「 成 長 ド ラ イ バ 理 論 」 に 基 づ く 総 合 経 営 診 断 シ ス テ ム

会社の健康診断
松山大学経営学部 教授 東渕 則之
ウィズワークス株式会社

見える・分かる → 改善プロセスが浮き彫りに

定期的な健康診断で、会社の安定的な成長･発展を実現
会社も人間の身体と同じ。社長は自社の状況をよく分かっているつもりでも、気付かないと
ころで思わぬ問題が生じていることが少なくありません。定期的に「健康診断」を受けること
で、問題が大きくならないうちに改善策を講じることができます。自社の強み・弱み、置かれ
ている状況を的確に把握することが、中・長期で安定的に業績を伸ばしていくための第一歩と
なります。
松山大学経営学部の東渕則之教授が中堅・中小企業を対象とする15年に及ぶリサーチ、経営
支援活動を通じて理論体系化した「成長ドライバ理論」は、中小企業経営を全体的・統合的に
捉えた「経営のフレームワーク」です。フレームワークを持つことによって、どんな業種・業
態、歴史、組織風土の会社でも、成長・発展するための「道」を描くことができます。このフ
レームワークに基づき設計された「会社の健康診断」を活用することにより、自社の現状把握
から改善するプロセスへと円滑に進めることができます。
経営者は常に悩みや迷いを抱えているもの。「会社の健康診断」が経営者のそうした悩みや
迷いを解消し、一社でも多くの中小企業の成長・発展に貢献できることを願っています。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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本診断システムの主な特長
① 世界初の統合経営フレームワーク「成長ドライバ理論」に基づく
唯一の総合経営診断システム
これまでの経営診断は、財務数値を中心とする経営分析や、経営戦略、社員満足、マーケティング等の個別･断片
的な診断が一般的でしたが、本診断システムは企業経営を全体的・統合的に捉えた「成長ドライバ理論（※）」
をベースとする、中小企業経営の実態に即した唯一の総合経営診断システムです。
（※）「成長ドライバ理論」については８～12ページをご参照ください。

② 経営者・幹部・一般社員の全員を対象とするアンケートシステム
経営者や幹部など一部の関係者をヒアリング対象とする経営診断ではなく、経営者・幹部を含む全社員を対象に
アンケートを実施するものです。したがって、特定の回答者の主観に左右されることなく、自社の現状の課題を
公正・効果的に明らかにすることができます。

③ 自社の強み・弱み、現状の課題を明確化
企業成長を生み出す原動力となる要素（社長、経営理念・ビジョン、ビジネスモデル、システム化・型決め、
行動環境）の理想的なあるべき姿と比較した自社の現状が明らかになります。チェックリスト的な診断と異なり、
経営のメカニズムに合わせて構造的に評価されるため、自社の課題を経営視点で捉えることができます。

④ 社員が成長し、業績が上がり続ける会社となるための改善工程が浮き彫りに
成長ドライバ理論のフレームワークを活用することにより、改善の道筋を明快に描くことができます。
自社の強みをどう生かすか、相互に複雑に関連し合った多くの課題をどのような手順でどう改善するか、
診断結果により各社各様の改善工程が浮き彫りになります。

⑤ 自社の経営指針として、全社的な共通言語化が可能
全社員アンケートを実施することで、成長ドライバ理論に基づく会社運営・改善工程の重要な要素を全社員が
認識する機会となります。診断結果の社内での読み合わせを通じて、改善工程として明確化された経営指針を、
アンケートに回答した全社員でスムーズに共有することが可能となります。
(C)wis works, inc., all rights reserved.
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効果① 自社の強み・弱み、現状の課題が把握できる
全社員アンケートの回答結果として、総合的な「会社健全度」
が算出されます。全国の回答企業の平均値、結果分布から、全
体的な自社の位置づけを把握することができます。
会社健全度の構成要素のうち、企業成長を生み出す原動力とな
る要素（成長ドライバ：社長、経営理念・ビジョン、ビジネス
モデル、システム化・型決め、行動環境。行動環境はさらにス
トレッチ、サポート、自律、規律、信頼から成る）それぞれの
状態が指数表示され、その数値の高低、レーダーチャートの五
角形の形状（要素間のバランス）から、自社の強み・弱みが明
らかになります。
総合的な会社健全度だけでなく、各ドライバの値やバランスを
他社と比較することにより、ベンチマークの指針とすることが
できます。

