動に積極的である。連携を取りながら仕事を
進めようとする。第三に、異動した社員の送別会
の幹事といった正規の仕事ではなく、誰がやるべ
きか決まっていないこと（組織市民行動）も進ん
で取り組む。自分自身のことだけを考えるのでは
なく、組織全体のことを考えながら働く傾向があ
る。第四に、改善提案や会議での建設的な発言（変
革提案活動）も活発にする傾向がある。第五に、
仕事に必要な知識を自発的に勉強する。このよう
に、組織アイデンティフィケーションが高い従業
員は、企業にとって望ましい行動をとる 9。
　では、従業員の組織アイデンティフィケーショ
ンを高めるには、どうすればいいのか。過去の研

8    Mael and Ashforce (1992) “Almni and Alma meter: A partial test of reformulated model of organizational identifi cation,” Journal of 
Organizational Behavior, Vol.13, 103-123.

9    Dutton, J. M. and J. M. Dukerich, and C. V. Harquail (1994), "Organizational Images and Member Identifi cation," Administrative 
Science Quarterly, 39 (June), 239-63.

図表 5　結果要因
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出所：Dutton et al.（1994）を一部修正

図表 3　組織アイデンティフィケーションの尺度
■   誰かが（組織の名称）を批判したときに、個人的に侮辱された
ように感じる

■   誰かが（組織の名称）を褒めていると、個人的に褒められた
ように感じる

■   （組織の名称）の成功は、私にとっての成功である

■   他の人が、（組織の名称）のことをどのように考えているか
について、大変関心がある

■   メディアで（組織の名称）を批判する話が出ていると、決まり
悪く感じる

■   （組織の名称）について話すとき、たいてい『うちの会社』
と言う

出所：Mael and Ashforth（1992）

図表 4　アイデンティティ
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出所：山岸編（2001）より筆者作成
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究では、さまざまな先行要因を解明している（図
表 6）。まず、組織から支援を受けていると知覚し
ている従業員は、組織アイデンティフィケーショ
ンが高い傾向がある。次に、会社からの公正な評
価も影響する。一方、社会貢献活動・CSR 活動や
地域交流活動などを実施している組織ほど、従業
員の組織アイデンティフィケーションが高い傾向
がある。
　2012 年に、ある飲食チェーンの従業員約 500 名
に実施した調査では、いくつかの面白い発見があっ
た。第一に、企業へのアイデンティフィケーショ
ンよりも店舗や部署へのアイデンティフィケー
ションの方が高く、それよりもチームへのアイデ
ンティフィケーションの方が高かった。対象とす
る組織の規模が小さいほど、アイデンティフィケー
ションは高くなる傾向があった。第二に、入社当
時は高い組織アイデンティフィケーションを持つ
が、3 年から 5 年経過すると組織アイデンティフィ
ケーションがいったん低下し、その後は在籍年数
が長くなるほど組織アイデンティフィケーション
は上昇する。第三に、正社員の方がアルバイトよ
りも組織アイデンティフィケーションは高かっ
た。第四に、顧客と直接接触することが少ない事
業部に所属する社員は、組織アイデンティフィケー
ションが低かった。

　2013 年に、あるメーカーの従業員に実施した調
査でも、似たような傾向があったが、加えて、本
社の社員の方が関係会社の社員よりも、役職者の
方が非役職者よりも組織アイデンティフィケー
ションは高かった。

4. 顧客の組織アイデンティフィケーション
　従業員の組織アイデンティフィケーションに加
え、最近は、顧客が持つ組織アイデンティフィケー
ションの研究が行われている。組織に所属してい
ない顧客が組織アイデンティフィケーションを持
つというのは、想像しにくいかもしれない。しかし、
ハーレーダビッドソンの所有者をイメージすると
分かりやすい。彼らの人生は、ハーレーダビッド
ソンのバイクと共にあるようにも見える。スティー
ブ・ジョブズが亡くなった時に、アップルストア
へ花を手向けに行ったアップル・ユーザーも、アッ
プルへの組織アイデンティフィケーションが高い
顧客の例だろう。
　こうした研究は、当初、大学の卒業生 10 や美術
館の会員 11 を対象に行われていたが、今では、一
般的な製造業やサービス業を対象に研究は蓄積さ
れている。
　高い組織アイデンティフィケーションを持った
顧客は、企業にとって望ましい行動をしてくれる。

10    Mael and Ashforce (1992) “Almni and Alma meter: A partial test of reformulated model of organizational identifi cation,” Journal of 
Organizational Behavior, Vol.13, 103-123.

11    Bhattacharya, Rao and Glynn (1995) “Understanding the Bond of Identifi cation: An Investigation of Its Correlates Among Art 
Museum Members,” Journal of Marketing, Vol.59, 46-57. 

