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顧客価値経営ガイドラインについて 
 

「日本経営品質賞アセスメント基準」 ⇒ 「顧客価値経営ガイドライン」 
１．「アセスメント」 ⇒ 「顧客価値経営」 
２．「基準」 ⇒ 「ガイドライン」 
 
１．アセスメント：評価することが目的になっていた 
  セルフアセスメントや審査のためのもの 
  ⇒ 顧客価値経営へと革新するためのもの 
   
２．基準：「クライテリア」（判断の拠り所）を「判断基準」＝「基準」 
  「守るべきもの」「基準通りにやればいい」 
  経営に正解はない、正しいというやり方もない 
  ⇒ 経営革新に導くための「ガイドライン」 



「顧客価値経営」とは 
 
  「顧客にとっての価値」を最優先に考える経営 
  「顧客の価値」を高めることを最優先の目的とする経営 
 
  「顧客の価値」は顧客が持っているもの 
  組織の中にあるのではなく、組織の外側にある 
  ⇒ 外側から内側を見る経営 
 
  生産志向や販売志向：組織の内側を優先する 
  ⇒ 顧客志向：組織の外側を優先する  
  



基本理念 
 
  「顧客価値を創造する」ことを最上位に位置づけて、 
  「社員の自主性を高める」 
  「社会と協調する」という二つの条件を置いています。 
 
  経営の判断軸として、“顧客にとっての価値（顧客価値）”を最優先に位置
づけ、これを追求し続ける経営を、「顧客価値経営」と呼びます。売上や利益
を軽視するわけではありませんが、経営において、顧客価値の追求を最も重
要なものと位置づけています。 
  ただ、重視するのではなく、意思決定に迷った際には躊躇なく利益や販売
機会よりも優先させるのです。 



社員の自主性を高める 
  顧客価値は、組織や上司の指示によるものではなく、社員の創意やボトム
アップによって生み出されるものです。社員自ら率先して、顧客価値を生み出
し、顧客価値経営を実現していく姿勢が重要です。組織が決めた定型的な価
値ではなく、社員の思いや信念によって生み出された価値こそが、最上位の
顧客価値なのです。 

組織の外側と
内側の境界線
上に位置してい
る社員がひず
みに気づく 

顧客情報として
組織内に展開
される 

顧客価値創造
や提供の革新
につなげていく 

社員の自主性
によって最上位
の顧客価値と
なる 



 

社会との協調 
  顧客価値を追求する上で忘れてならないことは、社会的価値との整合性で
す。必ずしも、顧客にとっての価値のすべてが、社会にとって価値があるとは限
りません。創造・提供する価値が、環境や社員の負荷増大や、差別・偏見の助
長など、社会にとって負の側面を招くものだとすると、その価値は否定せざる
を得ません。これは、顧客価値に社会価値が優先することを保証するものです。 

顧客価値が社
会の正義や公
序良俗に反す
ることもある 

組織が、顧客価
値を絶対的な
ものとしてしまう
と 

それを満たすた
めに社員が無
理をして疲弊し
たり 

不正行為につ
ながりかねない 



全体構成 

 １．関心が高まっているテーマと顧客価値経営との関係 

①トピックス 

②マクロ環境の変化 

③組織を取り巻く環境 

２．フレームワーク 

①基本理念 

②コンセプト 

③経営の設計図 

④実践領域 

⑤全体総括 



１．関心が高まっているテーマと顧客価値経営との関係 
 
「経営品質は、旧い」 
「最新の社会的関心事や経営理論が取り入れられていない」 
 
経営の本質的を見据えた経営品質向上活動と「関心が高まっているテーマ」 
との関係を示す。 

新型コロナウイルスに
よるパンデミック 

トピックス 
 

少子高齢化加速 
人口減少社会 
脱炭素社会の実現 

SDGｓの達成 
デジタル化等の技術 
革新の進展 

マクロ環境の変化  

労働人材や働き方の多様化、 
ワークライフバランス・エンゲー
ジメント・働き方改革・リスキリ
ング等の働く環境整備、ESG
投資と環境対策、社会貢献・
法令順守等の統治問題、非財
務情報の積極的開示の要請 

 