アンケート結果から明らかにされる各ドライバの状況を詳細に
診断します。
各ドライバの高低の要因は、アンケート設問にさかのぼって確
認することによって把握することができます。
各ドライバとアンケート設問の関連を全社員に周知させること
により、全員が経営視点に立って改善プロセスに取り組む体制
を構築することができます。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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効果② 職位による認識・評価のギャップが浮き彫りになる
経営者、幹部、一般社員の職位に分けて回答を集計することが、
本診断システムの大きな特長の一つです。職位による認識・評
価のギャップを把握することができます。
認識・評価のギャップが大きい成長ドライバ、設問が、通常の
ケースでは優先度の高い要改善事項となります。
職位による会社健全度の比較、各ドライバの値の比較、レー
ダーチャートの五角形の形状（ドライバ間のバランス）・面積
（会社健全度に近似）の比較が、課題認識、改善工程構築の端
緒となります。

回答者による認識・評価のギャップは「箱ひげ図」を描くこと
で、より視覚的に捉えやすくなります。
（箱の中の横線が平均値。箱の上端が平均値以上のデータの平
均値、箱の下端が平均値以下のデータの平均値。ひげの上端が
最大値、下端が最小値）
職位ごとに箱ひげ図を描き、回答分布を把握します。
箱ひげ図を職位別に縦に並べることで、設問ごとに職位による
認識・評価のギャップを浮き彫りにすることができます。
スコアの低い領域に箱が描かれている設問が要改善事項となり
ます。
箱の上下の長さが長い設問は、回答者による認識・評価が大き
く分かれているもので、しっかりと情報提供することによって
比較的容易に改善が実現できることが多いものと言えます。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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効果③「理想的な会社」への改善プロセスが明確になる
成長ドライバ理論のフレームワークを利用することで、社員が
成長し、業績が上がり続ける「理想的な会社」への道を明確に
描くことができます。
各ドライバの状況をより良くすることが当然の課題となるわけ
ですが、その際に、成長ドライバ間の整合性を保つこと、ある
成長ドライバを改善するための経営行為の影響がそのドライバ
のみにとどまらず、他のドライバに影響が伝播していくことが
ポイントとなります。
成長ドライバ理論のフレームワークを持つことで、どのような
経営行為を行えば、どのような影響度、ルートで各ドライバが
改善し、理想的な状態へ近づいていくのか、構造的かつ時系列
で構想を立てることができます。

診断結果レポートでは、診断結果、アンケート設問への回答結
果に基づき、成長ドライバ理論のフレームワークから導き出さ
れる改善工程を紹介し、ポイントを解説します。
各ドライバを改善するための経営行為は、大掛かりなものから
細かい日常的な取り組みまで、また、影響度の強弱さまざまな
ものが想定されます。診断結果レポートの改善助言を参考に、
それらの経営行為の中から自社に合ったものを選択し、改善プ
ロセスをスムーズに進めることが可能となります。

(C)wis works, inc., all rights reserved.

5

効果④「理想的な会社」に向けた全社の共通言語が得られる
アンケート設問への回答結果は職位ごとに集計され、一覧表示
されます。
成長ドライバ理論のフレームワークに基づき設計された70のア
ンケート設問に回答すること自体によって、幹部、社員に対す
る教育効果が期待されます。
各設問と成長ドライバとの対応関係表を持って、回答結果を社
内で読み合わせすることにより、自社の状況、経営課題、改善
の方向性について、全社の共通言語を持つことができます。
設問ごとのアンケート結果のうち、職位間の認識・評価の
ギャップが大きいものについては、黄色（上位＞下位）または
青色（上位＜下位）でハイライトされます。職位間の認識・評
価のギャップが大きい設問は、通常のケースにおいて、優先度
の高い要改善事項となります。