図表 6　先行要因
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出所：Dutton et al.（1994）を一部修正
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まず、ロイヤルティが高いし、企業が実施したプ
ロモーションへの理解が深い。また、他の顧客の
勧誘もしてくれる。さらに、組織への否定的な情
報へ抵抗してくれる。例えば、企業が SNS など
で批判されても、企業を支援するような発言をし
てくれるのである。ネット社会では、心強い味方
である。さらに、企業への提案も活発にする傾向
がある（図表 7）12。
　では、顧客の組織アイデンティフィケーション
を高めるにはどうすればいいだろうか。組織のア
イデンティティの魅力度や組織のプレステージ、

自己との類似性などが影響することが分かってい
る。そして、面白いことに、先述したサービス・
プロフィット・チェーンと同じような連鎖が成立
している。すなわち、従業員の組織アイデンティ
フィケーションが高いと、顧客の組織アイデンティ
フィケーションが高まり、業績も向上するという
連鎖である。新サービス・プロフィット・チェー
ンと呼んでもいいだろう（図表 8）13。
　
5. パースペクティブ・テイキング
　これまで、従業員および顧客の組織アイデンティ
フィケーションを高めるために何をすればいいか、
さまざまな研究がされてきたが、現在、私が注目
しているのは、「パースペクティブ・テイキング（視
点取得）」という概念である。パースペクティブ・
テイキングとは、他人が何を考え、何をどう感じ
るかを認識することである。たんに、他人に共感
するということを超えて、他人の視点でものごと
を見ることである。3 歳から 4 歳の子供が「おま
まごと」をできるようになるのは、パースペクティ
ブ・テイキングができるようになったからである。

12    Bhattacharya, C. B. and S. Sen (2003) “Consumer-Company Identification: A Framework for Understanding Consumers' 
Relationships with Companies,” Journal of Marketing, Vol. 67, No. 2, 76-88.

13    Homburg, C., J. Wieseke, and W. D. Hoyer (2009), “Social Identity and the Service-Profi t Chain,” Journal of Marketing, Vol.73, 
38-54.

図表 7　顧客の組織アイデンティフィケーション
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出所：Bhattacharya, & Sen（2003）

図表 8　新サービス・プロフィット・チェーン
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顧客志向 企業の
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出所：Homburg, Wieseke & Hoyer （2009）
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　従業員が経営者の視点を取得できれば、従業員
の組織アイデンティフィケーションが高まり、責
任を持って仕事に取り組むだろう。また、顧客が
企業の経営者（もしくは従業員でもよい）の視点
を取得できれば、顧客の組織アイデンティフィケー
ションが高まり、他の顧客の勧誘や良い口コミを
してくれるかもしれない。
　顧客の組織アイデンティフィケーションを高め
ている事例を挙げるとすれば、カルビーの「カル
ビーサポーターズクラブ（カルサポ！）」がある。
カルサポは顧客の会員組織で、カルサポ担当のカ
ルビー従業員のブログや生産工程を知らず知らず
のうちに理解できてしまうゲームなどが提供され
ている。また、工場見学のイベントもある。会員は、
これらのコンテンツを通して、カルビーの考え方
を知ったり、カルビーの視点に立ったりしている。
つまり、パースペクティブ・テイキングしている
と解釈できる。そのため、会員の人たちは、カルビー
商品・企業活動に対するアンケートやインタ
ビュー、座談会などに積極的に参加しているよう
である。
　ファンケルの「お客様の目委員会」も、面白い
事例である。顧客のうち約 500 名をお客様の目委
員に任命して、次の 3 つの活動を依頼している。
1 つ目は、接客応対と企業イメージに関するアン
ケートである。接客応対に関しては、委員は、単
にアンケートに答えるのではなく、必ずファンケ
ルの店頭に出向いてから、その店舗の接客応対を
評価することになっている。いわゆるミステリー
ショッパーである。また、コールセンターへも電
話して、自分自身で応対を受けてから評価してい
る。企業イメージに関しては、企業や製品のイメー
ジだけでなく、企業理念や社会活動について知っ
ているかどうかも聞いている。
　2 つ目は、座談会である。委員会スタッフだけ
でなく経営者が、6 ～ 7 人の委員と会って、接客
応対だけでなく、企業全体への要望などを、直接

聞いている。3 つ目は、「お客様の目委員会通信」
の発行である。冊子には、アンケート調査の結果
や他の委員のアンケートに対する回答が記載され
ている。他の顧客のコメントを読むことで、「ああ、
私と同じことを思っている人がいるわ」と共感し
たり、「こんな風に感じる人もいるのね」と意外な
反応があることを知ったりする機会になっている。
　こうした活動をした人たちは、『自分がファンケ
ルの社員のような気分で、会社を良くしよう！　
もっとみんなに愛される会社になってほしい…な
ど応援する気持ちが大きくなりました。』『自分が
ファンケルの一員のような身近感を覚え、ファン
ケルのことを聞くとすごく気にするようになりま
した。（笑）』といった感想を述べており、パース
ペクティブ・テイキングを通して、組織アイデン
ティフィケーションが高まっているようである 14。
　
6. むすびにかえて
　サービス経済下の企業経営では、従業員そして
顧客のオーナーシップ、すなわち組織アイデンティ
フィケーションに目を向けることが重要になって
いる。それらを高める一つのカギが、パースペク
ティブ・テイキングである。
　実は、パースペクティブ・テイキングを仕事に
しているのが俳優である。彼らは、役を与えられ
ると「役作り」をする。武将の役であれば、その
生誕地を訪れたり、鎧

よろいかぶと

兜を着てみたり、その頃の
食事を食べたりして、その武将の視点を獲得して
いくのである。それができて初めて演技にリアリ
ティが出てくるそうである。
　つまり、俳優の役作りのプロセスを解明するこ
とがパースペクティブ・テイキングを、ひいては
組織アイデンティフィケーションの向上に資する
のではないかと考えており、俳優の協力を得て研
究に取り組んでいる。研究成果が得られれば、改
めてここに記したい。

14    黒岩健一郎（2015）「顧客オーナーシップを醸成する仕組み－ファンケル」、内田和成他編著『顧客ロイヤルティ戦略ケースブッ
ク』同文館出版

「オーナーシップ」による顧客価値の創造


