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Abstract: 

In management based on classical marketing theory, opportunities for new products and new services are 

discovered, the new market searches for potential needs not satisfied, and selects a target segment position 

where predetermined new products are provided to the segmented users.This approach is called causation 

logic. 

On the other hand, in the effectuation logic proposed by Sarasvasy et al., a skilled entrepreneur starts from 

a means and casts on to himself the question "What can we do with these means?"  That is, design and find 

the purpose from the means. 

Also, in the process where small companies evolve from venture to medium-sized enterprises and large 

enterprises, skilled entrepreneurs and executives skillfully combine effectuation logic and causation logic 

to make decisions. 

In this paper, we propose a method to visualize the process of effective decision making by such a skilled 

entrepreneur and management. In order to visualize the process of decision making, we introduce notation 

called extended value graph in the first place, which represents the entrepreneurs' thinking contents from 

the viewpoint of purpose and means. 

Next, as models of the decision making process of entrepreneurs and managers, we introduce a basic 

thinking process model which is composed of  (1) Recognition of the current situation, (2) Setting of the 

current objectives, (3) Generation of means for achieving the current objectives, (4) Execution of selected  

means, and (5) Acquiring new objectives or new means. 

By introducing this basic thinking process,  it is described that the decision making process of 

stakeholders is clearly expressed  by visualizing how the purpose means system of stakeholders changed 

before and after the application of individual heuristics as effectuation logic and/or causation logic. 

Furthermore, by using this model, it is presented that the emergence process can be described by the 

synthesis and/or transformation operation of the plural extended value graphs by exchanging the each 

stakeholder’s  target means system . 
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 古典的なマーケティング理論に基づく経営においては、新製品や新サービスの機会は発見さ

れるものであり、新市場は満たされていない潜在的なニーズを探索し、目的とするセグメント

を選択する立場をとっている。このアプローチはコーゼーション論理と呼ばれる。これに対し

サラスバシーらによって提案されたエフェクチュエーション論理においては、熟達した起業家

は、手段からスタートし、「これらの手段を使って何ができるだろうか？」という問いを自分に

投げかける。すなわち手段から目的をデザインする。 

 また、企業がベンチャーから中堅企業、大企業に発展する過程では、熟達した起業家や経営

者はエフェクチュエーション論理とコーゼーション論理を巧みに組み合わせて活用し意思決定

をしている。 

 本論文では、このような熟達した起業家や経営者が効果的な意思決定を行う過程を可視化す

る手法を提案する。そのため、まず拡張 Value Graph という表記法を導入することにより、起

業家の思考内容を目的と手段の視点からモデル化する。 

次に、起業家や経営者の意思決定過程のモデルとして、①現状の認識、②当面の目的の設定、

③当面の目的を達成するための手段の生成、④手段の実行、⑤新たな目的または新たな手段の

獲得という基本的な思考プロセスを導入する。これによりエフェクチュエーション論理やコー

ゼーション論理における個別のヒューリスティックスを適用する前と適用した後で、ステーク

ホルダの目的手段体系がどのように変化したかを可視化することで、ステークホルダの意思決

定過程を明確に表現できることを示す。 

 さらにこのモデルを用いることにより、複数のステークホルダが自分の目的手段体系を交換

することにより、創発が発生する過程を複数の拡張 Value Graph の合成や変形操作で記述でき

ることを簡単な事例を用いて示す。 
 
 