平均値で比較するだけでは、回答のばらつきを踏まえた改善工
程を考案することができません。
回答結果をヒストグラム表示することにより、平均値だけでは
明らかにできない回答分布を把握することができます。
同じ平均値でも、平均値周辺に回答が集中している設問より、
特に１、２の回答者が少なくない設問について、留意が必要で
す。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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効果⑤ 幹部、社員の効果的な教育ツールになる
アンケート設問は成長ドライバ理論のフレームワークに基づき
設計されており、本経営診断を受診し、幹部・社員がアンケー
トに回答することを通じて、企業経営をより良くしていくため
の理論に触れることができます。
経営をより良くしていくための重要な要素は何か、また、それ
ぞれの望ましい在るべき姿はどのようなものか、アンケート設
問に回答することを通じて認識することができ、さらに自社の
現状とのギャップに思いが及ぶため、改善のための方向性・視
線が全社的にそろっていくという効果が期待されます。
診断結果をアンケート設問までさかのぼって社内で読み合わせ
を実施すること、さらに可能であれば、成長ドライバ理論の講
習会を受講することにより、理論と実務をバランスよく抑えた
教育プログラムとすることができます。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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「成長ドライバ理論」に基づく総合経営診断とは
「成長ドライバ理論」に基づく総合経営診断は、中小企業経営
を総合的に捉える診断システムであり、「総合的な経営のスキ
ル」を測定し、自社の強み・弱み、諸施策の整合性、改善ポイ
ントなどを明らかにするものです。
総合経営診断では、企業成長の原動力（「成長ドライバ」）
として「社長」「経営理念・ビジョン」「ビジネスモデル」
「システム化・型決め」「行動環境」の5つの要素を挙げ
（「行動環境」はさらに「ストレッチ」「サポート」「自律」
「規律」「信頼」という5つの要素に分類されます）、それぞ
れの水準をアンケート調査により測定します。
経営学の理論と実践調査研究の知見から健全に成長・発展し
ている会社に共通してみられる特徴をとりまとめ、アンケート
質問を構成しています。アンケート結果をこれまでの知見に基
づくアルゴリズムで合成することにより、各成長ドライバの値
やトータルとしての良い会社度を算出することができるのです。
「成長ドライバ理論」に基づく総合経営診断を受けることによ
り、経営の全体像を踏まえた改善工程（改善すべき事項とその
手段、順序など）を明らかにすることができます。

私たちが考える
「理想的な会社」とは
健全に成長・発展している会社には、共通
する特徴がみられます。
「社長」「経営理念・ビジョン」「ビジネ
スモデル」「システム化・型決め」「行動
環境」という5つの要素が高いレベルで存在
し、お互いに好影響を与え、業績
向上を創り出しているという点です。
このメカニズムがうまく機能していることが、
私たちが考える「理想的な会社」の前提です。
その上で、昨今注目されている「人を大切
にする経営」で、これらの活動を促進・加
速させ、業績向上や成長を続けている。
そんな会社を「理想的な会社」と位置づけ
ています。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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「成長ドライバ理論」のフレームワーク
総合経営診断の理論的根拠となるものが「成長ドライバ
理論」と名付けられた経営のフレームワークです。
「成長ドライバ理論」は、松山大学経営学部の東渕則之
教授が15年超の歳月をかけて研究した理論です。フィー
ルドワークを重ねて数多くの企業から収集した情報を、統
計学の観点から仮説と実証を繰り返して、理想的な会社づ
くりの法則・フレームワークの形に収斂させたものです。
可視化、定量化が困難といわれる企業成長、特に理想的な
会社づくりのための要素を抽出し、経営全体との関係を図
解することに成功。現実的で実践的な企業成長を考察する
理論です。
成長ドライバ理論では、企業の成長の原動力は5つの
メインドライバと5つのサブドライバにあると考えます。
健全に成長・発展する会社は、これら10のドライバが、
経営行為や他の影響によって変化し、その変化が他のドラ
イバに伝播し、さらに相互に刺激しあうことにより、上昇
スパイラルを描くことによって、生み出されます。なお、
社員を大切にする思いや行為は、これらのドライバが生き
生きと動くためのエネルギー、潤滑油です。
会社経営は包括的な行為であるため、それを進める際に
は、このように経営の重要な要素、そしてそれらの関連を
示す「経営の全体像を捉えるフレームワーク」が有用なも
のとなります。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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フレームワークの詳細
企業が利益を生み出す仕組みが「ビジネスモデル」です。
良いビジネスモデルに「システム化・型決め」が伴うと、
ビジネスモデルの効率性が高まり、精緻化され、一時的で
はない実効力を持つようになります。さらに、顧客ニーズ
や競合環境の変化に伴うビジネスモデルの陳腐化を防ぎ、
イノベーションを生む原動力となるものが「社員」です。
「人の成長」を生み出す力や仕組み、すなわち人が成長で
きる「行動環境」が経営に組み込まれていなければ、中長
期的に安定した企業成長は実現できません。
そして、望ましい「行動環境」とは、社員が自分の能力
を少し超えたところに挑戦することが奨励されている（ス
トレッチ）、上司はそれを支える役割を担っている（サ
ポート）、社員は自分で判断して行動ができる（自律）、
また、やると決まったことはやり切る（規律）、それらの
前提として、上下の信頼感、横の信頼感を培っておくこと
（信頼）がカギとなります。
中堅・中小企業において、このようなメカニズムを構想
し、つくり出すのは、「社長」です。そして、指針として
社員に示し、リードしていくために「経営理念・ビジョ
ン」が存在します。社長はこれを高く掲げ、基軸にして
「ビジネスモデル」「システム化・型決め」「行動環境」
を作り込み、率先垂範して実行していく役割を担います。
経営の有効なモデルとは、「社長」「経営理念･ビジョ
ン」「ビジネスモデル」「システム化･型決め」「行動環
境」が整合性を保ちながら、ダイナミックに刺激し合い、
上昇スパイラルを描いていくことです。このようにメイン
ドライバ、サブドライバを、うまく回るようにコントロー
ルしていくことが経営行為の要諦であり、そこには社員を
大切にする思いが不可欠です。