組織を取り巻く環境 



フレームワーク 
＝顧客価値経営を実践するための思考と実践のフレームワーク 

日本経営品質賞アセスメント基準書 顧客価値経営ガイドライン 

基本理念 基本理念 

重視する考え方 コンセプト 

組織プロフィール 経営の設計図 

１．理想的な姿 Ⅰ．ありたい姿 

２．現状認識と環境変化 Ⅱ．戦略（道筋） 

⑴ 商品・サービス Ⅲ．組織能力 

⑵ 顧客・市場 Ⅳ．顧客・市場 

⑶ 競争関係 Ⅴ．顧客価値 

⑷ 経営資源 Ⅵ．組織変革目標（重要課題と達成目標） 

３．変革のための戦略課題 



コンセプト 

 ありたい姿から今を考える 

 創発の機会を増やす 

 意味・価値を探求し続ける 

 様々な手段を尽くして、理解を深める 

 思索的に対話を深める 

 洞察の習慣を創る 

 制約条件を変える 

スローガンや心構えではない。変革活動を進める上での考え方。 
例えば、問題解決は、答え探し。同質化と均質化。他社との違いを創るの
は、ありたい姿を考えることから始まる。 



経営の設計図 

組織プロフィールは活動の目的を示す組織情報。それ自体は評価されず、
活動と成果が評価対象。 ⇒ 経営の設計図は活動を導く戦略情報。活
動と成果の良し悪しは設計図が決める、という評価となる。 

 

理想的な姿 ⇒ ありたい姿 

ありたい姿に向けた道筋（戦略）を新設 

現状認識と環境変化 ⇒ 組織能力、顧客・市場、価値創造 



「ありたい姿」を描くための、ポジティブアプローチ 

【ギャップアプローチ】 
課題解決型 

【ポジティブアプローチ】 
未来創造型 

現実的達成状態を共有化する 

新しい取り組みを始める  

課題を特定する 

原因を分析する  

解決方法を検討する  

アクションプランを作成する  

強み・価値を発見する 

どうありたいか、 最大の可能性を描く 

 

 

 

 
   
  

 



フレームワーク 
カテゴリー項目 ⇒ 実践領域 

カテゴリー項目 実践領域 

１．リーダーシップ １．ありたい姿―リーダーシップ・社会的責任 

２．社会的責任 ２．戦略―思考・実践 

３．戦略計画 ３．組織能力―向上・最適化 

４．組織能力 ４．顧客・市場―洞察・理解 

５．顧客・市場の理解 ５．顧客価値―創造・提供 

６．価値創造プロセス ６．事業成果―持続性・卓越性 

７．活動結果 

８．振り返りと学習 



経営の設計図の標準作成ステップ 

1.歴史を振り返る 

2.強み・価値観を探究する 

3. これまでの成功のストーリーをまとめる 

4. ビジネスモデル（収益を生む仕組み）と環境変化を理解する 

5. 1～４を踏まえて「Ⅰ．ありたい姿」を描く 

6. ありたい姿に向けた「Ⅱ．戦略」（道筋）を創る 

7. ありたい姿から、「Ⅲ．組織能力」を明確にする  

8. ありたい姿から、「Ⅳ．顧客・市場」を明確にする  

9. ありたい姿から、「Ⅴ．顧客価値」を明確にする  

10.Ⅰ～Ⅴを踏まえて、「Ⅵ．組織変革目標（重要課題と達成目標）」を
設定する 



フレームワーク 
変革実践サイクル 

カテゴリー項目 実践領域 

⑴ 
⑵ 
① 
② 
③ 
  
⑴ 
⑵ 

基本的な考え方 
具体的な取り組み 
  
  
  
「カテゴリー」の達成目標 
達成目標 
目標設定の考え方 

１－１ 
１－２ 
１－３ 
１－４ 
１－５ 

活動内容の検討 
活動目標・指標の設定 
活動の実践 
活動結果の測定 
活動の振り返り 

事業成果―持続性と卓越性 

６－１ 
６－２ 
６－３ 
 Ⅴ 

「組織変革目標」に関する結果の測定 
「持続性と卓越性」に関する結果の測定 
「事業成果―持続性と卓越性」の振り返り 
全体総括 



フレームワーク  全体総括 

  経営の設計図で示した内容と６つの実践領域での活動と成果を俯瞰して、
経営全体の状態を振り返ることで、部分最適に陥ることを防ぎ、効果的な変
革活動を継続していくことができる。 