１． はじめに 

社会が成熟化、サービス化していく中、イ

ノベーション[1]を継続的に創出することが求

められている。イノベーションを起こすのは

人であり、特に継続的に新規事業を起こすた

めの方法論に関する研究[2],[3]が多くなされ

ている。 

 新規事業創出のための方法のうち、古典的

なマーケティング理論に基づくアプローチに

おいては、新製品や新サービスの機会は発見

されるものであり、新市場は満たされていな

い潜在的なニーズを探索し、目的とするセグ

メントを選択する立場をとっている。このア

プローチはコーゼーション論理と呼ばれる

[5],[6]。コーゼーション論理では特定の結果

（目的）を生み出すために、代替案の中から

手段を選択する。コーゼーション論理に基づ

く行為者は、求める目的からスタートし、こ

れを達成するためには何をすればよいかという

手段を探索する。 

これに対しサラスバシーらによって提案され

た市場機会の実効理論 [4], [5] においては、

新製品や新サービス、新しい顧客などの機会は

起業家によって創出され、デザインされるとい

う立場をとる。サラスバシーたちは、優れた起

業家が問題解決のために使っている 5 つの基本

原則（ヒューリスティックス）を発話プロトコ

ル分析という手法を用いて抽出した。サラスバ

シーはこの 5 つの基本原則を総称してエフェク

チュエーション論理[4],[5]と定義した。これ

によると熟達した起業家は、手段からスタート

し、「これらの手段を使って何ができるだろう

か？」という問いを自分に投げかける。すなわ

ち手段から目的をデザインする。 

 また、企業がベンチャーから中堅企業、大企

業に発展する過程では、熟達した起業家はエフ

ェクチュエーション論理とコーゼーション論理



を巧みに組み合わせて意思決定をしている 

[4],[8],[9]。 

変化する環境の中でベンチャーや企業が発

展、成長して過程において、このような熟達

した起業家や経営者が備えている意思決定過

程を可視化し、事業を成長・発展させるノウ

ハウとして形式知化することができれば、経

験の浅い起業家や社内起業家などが新規事業

開拓に取り組む際の実践的な手引きとなるこ

とが期待できる。 

 本論文では、このような熟達した起業家や

経営者がエフェクチュエーション論理とコー

ゼーション論理を状況に応じて適切に適用し、

効果的な意思決定を行う過程を可視化する手

法を提案する。そのため、起業家の思考内容

を目的と手段の視点からモデル化する。この

ために起業家の目的と手段の体系を、各ステ

ークホルダの離散時刻におけるValue Graphで

表現した拡張 Value Graph を導入する。 

次に、起業家や経営者の意思決定過程のモ

デルとして、①現状の認識、②当面の目的の

設定、③当面の目的を達成するための手段の

生成、④手段の実行、⑤新たな目的または新

たな手段の獲得、の一連の過程からなる基本

的な思考プロセスを導入する。これにより、

エフェクチュエーション論理やコーゼーショ

ン論理における個別のヒューリスティックス

を適用する前と適用した後で、ステークホル

ダの目的手段体系がどのように変化したかを

可視化することで、ステークホルダの意思決

定過程を明確に表現できることを示す。 

 さらにこのモデルを用いることにより、複

数のステークホルダが持つ目的手段体系を交

換することにより、創発が発生する過程を複

数の拡張 Value Graph の合成や変形操作で記

述できることを簡単な事例を用いて示す。 

 

２．コーゼーション論理とエフェクチュエー

ション論理 

２．１ コーゼーション論理 

伝統的なマーケティング理論では、STP 理

論（Segmentation－Targeting－Positioning）

[6]に基づいて経営を行う。リードらはこのア

プローチをとる経営者の行動原理をコーゼ－

ション論理[5]と名付けた。コーゼーション論

理においては、経営者は以下の行動原理（ヒ

ューリスティックス）に基づいて経営上の意

思決定を行う。 

【コーゼーション論理】 

[C1]市場の定義 

新しい製品、企業、市場の機会を特定 

[C2]競争分析の実施 

[C3]マーケットリサーチの実施 

[C4]事業計画の策定 

[C5]適切な資源と利害関係者を獲得 

[C6]時間とともに変化する環境に適応 

 

 
   Fig.1 コーゼーション/エフェクチュエーション 

プロセス [5]Read et,al. 

 

２．２ エフェクチュエーション論理 

 一方、サラスバシーは、新しい事業を創り

出す起業家が実践している行動を発話プロト

コル分析という手法を用いて分析し、産業、

地域、時代によらず、優れた起業家が問題解

決のために使っている 5 つの基本原則（エフ

ェクチュエーション論理）を抽出した[4]。 

この 5つの原則は以下のものである。 

【エフェクチュエーション論理】 

 [E1]「手中の鳥」(Bird in Hand)の原則 

「目的主導」ではなく「手段主導」の行

為の原則。既存の手段で何か新しい目的

を生成する。(既存の 3 つの手段：Who I 

am／What I know／Whom I know) 

[E2]「許容可能な損失」(Affordable Loss)の

原則 

期待利益を計算して投資をするのではなく、

どこまで損失（マイナス面）が許容可能かに

基づいてコミットする。 

[E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の

原則 

精緻な競合分析を行うことなしに、コミット



する意思を持つすべての関与者と交渉し、パ

ートナーシップを築く。 

[E4]「レモネード」(Lemonade)の原則 

予期せぬ事態を避け、克服したり、適応しよ

うとするのではなくむしろ偶然をテコとして

活用すること。 

[E5]「飛行機のパイロット」（Pilot-in-the-

plane）の原則 

コントロール可能な活動に集中し、予測では

なくコントロールによって望ましい成果を帰

結させる。 

２．３ 混合論理 

 コーゼーション論理とエフェクチュエーシ

ョン論理は排他的なものでなく、同じ人物が

状況に応じて、コーゼーションとエフェクチ

ュエーション双方の推論を行うことができる。

実際、熟達した起業家は双方の能力を備え、

状況に応じて双方のモードをうまく使い分け

ている。 

 また、企業がベンチャーから中堅企業、大

企業に発展する過程では、熟達した起業家は

エフェクチュエーション論理とコーゼーショ

ン論理を巧みに組み合わせて活用し意思決定

をしている [4],[8],[9]。 

我々の普段の行動においても、当面、達成すべ

き目的を決めた後は、その当面の目的を達成する

ための手段群を生成し、順番にまたは並行してそ

れらの手段群を実施している。すなわち、普段の

行動や意思決定においても手段から目的を決定す

るエフェクチュエーション的な論理と、当面の目

的を達成する手段を実践するコーゼ―ション的な

論理をミクロ、マクロの時間スケール双方におい

て巧に使い分けている。 

従って、起業家の意思決定過程の基本モデルに

おいては、Fig1のように、ある期間はコーゼーシ

ョン論理のみ、またはエフェクチュエーション論

理のみを実施するモデルではなく、このような目

的と手段の視点に基づいて、手段から目的の生成

や、当面の目的を達成するための手段の生成とそ

の実行などをミクロ、マクロの時間スケール双方

において自由に選択して実施できる性質を持って

いることが望まれる。 

 