さらに考慮すべきは「企業環境」です。社長は、メイン
ドライバ、サブドライバを単にコントロールすればよいと
いうものではなく、未来の企業環境を予測し、時流を読ん
だ上で、ドライバをコントロールすることが求められます。
そして、ドライバをコントロールする際に、計器の役割
を果たすのが「成果分析」の行為です。経営行為の成果の
中には、社員の成長、仕事の効率化・仕組み化、顧客満足
の向上など非財務的な成果と、売上高や利益額など財務的
な成果などがあります。経営努力が財務的な成果となり、
目に見えるようになる前に、質的な成長が起こっているこ
とを忘れてはいけません。質的成長とは、社員の成長（や
る気、やりがい、モチベーションの向上も含む）、仕事の
効率化・仕組み化、顧客満足の向上などです。

【 経営行為による影響の伝播 】
あるドライバを改善するための経営行為の影響
は、そのドライバだけにとどまらず、他のドライ
バにも影響が及んでいきます。上記のフレーム
ワークにおいてドライバ間に書かれた矢印が、影
響が伝播し得るルートです。
改善工程を構築する際には、このような影響の
伝播を考慮することが大切です。
各ドライバを「あるべき姿」に近づけるために
どのような経営行為が必要になるのか。そのドラ
イバを直接高める経営行為を行うことは当然のこ
ととして、さらに、このドライバに対して間接的
に好影響を及ぼしてくれるドライバを刺激する経
営行為を先読みして、これを併せて行うことで、
ドライバの改善スピードが上がります。
フレームワークを手元に置いて、影響の伝播を
考えながら「逆算して」改善工程を構築すること
ができるのです。
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矢印ａ：
矢印ｂ：

社長が経営理念を掲げ、ビジョンを提示することを示す
社長や役員などが示した経営理念・ビジョンに基づいて独自のビジネスモデ
ルが作られることを示す
矢印ｃ： 経営理念・ビジョンに基づいてシステム化や型決めが行われることを示す
矢印ｄ： 右方向の矢印は、このビジネスモデルを効率的に動かすために仕事のシステ
ム化・型決めがはかられることを示す。左方向の矢印は、システム化（情報
化を含む）の進歩がビジネスモデルを変え得ることを示す
矢印ｅ： 経営理念やビジョンに基づいて行動環境（企業文化や職場のにおい）がつく
られていることを示す。ブレイクダウンされた5つのサブドライバは、これら
が相互に影響し合う形で「学習と成長」を生み出すことを示す
矢印ｆ・ｇ： 上向きの矢印は、このような行動環境がそれぞれビジネスモデル、システ
ム化・型決めを支えるとともに、さらにこれらを改善・進化させる原動力に
なることを示す。下向きの矢印は、ビジネスモデル、システム化・型決めが、
行動環境を“鍛える”ことを示す