以下の視点で総括する。 

□関心の高まっているテーマとの関係性 

□基本理念の体現 

□ コンセプトと整合した思考や実践 

□経営の設計図の明確性と整合性 

□実践領域と経営の設計図とのつながり 

□ありたい姿の実現度合い 



「日本経営品質賞申請・審査ガイドブック」 

Ⅰ．日本経営品質賞について 

Ⅱ．日本経営品質賞の運営体制について 

Ⅲ．日本経営品質賞の表彰について 

Ⅳ．日本経営品質賞の審査項目について 

Ⅴ．日本経営品質賞の申請について 

Ⅵ．日本経営品質賞の審査について 

Ⅶ．評価基準 

Ⅷ．申請書の記述にあたっての手引き 

Ⅸ．審査における留意点について 



１．評価について 

評価は、 

  ①全体 

  ②実践領域１－５（実践活動） 

  ③実践領域６（事業成果） 

について行う。 

経営の設計図をもとに、 

□ありたい姿や戦略が明確 

□ありたい姿を実現するための活動が回っている 

□ それらを立証する成果が出ている 

□基本理念・コンセプトの反映 

といった視点で行う。 



２．評価基準 

（１）全体 

状態 

S 変革の好循環が生まれ、顧客価値経営が実践され続けている。 

A 変革を通じて、顧客価値経営が実践されている。 

B 変革を通じて、顧客価値経営が実践されはじめている。 

C 顧客価値経営があまり実践されていない。 



２．評価基準 

（２）実践領域１～５（実践活動） 

状態 

S 経営の設計図と結びつく活動が好循環で回っている。 

A 経営の設計図と結びつく活動が回っている。 

B 経営の設計図と結びつく活動を開始している。 

C 経営の設計図と結びつく活動があまり行われていない。 



２．評価基準 

（３）実践領域６（事業結果） 

状態 

S 重要な成果が継続的に出ている。 

A 重要な成果が出ている。 

B 重要な成果が出はじめている。 

C 重要な成果があまり出ていない。 

＊重要な成果とは、経営の設計図と結びついた結果を言います。 



日本経営品質賞の表彰推薦について 

  評価レポートの評価レベルは、日本経営品質賞・各賞の表彰推薦の一つ
の目安となるが、最終的な表彰組織は、上記のように判定委員会、日本経営
品質賞委員会での審議を経て決定するため、最高の評価レベルだからと
言って表彰対象となるとは限らない。 

 
判定委員会に 

日本経営品質賞各
賞の表彰推薦につ
いて報告する。 

 

審査チーム  
審査チームからの報
告・審議を経て、日本
経営品質賞委員会へ
の表彰推薦の可否を

決定する。 
 

判定委員会 
 

判定委員長からの報告
を受け、審議を経て、日本
経営品質賞・各賞の表彰
組織を決定する。 

 

日本経営品質賞委員会 



実践推進者コース 

  

  なお、従来のアセスメントコースで教えられてきた評価方法や内容につい
ては、「経営アセスメント」として、自組織で振り返る方法論に焦点を当てた
内容として実践推進者コース３で行う。 

  そして、コース修了者は「セルフアセッサー」と認定するが、「評価する人」
ではなく「経営革新を推進・支援する役割を担う人」と再定義される。 

アセスメントコース 実践推進者コース 

日本経営品質賞アセスメント基準書 顧客価値経営ガイドライン 

どのように評価するか どのように実践するか 

ケーススタディ 実践推進ワーク＋ケーススタディ 



実践推進者コース 

コース１ コース2 コース３ 

経営の設計図コース 
ありたい姿への 
変革実践コース 

経営アセスメントコース 

講習時間：12時間 講習時間：12時間 講習時間：12時間 
事前学習：解説動画 
２本＋理解度テスト 

事前学習：解説動画 
２本＋理解度テスト 

A社のケース 
（70ページ）の考察 

自己革新実践ガイド 自己革新実践ガイド 自己革新実践ガイド 
１０ステップに沿って
「経営の設計図」を作

成してみる 

自組織の「変革活動」
を振り返る。ストーリー、
対話、思考法を学ぶ 

A社の「強み」と「改善
提言」、総合評価を考

える 
A4版１０枚の「経営の
設計図」が完成 

自組織の「実践領域で
の変革活動」の実態 

A社への「評価コメン
ト」が完成 



深堀コース 

深堀りコース１ 深堀りコース2 深堀りコース３ 

経営の設計図コース 
ありたい姿への 
変革実践コース 

経営アセスメントコース 

講習時間：12時間 講習時間：12時間 講習時間：12時間 

自組織の経営の 
設計図を作成する 

実践領域別変革の具
体的内容を学習する 

経営のアセスメント 
を実践する 

「経営の設計図」を組
織の実態に即しての完

成を目指す。 

自己革新実践ガイド
ブックを中心にケースを
交えて変革活動の実際

を学ぶ。 

基本コースで利用した
A社をさらに考察し、第
三者評価の視点でアセ
スメントを行う。 



以上で解説を終わります。ご視聴ありがとうございます。 