３. 拡張 Value Graph による目的手段体系の

表現 

コーゼーション論理においては、目的を定め

てから古典的なマーケティング理論に基づい

て市場を開拓し、エフェクチュエーション論理

の[E1]「手中の鳥」(Bird in Hand)の原則にお

いては、手段から目的を動的に生成して市場を

創っていく立場をとる。 

しかし目的は通常、個人や組織の究極の目的

（長期的な目的）だけでなく当面、実施すべき

短期的な目的など複数のレベルの異なる目的群

から構成され、構造および階層性を持っている。 

また、ある目的 A を達成する手段 B を構想し、

その手段 B を具体的に実施する際には、その手

段 B を当面の目的とし、さらに当面の目的 B を

達成する手段 Cを構想し、手段 Cを実施する。 

このように目的と手段は相対的な関係にある。

また、上記でいえば、B は目的 A から見れば手

段であると同時に、手段 C から見れば目的にも

なっている。 

実践家がエフェクチュエーション論理やコー

ゼーション論理を活用してイノベーションを起

こす際に、この目的の構造と階層性、および目

的と手段の二義性を明示的に表現し、丁寧に扱

う必要がある。 

 石井[14]らはこのような目的と手段の体系を

表現するため Semi Lattice 構造を持つ Value 

Graph を提案している。ここでは、各ステーク

ホルダが個別に持っている目的手段体系と、そ

の時間的な変化を表現できるようにするため、

以下のような拡張 Value Graphを定義する。 

【拡張ValueGraphによる目的手段体系の定義】   

ステークホルダSHの、離散時刻tにおける目的

手段体系を拡張Value Graph 

EVG t
 SH (CV_SH_t) 

で表現する。ここで、CV_SH_tは、ステークホ

ルダSHが時刻tにおいて持つ当面の目的（短期

的な目的）である。 

 

 

Fig.2 拡張 Value Graphによる 

  目的手段体系の表現 
 



 

 

Fig.3 拡張 Value Graphによる 

     目的手段体系の表現(例) 

 

４． 目的と手段の視点に基づく意思決定過程

のモデル 

2.3節で述べたような性質を満たす基本的な

意思決定過程のモデルとして、 

① 現状の認識 

② 当面の目的の設定 

③ 当面の目的を達成するための手段の生成 

④ 選択した手段を実行 

⑤ 新たな目的または新たな手段の獲得 

というからなるモデルを考察する。 

 

Fig.4 目的と手段の視点に基づく意思決定モデル 

 

Fig.4のモデルを、思考における意思決定結果や記

憶内容を介してプロセスと接続するように、

PFD(Process Flow Diagram)[13]の表記法を用いて表

現したものをFig.5に示す。 

主要なプロセスPNの実施内容を以下に示す。 

【P1:目的の維持・変更・拡張】 

・自分自身の規範、現在の目的手段体系、次の当

面の目的候補群、自分が持っている手持ちの手

段（自分が使える資源を含む）から次の目的手

段体系と、当面の目的（次に実現を目指す目的）

を決める。 

 

 

Fig.5 PFDによる目的と手段の視点に基づく 

意思決定モデル 

  

①次の目的手段体系において当面の目的を変更する

場合：目的変更戦略をとる 

②次の目的手段体系において当面の目的を変更しな

い場合：目的維持戦略をとる 

【P2、P3:目的駆動論理】 

・ある一定の期間、当面の目的を達成するために行

動する。 

【コーゼーション論理】 

・P1において、次の目的手段体系と当面の目的をい

ったん定めた後は、P1において目的維持戦略をと

り続けて、究極の目的の実現（成就）を目指す。 

【エフェクチュエーション論理】 

・P1において、次の目的手段体系と当面の目的を必

要に応じ、柔軟に変更する。（必要に応じ、柔軟

に目的変更戦略をとる。） 

・この過程で、内省を通じて、自分の規範を変更す

ることもある（P6）。 

【手段】 

・手持ちの手段、当面の目的を達成するための手段

は、エフェクチュエーション論理の5つのヒュー

リスティックスやコーゼーション論理におけるヒ

ューリスティックスなどを含む。 

【P76:内省・変容のプロセス】 



・必要に応じて、自分自身の規範（価値感・信念体

系）を変容させる。 

【停止条件】 

・プロセスP1において、現在、達成されている目

的が自分の究極の目的と一致した場合、自分の

目的が成就され、活動を停止する。 

 次に、第3章で導入した拡張Value Graphを用いて、

意思決定プロセスP1を、拡張Value Graphを変換

する写像とみなして以下のように定義する。 

【意思決定プロセスP1の定義】 

ステークホルダSHが意思決定プロセスP1で

行う意思決定を、ステークホルダSHの意思決

定写像 DMSH で表現する。 

ステークホルダ SHの意思決定写像 DMSH  は、

時刻 t におけるステークホルダの目的手段体

系 EVG t
 SH (CV_SH_t) をもとに、時刻 t+1 

におけるステークホルダの目的手段体系 

EVG t+1 SH (CV_SH_t+1) を生成する写像として

定義される。 
EVG t+1 SH (CV_SH_t+1)＝ 

DMSH (EVG t
 SH (CV_SH_t))   (1)  