【 ドライバ間の整合性 】
成長ドライバ理論のフレームワークを用いるこ
とで、企業経営において思考に漏れがなくなり、
理想的な会社づくりをバランスよく、深く検討す
ることが可能になりますが、その際、個々のドラ
イバをそれぞれ単独で見ているだけでは充分では
ありません。ドライバ間に整合性があること、整
合性を考えながら各ドライバの改善を図っていく
ことが極めて重要です。
ドライバ間に整合性がなく個々のドライバをバ
ラバラに組み立てている状態では、経営のメカニ
ズムはうまく機能しません。他のドライバの影響
や整合性を考えながら、各ドライバを「あるべき
姿」に是正していくことが必要になります。
一方、さらに改善工程を高度に進めていくに際
しては、「整合性＝均衡状態」となってしまうこ
とのないよう、意図的にアンバランス（「行き過
ぎる」こと）をつくり、行き過ぎたドライバが他
のドライバをさらに引き上げる原動力となり、そ
のドライバがさらに他のドライバを引き上げると
いう好循環を生み出すことが大切です。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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「成長ドライバ理論」に基づく総合経営診断の仕組み
メインドライバ

9

25

（行動環境の内訳）
4.4 3.6 4.4 3.6 8

合計
成果

11

成果分析

11

企業環境分析

24

9

信頼

18

46

その他

規律

15

19

自律

※

9

10

ストレッチ

18

11

行動環境

満点

19

システム化・型決め

「成長ドライバ理論」に基づく総合経営診断は、「成長
ドライバ理論」の10のドライバの水準を測定する質問に、
「企業環境分析」「成果分析」「成果」に関する質問を加
えた、合計70個のアンケート質問から構成されています。
「経営者」「幹部」「一般社員」の3階層に分けてこれら70
の質問でアンケート調査を行います。

関係
質問数

ビジネスモデル

理想的な会社かどうかは、これらの特徴がどれだけ見ら
れるか、あるべき姿にどれだけ近いかを把握することに
よって診断することができます。

経営理念・ビジョン

社長

東渕教授の実践的な調査研究の結果や経営学の理論から、
理想的な良い会社に共通してみられる特徴を抽出し、それ
らを成長ドライバ理論のフレームワークの中で、各ドライ
バの「具体的な、あるべき姿」として示しました。

サブドライバ
サポート

理想的な会社に至るプロセスにはさまざまなバリエー
ションがあり、業種・業態、歴史、風土など多くの要素が
複雑に絡み合っています。しかし、「到達した結果」に着
目すると、プロセスの多様性ほどの違いがないことが明ら
かになりました。

3

4

11 188

3

3

10 100

※

個々の質問は複数のドライバの値を算出する際に用いられるため、
質問数70より多くなります。

これらの回答から、現在の会社健全度が測定でき、各ド
ライバの水準、ドライバの間の整合性を表す数値も算出さ
れます。さらに、職位による認識・評価の差も浮き彫りに
なります。それらを基に、さらに良い状態になるために改
善したほうがよい点が判ります。
なお、各ドライバの配点は、右の表のようになっていま
す。「会社健全度」は100点満点で算出されます。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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開発・監修者プロフィール
一橋大学大学院商学研究科修了。統計学を駆使する中小企業研究の第一人者。
悩める経営者が使える経営学を構築することを目指して、窮境企業を理想的な
良い会社に成長させるためにはどうすればよいかをテーマに、15年以上にわた
り実践的なフィールドワークを重ねる。その間、全国各地の中堅・中小企業で
調査・企業実験を繰り返し、再現性のある企業経営のフレームワーク「成長ド
ライバ理論」として体系化した。
著書に『建設会社でも2ケタ成長はできる！』（東洋経済新報社 2005 年）
『経営統計学のマネジメント的研究』（千倉書房2006年）『読んで使える！
Excelによる経営データ解析』（共立出版2006年）等。

松山大学・大学院
教授 東 渕 則 之



統計学、経営データ解析の専門家



急成長中堅企業社外取締役（2000－2004年）



『建設会社でも２ケタ成長はできる！』



『経営統計学のマネジメント的研究』



メガバンクを中心とする事業再生・ターンアラウンド
研究プロジェクト参画



中堅・中小企業における実証研究（2008－2014年）



四国生産性本部、愛媛県若年者就労支援センター等
における良い会社研究プロジェクト主導



人を大切にする経営学会発表（2015・2016年）



日本経営品質学会発表（2016年）

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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成長・発展する会社づくりのプロセス
⑦ 振り返り／効果測定

