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成功事例に学ぶ顧客接点の未来像
『戦略的企業文化』の作り方（上）
ダイナ・サーチ 代表

石塚しのぶ

共通の価値観―コア・バリューの形成に関する議論は、ともすれば精神論的
な要素を伴う傾向がある。しかし、ザッポスをはじめとした成功企業の多く
は、プロセスや仕組みに落とし込むための「戦略性」が強いという特徴も併せ
持つ。日米をまたにかけてコンサルティング活動を行う石塚しのぶ氏が、2回
にわたって「戦略的企業文化」についてまとめる。

原則として、企業文化は戦略的

図1 「戦略的企業文化」五つの要素
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いが、それらが“壁の上の標語”
としか認知されず、従業員の行動

図2 ホール・フーズ・マーケットの売上推移
（単位：10億ドル）
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に貢献することを前提に取り組ま

いう点にも関連するが、従来的な
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それ以降は“思いつき”に基いた
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レイアウトされるはずだ。そのス
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であること― そして「現場」と

応をしていれば十分だったが、ウ

わるのか、どのように変わること

イ氏は、
「企業文化を築いて、育

は、企業文化構築の方法論が確

略的企業文化の構築も同様のア

いうキーワードだ。

ォルマートのように、突出した低

が求められているのか― 次回

めば、成果は後からついてくる」

立されていなかったこと、そして、

プローチがされるべきと考える。

そもそも、企業文化とは大多数

価格を提供し、勝利を収めてき

はコンタクトセンターを中心に、戦

と述べているが、これは裏返せ

企業文化をトップから現場にまで

プロジェクト・プロセスを用い

の人間によって共有されてはじめ

た企業でさえ、今後はそれが通用

略的企業文化が可能にする現場

ば「成果あってこその企業文化」

浸透させ、日々の意思決定や行動

て、目的や成果物、タスク、リソー

て成立する。企業で大多数を占

しなくなる。品数と低価格だけを

作りについて米国の事例を交え

ということだ。

に徹底することの重要性が理解さ

ス配分やスケジュールなどをあら

めるのは「現場」で働く人たちだ。

求めるのなら、ネット通販のアマ

ながら解説する。
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基幹システムを刷新する場合、

考えている」と記事は続いた。

かつては「モノが安く手に入る」

指令による制御ではなく「価値
観による統一」がキーワードにな
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