      

ここで、CV_SH_t は時刻 t におけるステーク

ホルダ SHの当面の目的である。 

これらの表記法を用いて、ステークホルダ

の意思決定過程を以下のように表現する。 

  

 
Fig.6 意思決定過程の記述例 

 

５． 複数のステークホルダによる創発の過程

の可視化 

５．１ 創発的意思決定過程のモデル 

 これまで導入した表記法を用いて複数のス

テークホルダによる創発の過程を表現できる

ことを示す。具体的には、創発の過程が各ス

テークホルダが持っている目的手段体系の合

成・変形操作で表現できることを事例を用いて

示す。 

 まず複数のステークホルダ間の創発による創

発的意思決定過程を以下のように定義する。 

【複数のステークホルダ間の創発的意思決定

過程】 

ステークホルダ SH1 が、ステークホルダ SH2

の影響を受けて新しい創発的な意思決定を行

う創発的意思決定写像 EMSH１  は、時刻 t に

おけるステークホルダ SH1 の目的手段体系 

EVG t
 SH1 (CV_SH1_t) と、ステークホルダ SH2

の目的手段体系 EVG t SH2 (CV_SH2_t) をもと

に、時刻 t+1 におけるステークホルダ SH1 の

目的手段体系 EVG t+1 SH1 (CV_SH1_t+1) を生成

する写像として定義される。 
 

EVG t+1 SH１ (CV_SH1_t+1)＝ 

EMSH１ (EVG t SH1(CV_SH1_t), EVG t SH2(CV_SH2_t))  (2) 

 

 同様にステークホルダ SH2が、ステークホル

ダ SH1の影響を受けて新しい創発的な意思決定

を行う創発的意思決定写像 EMSH2  は、時刻 t 

におけるステークホルダ SH1 の目的手段体系 

EVG t SH1 (CV_SH1_t) とステークホルダ SH2の

目的手段体系 EVG t SH2 (CV_SH2_t) をもとに、

t+1 におけるステークホルダ SH2の目的手段体

系 EVG t+1 SH2 (CV_SH2_t+1) を生成する写像と

して定義される。 
 

EVG t+1 SH2 (CV_SH2_t+1)＝ 

EMSH2 (EVG t SH1(CV_SH1_t), EVG t SH2(CV_SH2_t)) (3) 

 

５．２ 事例 

提案した手法の有効性を確認するため、Pen 

Worldの事例[7]をシナリオとして抽出し、18項目

の出来ごととして文章化した。さらに18項目の各

項目毎に、動的に生成・変更される目的手段体系、

当面の目的、手段などが、起業家の実践行動基本

プロセスにおいてどのように表現できるのか記述

してみた。 

 具体的な表記例として、以下のシーンを取り上

げ、ステークホルダであるサラスバシーとトムの

相互交流により、それぞれの目的手段体系がどの

ように変化したか、それぞれの拡張Value Graph

の変化として記述したものをFig.7～Fig.10に示す。 



【記述対象のシーン】 

【t=6】 

(6)私たち（サラスバシーとジーン）は、飛行機

で隣の席に乗り合わせた科学技術者のトムに

話をする。 

【t=7】 

(7)トムは、「もし、この上に心拍計をつけたら

素晴らしいじゃないか。僕は去年、母を心臓

発作で亡くしたけど、彼女のために役立つ製

品を開発したいと考えてきたんだ。」と答え

る。 

【t=6におけるサラスバシーの目的手段体系】 

EVG 6
 サラスバシー (「目的_1_1[(1)ゴールデン・

ベージュ色で美しく重みのあるペンを作

る]」) 

 

 
Fig.7 t=6におけるサラスバシーの目的手段体系 

 

【t=6におけるトムの目的手段体系】 

EVG 6 トム (「目的_0_1[(6)心臓発作の患者に役

立つ製品を作る]」 

 

  
Fig.8 t=6におけるトムの目的手段体系 

 

【t=7におけるサラスバシーの目的手段体系】 

EVG 7
 サラスバシー (「目的_1_3=「(6)心拍計内蔵ペ

ン（ペン型心拍計）を作る」) 

=EM サラスバシー 

 (EVG 6
 サラスバシー (「目的_1_1[(1)ゴールデン・ベ

ージュ色で美しく重みのあるペンを作る]」), 

 EVG 6
 トム (「目的_0_1[(6)心臓発作の患者に役立

つ製品を作る]」)                      (4) 

 

 

 
Fig.9 t=7におけるサラスバシーの目的手段体系 

 

【t=7のトムの目的手段体系】 

EVG 7
 トム (「目的_1_3=「(6)心拍計内蔵ペン

（ペン型心拍計）を作る」) 

=EM トム 

 (EVG 6 サラスバシー (「目的_1_1[(1)ゴールデン・

ベージュ色で美しく重みのあるペンを作る]」), 

 EVG 6 トム (「目的_0_1[(6)心臓発作の患者に役

立つ製品を作る]」)         (5) 

 

 
 Fig.10 t=7におけるトムの目的手段体系  

 