振り返りシートによる進捗管理、定期的な会社の健康診断

「成長ドライバ理論」の
フレームワークに基づく
統一的で効果的・効率的な
改善工程が設計可能

⑥ 理想とする会社ベンチマーク／勉強会参加
目指す理想的な会社のケース視察、他社との情報交換

⑤ 改善工程の検討

診断結果から明らかになる改善工程に従いプラン策定

④ 成長ドライバ理論講習会／セミナー
ベース理論への理解を深め、使いこなす

③ 診断結果読み合わせ

診断結果・アンケート回答結果の要因を社内で分析

② プロジェクトチーム組成／リーダー選任
改善プロセスを中心的に進めるチームメンバー選定

① 会社の健康診断
自社の強み・弱み、課題を明らかにする

会社の健康診断を起点に、改善推進プロ
ジェクトチームを組成し、診断結果の読み
合わせやワークショップを通じて自社の強
み・弱み、課題を明らかにします。
成長ドライバ理論のフレームワークで統一
的に設計されたベンチマーク（理想とする
会社の視察）や集合講座などへの参加を通
じて、ベースとなる成長ドライバ理論への
理解を深め、全社共通の思考フレームワー
クを持って改善工程を策定します。
外部コンサルタントや専門的なソリュー
ション／サービスの起用で、改善工程をさ
らに深化させます。
改善工程の進捗を管理し、定期的に会社の
健康診断を受診することにより、成長・発
展のプロセスを強力に推進します。

14

(C)wis works, inc., all rights reserved.

「会社の健康診断」実施後のサポート
診断実施後はウィズワークスならではの総合的な支援体制で、スムーズな運用をサポートいたします。

初回診断時
経営診断＆
コンサルティング

初回診断時
コンサルティング
｢会社の健康診断｣実施後
の結果報告会実施、改善
工程構築支援、社内読み
合わせ・ワークショップ
のファシリテーション等、
良い会社づくりを円滑に
スタートしていただくた
めの支援をいたします。

講習・視察会等

集合講座・グループ
コンサルティング
定期的に開催される外部
集合講座にご参加いただ
くことにより、低コスト
で社内講習同様の効果が
得られます。また、グ
ループコンサルティング
を通じて、他社事例を学
びながら改善を進めるこ
とができます。

スタートアップ

プロセス

社内講習・改善工程

進捗支援

「成長ドライバ理論」へ
の理解を深め、良い会社
づくりの共通フレーム
ワークを持つことができ
るよう社内講習会を実施
した上で、改善工程構築
のための会議・ワーク
ショップを支援します。

改善プロセスが円滑に進
捗するよう、月次等の頻
度で進捗管理をし、ウィ
ズワークスに蓄積された
診断結果や改善成果の
データベースに基づきレ
ビューレポートを提出し
ます。

理想とする会社
ベンチマーク
定期的に開催されるベン
チマーク（視察研修会）
にご参加いただくことに
より、理想とする会社の
良い取り組みを、成長ド
ライバ理論のフレーム
ワークを通じて理解し、
自社の改善にお役立てい
ただけます。

1年ごと
定期診断・1年経過
コンサルティング
1年ごとに定期的に｢会社の健
康診断｣を実施し、進捗・効
果を定点観測します。
この結果に基づき、改善工程
の見直しや専門ソリューショ
ンの導入など次年度運用方針
をご提案します。

●随時のサポート

ご要望に応じて、特定の課題を解決するための
専門ソリューション、サービスの導入を支援い
たします。

●ご相談受付

｢会社の健康診断｣結果のさらなる活用や改善プ
ロセスの見直しについても、ご相談に応じます。

※サービス内容は予告なく改定される場合がございます。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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理想的な会社づくりの総合支援メニュー
① 成長ドライバ理論に基づく「会社の健康診断」
統合的な企業経営フレームワークに基づき設計された総合経営診断システムにより、自社の強み・弱み、現状の
課題を明確にします。併せて、経営者、幹部、一般社員（さらにその他属性）別の認識・評価のギャップから、
改善の重要度・優先順位を明らかにします。