この事例においては、サラスバシーからゴー

ルデン・ベージュ色で美しく重みのあるペンに

関する事業コンセプトについてコメントを求め

られたトムは、常々の関心事である「心臓発作

の患者に役立つどこでも使える製品（心拍計の

ようなもの）があったらいいな」という構想と

ペンとを結びつけ、「ペン型心拍計」または

「心拍計内蔵ペン」のアイデアを発想する。そ

のアイデアをサラスバシーに伝えることにより、



サラスバシーが持つ目的手段体系の中で、新

たに「ペン型心拍計」または「心拍計内蔵ペ

ン」という新しい目的としての製品コンセプ

トが想起（生成）される(Fig.9)。 

 一方、トムもサラスバシーからの問いかけ

によって、単なる心拍計というコンセプトか

ら、可搬型の「ペン型心拍計」または「心拍

計内蔵ペン」のアイデアを発想し、自分の目

的手段体系を更新する。これらの過程は、

Fig.7～Fig.10 に示す拡張 Value Graph の変

化で明確に表現できる。またこの時点で 2 人

が使った行動原理は、手段から目的を生成す

るというエフェクチュエーション論理[E1] 

「手中の鳥」(Bird in Hand)の原則である。 

 このように、拡張 Value Graph で表現した

ステークホルダの目的手段体系の時間的な変

化と意思決定基本プロセス、および適用した

実践行動論理を用いて、複数のステークホル

ダの出会いによる創発やアイデア発想の過程

を表現できる。 

 

６. 考察と今後の展開 

 今回提案した目的手段体系に基づく起業家の 

意思決定過程は以下のような分野で活用できる。 

(1) 熟達した起業家、経営者の意思決定過程を可

視化して緻密に観察し形式知化できるので、

「この状況ではこのような意思決定をすれば

よい」というメタ戦略を帰納的に導くための

有力なツールとなる。 

(2) 複数のメンバーで、問題定義、問題解決を行

う場合に、議論しているイシューに関し、各

メンバーが持っている目的手段体系を拡張

Value Graphで表現することにより、複雑な

問題に対しても、可視化し整理して議論でき

る。拡張Value Graphを用いることにより新

しい価値ある目的の創出や、特定の目的達成

のための手段を共創しやすくなる。 

(3) 各メンバーが持っている目的手段体系を拡張

Value Graphで表現することにより、各メンバ

ー固有の関心事、信念体系や価値基準、規範な

どを明らかにすることができる。特に初めてあ

った人同士のコミュニケーションにおいては、

会話だけしていてもお互いの信念体験や価値観

を理解することは困難なことが多い。このよう

な場合に、このような整理され構造化された図

による相互理解は有効と考えられる。 

(4) 目的手段体系だけではなく、要求や価値をデザ

インする手法[18]とこの方法を併用することに

より、個人でのワーク、およびチームによる共

創、創発の効果が高まることが期待できる。 

 

７．おわりに 

目的手段体系に基づく起業家の意思決定過程の

可視化手法を提案した。本論文では起業家の意思

決定過程を目的と手段の視点でモデル化したが、

それ以外にもU理論[14],[16]、行動探求[15]にお

ける内省のための４つの行動領域と3次の学習ル

ープ、アイデアやコンセプト創造のためのイノベ

ーティブ思考法[16],[17]等の視点からのモデル化

することも可能である。たとえば文献[16]で提案

したステークホルダの信念体系モデルBSM

（Belief System Model）は拡張Value Graph

で記述することができるが、これと創造活動

を実施している際の思考過程を詳細にモデル 

化する手法 VMUK[16]を併用することにより、

本論文で扱った起業家の意思決定過程をUプ

ロセスの視点からも記述することができる。 

このようにこれらの視点から熟達した起業家や

経営者のノウハウや意思決定過程をモデル化する

ことにより、イノベーションや新規事業創出に繋

がる新しい行動原理が発見されることが期待でき

る。 
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１．起業家の行動論理

起業家の行動論理

4

コーゼーション論理
W.B.Gartner: “A Conceptual framework for 
describing the phenomenon of new venture 
creation” The Academy of management Review, 
10(4),696-706, 1985.

エフェクチュエー
ション論理

シリアルイノベータの
行動論理
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２．実際の意思決定

5

・現在の状況、自分のそ
の時の目的に応じてその
都度、最善の意思決定を

している。

実際の意思決定

・いつもいつも同じ特定
の論理（ヒューリス

ティックス群）を使って
いるわけではない。

[1]現在の状況を認識。
[2]現在の自分の目的と手段を認識。
[3]最善と思われるヒューリスティックス

を選択。
[4]選択したヒューリスティックスを適用

して意思決定。
[4-1]新たな目的を設定する。
[4-2]現在の目的を達成するための手段を

生成、または選択し、実行する。
[5]実施結果を振り返る。

【起業家の意思決定プロセス（モデル）】
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３．研究の目的

6

【研究の目的】
１．起業家が実際に行っている意思決定の過程を素直にかつ簡潔にモデル化、可視

化する。
２．意思決定のモデルは、イノベーション創出に有用な「エフェクチュエーション

論理」、「シリアルイノベータの行動論理」、「コーゼーション論理」などを
状況に応じて適切に活用できる枠組みとする。

【期待される効果】
１．モデル化、可視化した意思決定モデルを自分自身の日々の実践に活用できる。
２．実際の起業家の行動や意思決定内容を可視化して記述することに、新たに有用

な意思決定のためのヒューリスティックスが得られる可能性がある。
３．起業家や自分の意思決定や実践を可視化したモデルで記述することで、内省し、

次の意思決定や実践を洗練するための手掛かりが得られる。
４．これらの可視化モデルを用いて、起業家やイノベーション関連の研究、教育に

活用することができる。
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４．研究のアプローチ
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【研究のアプローチ】

1. 拡張Value Graphという表記法を導入することにより、起業家の思考内容を目的と手

段の視点からモデル化する。

2. 起業家や経営者の意思決定過程のモデルとして、①現状の認識、②当面の目的の設定、

③当面の目的を達成するための手段の生成、④手段の実行、⑤新たな目的または新たな

手段の獲得、からなる基本的な思考プロセスを導入する。

3. 起業家のある意思決定の前後で、拡張Value Graphがどのように変化したことを追跡

することにより、その意思決定の内容を記述する。

4. エフェクチュエーション論理、コーゼーション論理、シリアルイノベータの行動論理を

目的と手段の視点から再構成する。

5. 複数のステークホルダが自分の目的手段体系を交換することにより、創発が発生する過

程をこのモデルにおける複数の拡張Value Graphの合成や変形操作で記述できること

を示す。

6. これらの提案手法の有効性を簡単な事例に適用し、その有効性を示す。



II. 起業家の行動論理



夢・アーキテクティング工房

１．コーゼーション論理とエフェクチュエーション論理
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行動論理 コーゼーション論理 エフェクチュエーション論理

世界観
未来を予測できる範囲において、

我々は未来を制御できる。
未来を制御できる範囲において、
我々は予測をする必要がない。

アプローチ
あらかじめ選択した目的を所与とし、その効果を実
現するために、最適な（最も速い・安い・効率的な、
etc.）手段を探索し実行する。

所与の手段からスタートし、相互作用する人々
の相違と願望から、新しい目的を創り出そうと
する。

理論 戦略オプションの探索と選択を伴う経営理論の論拠
新規ベンチャーのプロが用いるヒューリス
ティックス

歴史での事例 チンギス・ハーンによる世界征服 新大陸を発見するコロンブス

イメージ
Given
Goal

Given Means

M１

M4

M3

M5

M2
Given Means

M１

M4

M3

M5

M2

吉田満梨[11]

Created Goals
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２．コーゼーション論理
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【コーゼーション論理】
[C1]市場の定義

新しい製品、企業、市場の機会を特定
[C2]競争分析の実施
[C3]マーケットリサーチの実施
[C4]事業計画の策定
[C5]適切な資源と利害関係者を獲得
[C6]時間とともに変化する環境に適応
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3．エフェクチュエーション論理
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【エフェクチュエーション論理】
[E1]「手中の鳥」(Bird in Hand)の原則

「目的主導」ではなく「手段主導」の行為の原則。既存の手段で何か新しい目的を生成する。(既存の3つの手段：Who
I am／What I know／Whom I know)

[E2]「許容可能な損失」(Affordable Loss)の原則
期待利益を計算して投資をするのではなく、どこまで損失（マイナス面）が許容可能かに基づいてコミットする。

[E3]「クレイジ―キルト」（Crazy-Quilt）の原則
精緻な競合分析を行うことなしに、コミットする意思を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを築く。

[E4]「レモネード」(Lemonade)の原則
予期せぬ事態を避け、克服したり、適応しようとするのではなくむしろ偶然をテコとして活用すること。

[E5]「飛行機のパイロット」（Pilot-in-the-plane）の原則
コントロール可能な活動に集中し、予測ではなくコントロールによって望ましい成果を帰結させる。
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4．シリアルイノベータの行動論理
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【シリアルイノベータの行動論理】（砂時計型モデル）
[S1] 「適切な課題の発見」
[S2] 「課題の把握」
[S3] 「技術開発と評価」
[S4] 「遂行」
[S5] 「市場での普及促進」

シリアルイノベータ：複数のイノベーションを何回も連続して生み出せる人

【シリアルイノベータの行動論理】
（砂時計型モデル）
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５．混合論理
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[9]T.Harting: "Entrepreneurial effectuation in a corporate setting: The case of Circuit city's CarMax unit, Paper presented at the 
Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference, Glasgow, Scotland,2004

【CarMax社の事例】 [9],[4]
・実際にはコーゼーション論理もエフェクチュエーション論理も併用している。



III. 拡張 Value Graphによる

目的手段体系の表現
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１．Value Graph

15

Value Graph[石井]
・価値工学（Value Engineering)の機能構造分析から生まれた手法
・価値/機能/コンセプトを結びつける
・可視化

目的

手段

手段

目的

手段

目的

手段

手段
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２．拡張Value Graph

16

１．目的の構造と階層性、および目的と手段の二義性を明示的に表現するために、ステークホ

ルダSHの離散時刻tにおける目的手段体系をValue Graph[9]を拡張した拡張Value 

Graph(Extended Value Graph)

EVG t
SH (CV_SH_t)

で表現する。ここでCV_SH_tは、ステークホルダSHが時刻tにおいて持つ、当面、解決

すべき目的（当面の目的）を示す。

２．拡張Value Graphは、階層構造を持ち、上位のノードはより上位の目的を示す。

３．下位のノード（目的）は、接続されている上位のノードから見れば手段である。

Extended Value Graphを用いた目的と手段の表現
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３．ValueGraphを用いた目的と手段の表現（例）