② 診断結果報告会の実施
希望される場合、オプションメニューとして、ウィズワークスの専門コンサルタントが訪問して診断結果報告会
を開催します。成長ドライバ理論の概説、診断結果レポートの読み解き方や改善工程設計の考え方の解説に加え、
会社の現況・課題についてのヒアリング等を通じて経営診断をさらに深堀りして実施します。

③ 診断結果の読み合わせ
成長ドライバ理論やこれに基づく経営診断項目、設問を自社内での共通の指針、共通言語として改善プロセスに
取り組んでいただけます。第一段階として、社内で診断結果の読み合わせをすることが効果的です。希望される
場合、オプションメニューにて、ウィズワークスの専門コンサルタントがファシリテーターとして参加します。

④ 成長ドライバ理論講習会（社内講習会又は外部集合講座）
会社の健康診断の結果を自社の改善に最大限に生かすためには、経営者、幹部、一般社員のそれぞれが、その
ベースとなる成長ドライバ理論を深く理解することが望まれます。経営者・幹部向け、一般社員向けの二種類に
分けて集合講座を定期的に開催しています。この集合講座にご参加いただきますと、同じ診断システムを受診し
た他企業との交流、情報交換の有意義な機会となります。
ウィズワークスの専門コンサルタントを派遣して、自社内限定の特別にプログラムされた社内講習会を実施する
ことも可能です。この場合、レクチャーのみならず、グループワーク等のプログラムを設けることができます。

⑤ 改善工程の検討
成長ドライバ理論のフレームワーク、診断結果レポートを基に、社員が成長し、業績が上がり続ける理想的な会
社への道を明快に描くことができます。経営者と幹部、もしくは、さらに社員代表も参加して社内でディスカッ
ションを深めていただくことが理想です。希望される場合、オプションメニューにて、ウィズワークスの専門コ
ンサルタントがファシリテーターとして参加します。
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⑥ 理想とする他社ベンチマーク
改善工程を設計するにあたり、目指すべき具体的な会社の姿を見ておくことは大いに参考になります。但し、通
常の会社視察会等では、その会社の各種取り組みの表面的な良さ、効果にばかり目がいってしまい、本質的な理
解が難しいという傾向がありました。ウィズワークスの企画するベンチマークは、成長ドライバ理論のフレーム
ワークに基づき、ケースによっては同じ「会社の健康診断」の受診結果を共有しながら、理想とする会社への
「プロセス」を重視して理解を深めていただけるよう設計しています。

⑦ 改善プロセス総合支援
成長ドライバ理論のフレームワークと診断結果レポートを持つことにより、外部コンサルタントの力を借りずと
も、「自走式」で効果的・効率的に改善プロセスを進めていただくことが可能となります。
ウィズワークスの総合支援プログラムは、自走式の改善プロセスを補助的に支援する内容となっています。
「会社の健康診断」受診企業同士の交流、グループディスカッション、相互視察会、他社ベンチマーク、成長ド
ライバ理論社内講習会等、改善プロセスの進捗に合わせて必要なメニューをご選択いただくことができます。
なお、各成長ドライバを高めるための専門的なサービス、コンサルティングメニューについては、総合支援の
「ソリューション提供パートナー」として専門企業、専門家をネットワークしていますので、必要に応じてご活
用ください。

「会社健全度」が高い会社は好業績
右図は、2017年中に総合経営診断システムによる
診断を実施した会社における「会社健全度」と「成果」
との相関関係を散布図で表したものです。
注）「会社健全度」は「成果」を除いた上で100点満点換算

会社健全度が高い会社ほど成果が上がっている、
すなわち好業績であるということが明らかです。
つまり、成長ドライバ理論のフレームワークに基づき
改善プロセスを推進していくことによって、結果として
業績も上がるという関係が導き出されます。
横軸：会社健全度（成果を除く）

縦軸：成果

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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「会社の健康診断」実施から結果報告までのフロー
お問い
合わせ