17

Pen World [6]の事例における目的手段体系の例

当面の目的

EVG4
サラスバシー (「目的_1_1[(1)ゴールデン・ベージュ色で美しく重みのあるペンを作る]」)



IV. 意思決定プロセスのモデル化
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２．メタ戦略プロセス
M１ 現在の状況を認識する
M２ 現在の状況に応じた知恵（ヒューリスティックス）を用いて意思決定する

１．意思決定プロセスのデザイン（その１）

19

１．基本意思決定プロセス
① 目的を決定する
② 目的を達成するための手段をデザインする
③ 目的を達成するために行動する（手段を実行する）
④ 手段を拡大する
⑤ 目的を拡大する
⑥ 内省し変容する（行動して得られた経験に基づき、自分の規範を変更する）

④ 手段を拡大する

① 目的を決定する

② 手段をデザインする

③ 目的を達成するために
行動する

⑤ 目的を拡大する ⑥ 内省し変容する

意思決定プロセスの構造

M1 現在の状況を認識する M２ 現在の状況に応じた知恵（ヒューリスティックス）を
用いて意思決定する
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２．意思決定プロセスのデザイン（その２）
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

P2:当面の目的を達成する
ための手段をデザインする

P3:当面の目的手段を達
成するために行動する

P4:次の目的候補群
に統合する

P5:手持ちの手段に
統合する

P6:内省し変容する

D2:現在の
目的手段体系

D6:
当面の目的を

達成する
ための手段

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D7:
新しく

得られた手段

D8:
新しく得られた

目的候補

D1:自分自身
の規範

D9:新しく得られた
規範

①

①

①

①②

②

③

④⑤

⑤

⑤

⑥

⑥
⑥

⑦

⑦

⑦

⑧ ⑧

⑧

D15:意思決定に活用できる
ヒューリスティックス

D13:現在の
状況 P8:メタヒューリス

ティックスに基づき、適
切なヒューリスティック

スを選択する

D16:適用できるヒューリスティックスを選択
するためのメタヒューリスィックス

P8:現在の状況を
認識する

D14:現在の
状況の認識結果

D17:現在の状況に応じた
ヒューリスティックス

⑨ ⑩

⑪
⑪ ⑪

⑫

⑬ ⑭

⑭

⑭
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３．意思決定プロセス P1
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

D2:現在の
目的手段体系

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D1:自分自身
の規範

①

①

①

①

②

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)＝DMSH (EVG t

SH (CV_SH_t)) (1)

DMSH ：ステークホルダSHの時刻tにおける目的手段体系
EVG t

SH (CV_SH_t) から
時刻t+1における目的手段体系

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)を生成する写像

DMSH

②EVG t
SH (CV_SH_t) 

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)

CV_SH_t+1
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４．意思決定プロセス P1（事例）
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

D2:現在の
目的手段体系

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D1:自分自身
の規範

①

①

①

①

②

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)＝DMSH (EVG t

SH (CV_SH_t)) (1)
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４．意思決定プロセス P1（事例）t=1
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

D2:現在の
目的手段体系

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D1:自分自身
の規範

①

①

①

①

②

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)＝DMSH (EVG t

SH (CV_SH_t)) (1)

当面の目的
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４．意思決定プロセス P1（事例）t=2
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

D2:現在の
目的手段体系

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D1:自分自身
の規範

①

①

①

①

②

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)＝DMSH (EVG t

SH (CV_SH_t)) (1)

当面の目的当面の目的

E3:クレイジーキルトの原則
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４．意思決定プロセス P1（事例）t=3
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

D2:現在の
目的手段体系

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D1:自分自身
の規範

①

①

①

①

②

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)＝DMSH (EVG t

SH (CV_SH_t)) (1)

当面の目的当面の目的

E3:クレイジーキルトの原則

当面の目的

E3:クレイジーキルトの原則
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４．意思決定プロセス P1（事例）t=4
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P1:次の目的体系と
当面の目的を決める

D5:当面の目的

D2:現在の
目的手段体系

D4:手持ちの
手段

D3:次の
目的候補群

D1:自分自身
の規範

①

①

①

①

②

EVG t+1
SH (CV_SH_t+1)＝DMSH (EVG t

SH (CV_SH_t)) (1)

当面の目的当面の目的

E3:クレイジーキルトの原則

当面の目的

E3:クレイジーキルトの原則

当面の目的

E1:手中の鳥の原則
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５．意思決定プロセス P1（創発の過程）
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EVG t+1
SH１ (CV_SH1_t+1)＝

EMSH１ (EVG t
SH1(CV_SH1_t), EVG t

SH2(CV_SH2_t)) (2)

EMSH１

D5:当面の目的

ステークホルダSH１の
時刻tにおける
目的手段体系

EVG t
SH1 (CV_SH_t)

①

①

②

ステークホルダSH2の
時刻tにおける
目的手段体系

EVG t
SH2 (CV_SH_t)

ステークホルダSH１の
時刻t＋１における

目的手段体系
EVG t＋１

SH1 (CV_SH_t＋１)