無料相談

お申込み
・ご契約

ご検討

診断実施条件の確認

アンケートURLのご案内

アンケートの実施方法として、ウェブシステムで
の回答か紙ベースでの回答か、また、その併用か
をご選択いただきます。
「経営者」「幹部」を特定し、アンケート設問に
おける表示方法を確定します。
アンケートの対象となる「一般社員」の人数を特
定します。全社員を対象にアンケートを実施する
ことが原則となります。正社員以外の社員の方
（パート・アルバイトを含む）にアンケートを実
施していただく場合、正社員のおおむね4分の3以
上の労働時間の方を対象とします。

診断実施の社内告知
アンケートURLを回答者の皆さまにお伝え
ください。
アンケートは「経営者」「幹部」「一般社
員」の3職位でそれぞれ異なります。
紙ベースでアンケートに回答される方につ
いては、それぞれ該当する職位用のアン
ケート用紙を配布してください。

貴社専用のアンケートシステムをセットアップし、
職位別の3種類のアンケートURLをお知らせします。
個人別のアンケートURLが生成されるものではあ
りません。したがって、アンケートの対象者の皆
さまの個人情報（電子メールアドレスを含む）を
個別にお知らせいただく必要はございません。
紙ベースでアンケートに回答される方については、
アンケート用紙をまとめてお送りします。

全社員アンケートの実施

診断結果のご報告

パソコン、スマートフォン、タブレット等
任意の端末からアンケートページにアクセ
スして、アンケートにご回答ください。
全員又は一部の方が紙ベースでアンケート
に回答される場合、アンケート用紙を回収
してまとめて弊社宛てにお送りください。

アンケート実施期間終了後、アンケート回答締
め切りの可否について照会いたします。 おおむ
ね8割以上の回答が集まるまではアンケート回
答の告知を重ねていただくなどご対応をお願い
する場合があります。
アンケート回答締め切り後、診断結果レポート
を作成し、ご指定の宛先に郵便もしくは電子
メールにて送付いたします。
診断結果レポートは秘匿性の高い情報が含まれ
ますので、レポート送付先は原則として代表者
又はこれに準ずる方をご指定ください。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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「会社の健康診断」実施方法の選択
全員
ウェブシステムで
回答する

ウェブシステムで回答することを
基本とするが、一部、アンケート
用紙で回答する方もいる

全員
アンケート用紙で
回答する

ウェブシステムへの
登録に関して……

ご自身もしくはご担当者様が
手順書を参照して
アンケート・ページを
セットアップする

別紙「『総合経営診断システ
ム』登録手順」をご参照の上、
セットアップをお願いいたし
ます。
http://pdf.wisworks.jp/shiryou/201702/shind
an_registration_procedure.pdf

アンケート用紙
に関して……

システム運営会社
（ウィズワークス㈱）が
アンケート・ページを
セットアップする

下記の各情報をお知らせください；

下記の各情報をお知らせください；

1. ウェブで回答される「経営者」
「幹部（※1）」 「一般社員（※2）」
の人数（※3）
2. 「経営者」の定義（※4）
3. 「幹部」の定義（※5）

1. アンケート用紙を必要とされる「経営者」
「幹部（※1）」 「一般社員（※2）」の人数（※3）
2. 「経営者」の定義（※4）
3. 「幹部」の定義（※5）
4. アンケート用紙ご送付先・ご担当者様の部署名・氏名

（※1）「幹部」その他の取締役、部門長、部長クラス以上の方を対象としていただきます。「次長」「課長」「主任」といった
お役職の方々は「一般社員」に含めてアンケートを実施してください。
（※2）「一般社員」に正社員以外の社員の方（パート、アルバイトを含む）にアンケートを実施していただく場合、
正社員のおおむね 4 分の 3 以上の労働時間の方を対象としてください。
（※3）アンケートの内容は「経営者」「幹部」「一般社員」によって異なります。
（※4）たとえば「山田社長」、「鈴木会長」など原則として1名の方を特定していただきます。
（※5）たとえば「社長以外の取締役」「社長以外の取締役、部門長、部長」。個人名を挙げていただいても結構です。

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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アンケートシステム：回答画面

直感的に操作可能な画面
デザインにより、ストレスなく
回答の入力が可能

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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アンケート回答用紙

(C)wis works, inc., all rights reserved.
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お問い合わせはコチラ

ウィズワークス株式会社（システム提供元）
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-26-6 新宿加藤ビルディング5階
http://wis-works.jp 電子メール： yoi-kaisha@wis-works.jp