②

EMSH1 ：ステークホルダSH1の時刻tにおける目的手段体系 EVG t
SH1 (CV_SH1_t)と

ステークホルダSH2の時刻tにおける目的手段体系 EVG t
SH2 (CV_SH2_t)から

時刻t+1における目的手段体系
EVG t+1

SH1 (CV_SH1_t+1)を生成する写像
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６．意思決定プロセス P1（創発の過程）（事例）t=6

EVG t+1
SH１ (CV_SH1_t+1)＝

EMSH１ (EVG t
SH1(CV_SH1_t), EVG t

SH2(CV_SH2_t)) (2)

当面の目的

E３:クレイジーキルトの原則
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６．意思決定プロセス P1（創発の過程）（事例）t=7

EVG t+1
SH１ (CV_SH1_t+1)＝

EMSH１ (EVG t
SH1(CV_SH1_t), EVG t

SH2(CV_SH2_t)) (2)

29当面の目的

E1:手中の鳥の原則

E1:手中の鳥の原則
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７．意思決定に活用できるヒューリスティックス

30

D15:意思決定に活用できる
ヒューリスティックス
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８．目的と手段の視点で再構成したヒューリスティックス
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D15:意思決定に活用できる
ヒューリスティックス
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９．ヒューリスティックスを選択するためのメタヒューリスティックス（１）

「どのような状況のときに、どのようなヒューリスティックスを適用する
のが適切か？」

32

D16:適用できるヒューリスティックスを選択
するためのメタヒューリスィックス

吉田満梨[11]

コーゼーション論理
エ
フ
ェ
ク
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
論
理

シリアル
イノベータの

論理
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９．ヒューリスティックスを選択するためのメタヒューリスティックス（２）

33

【メタヒューリスティックスの例】
1. 既存市場で既存製品・サービスを改良する場合

⇒コーゼーション論理
2. 全く新しい製品・サービスを創る場合

⇒エフェクチュエーション論理、シリアルイノベータの論理
3. 企業内で新しい製品・サービスを構想する場合

⇒エフェクチュエーション論理、シリアルイノベータの論理
4. 企業内で新規事業への参入を経営層に意思決定してもらう場合

⇒シリアルイノベータの論理、コーゼーション論理



V.事例

イノベーティブ思考法、エフェクチュエーションとの出会い
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１．JEITA 講演会での白坂先生との出会い(20121107)

35

t=20121107

当面の目的
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２．JEITA 講演会での白坂先生との出会い(20121107)
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E1:手中の鳥の原則

t=20121107

当面の目的
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３．Keio Systems Schoolへの参加(20130203)

37

S4:遂行

E1:手中の鳥の原則 E1:手中の鳥の原則

t=20130203

当面の目的
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４．イノベーティブ思考法研究会の開催(20140521)
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t=20140521

S4:遂行

当面の目的
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５．イノベーション研究会への参加 (20140518)

39

t=20140518

E３:クレイジーキルトの原則

当面の目的
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６．エフェクチュエーションとの出会い（20170219)

40

t=20170219

E1:手中の鳥の原則
E3:クレイジーキルトの原則

当面の目的



夢・アーキテクティング工房

７．起業家の行動原理に関する研究（20170909)

41

t=20170909

E1:手中の鳥の原則 E5:飛行機のパイロットの原則

S3:技術開発と評価

当面の目的



VI. 今後の展開
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１．今後の展開

1. 熟達した起業家、経営者の意思決定過程を目的手段体系で可視化することにより、

成功する起業や経営ノウハウ、イノベーションの過程を形式知化できる。

2. 対話において、各メンバーの考え方や信念体系を目的手段体系を可視化することに

より、相互の深い理解が得られる。

3. 複数メンバーで対話や討議、合意形成する場合に、テーマに関する各メンバーの目

的手段体系を可視化することにより、各メンバーの目的や手段について緻密な把握

が可能になり、建設的な議論や合意形成が期待できる。

4. 拡張Value Graphを用いることにより、相互のアイデアを可視化して交換すること

によって、新しい価値ある目的の創出や、特定の目的を達成するための手段を共創

しやすくなる。

5. 目的手段体系だけではなく、要求や価値をデザインする手法[18]とこの方法を併用

することにより、個人、およびチームによる共創、創発の効果が期待できる。

43



VI. まとめ
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１．まとめ

1. 目的手段体系に基づく起業家の意思決定過程の可視化手法を提案した。

2. 本論文では起業家の意思決定過程を目的と手段の視点でモデル化したが、それ以外に

もU理論[14],[16]、行動探求[15]における内省のための４つの行動領域と3次の学

習ループ、アイデアやコンセプト創造のためのイノベーティブ思考法[16],[17]等の

視点からのモデル化することも可能である。

3. たとえば文献[16]で提案したステークホルダの信念体系モデルBSM

（Belief System Model）は拡張Value Graphで記述することができるがこれと創

造活動を実施している際の思考過程を詳細にモデル化する手法 VMUK[16]を併用す

ることにより、本論文で扱った起業家の意思決定過程をUプロセスの視点からも記述

することができる。

4. このようにこれらの視点から熟達した起業家や経営者のノウハウや意思決定過程をモ

デル化することにより、イノベーションや新規事業創出に繋がる新しい行動原理が発

見されることが期待できる。
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