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【要約】地球環境の持続可能性が危ぶまれている．本稿では，地球・生態・社会・企業・人間の諸シス

テムを自律的なシステムとして捉え，それぞれのシステム間での持続可能な価値共創が如何に成立して

いるのか，またその促進要因は何かを，事例分析を基に考察することを目的とする．分析視点はシステ

ム間のコミュニケーションとサービス主体間の関係性の深度である．あきゅらいず美養品を対象とした

事例研究からはコミュニケーションの２面性とそれを基盤とする関係性深化が，持続可能なサービスシ

ステムを構築する上で重要なファクターであることがわかった．今回の分析結果は，レジリエントなサ

ービスシステムの構築に寄与する． 

 

【キーワード】持続可能性 贈与 コミュニケーション サービス深化 価値共創  

 

1. 研究の背景と目的  

 現代社会は，大量生産・大量消費によるエネルギー・資源の枯渇や地球温暖化，人間の厚生への影響，

生物多様性の喪失などさまざまな問題に直面しており，地球環境の持続可能性が危ぶまれている．その

ため，単に経済性を追求する段階から，社会，環境の福利や人間の厚生を考慮した持続可能な経済への

移行が求められている． 

 持続可能性に関する先行研究では，生態系や天然資源等の生物の生存基盤としての地球システム，人

間が構築した政治や経済，都市等の社会システム，そして健康で安全な生活や生きがいを含めた人間の

健全性としての人間システムという 3 つシステムとその相互作用が機能していれば持続可能な社会が成

り立つとされる(三村ほか，2008)．Shirahada and Fisk(2011)は，サービス研究の視点から，サービス提供

者，受容者，そして自然を主体とした三者間価値共創モデルを提唱した．価値共創は提供者と受容者だ

けでなく，自然と人間の相互作用においても見出すことができるとし，自然を含めた三者間価値共創モ

デルが持続可能なサービスシステム構築において重要であると論じている．しかしながら当該共創モデ

ルが実際にどのように機能しているかに関する研究は未だ十分に説明されていない． 

そこで本稿では，地球システムから生態システム，社会システムから企業システムを取り出すととも

に，顧客を人間システムとして扱う．この三者を自律的なシステムとして捉えた上で，事例分析に基づ

いて，それぞれのシステム間での持続可能な価値共創が如何に成立しているのか，またその促進要因は

何かを考察することを目的とする． 

 

2. 分析枠組み 

2.1 サービスにおけるコミュニケーションの二面性：経済性と贈与性 

ここでは，本稿における分析の視点の構築について説明する．本稿は，2 つの分析視点を持つ．1 つ

目がシステム間のコミュニケーションの視点である． 

Vargo and Lusch(2004)は，すべての経済活動はサービスであるとしているが，そもそものサービスと

は，顧客に便益をもたらす活動(Lovelock and Wright,1999)であるとされ，現実世界で見られるようない

わゆるホスピタリティやおもてなしなど，経済合理性を超えた交換を説明することは難しい．そこには

他者をより良い状態に導くことを意図し，人格的関係性の構築を促す贈与も含まれているためである． 

これは富永(1997)が指摘するような，「経済的行為は組織における他者との相互行為(協働行為)，お
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よび市場における他者との交換(経済的行為)をつうじて社会的行為になる」(富永,1997:p.20)という議

論とも親和性が高い．経済的行為は社会的行為の一部であり，企業や消費者は自身の利益を期待しなが

らも，ステークホルダーとの相互善意の関係に基づくより集合的な利益を求める存在としても描くこと

ができる．こうした贈与の受容者は，提供者に対して感謝するとともに借りを感じ，自分にできること

を返礼(反対贈与)しようとする(モース,2009)．この不均衡さゆえにコミュニケーションが継続し，時

間の経過とともに関係性が深化していくと思われる． 

すなわち，サービスは経済的コミュニケーションと贈与的コミュニケーションの束によって提供され，

これがシステムの動学を支える基本分析単位になると考えられる．  

  

2.2 サービスの深化 

 2 つ目の分析視点は，サービス主体間の関係性の深度である．杉山(2013)は，サービス深化モデルと

して顧客自身の内部および企業と顧客間で発生する事象を 5段階に分類し，サービスコミュニティに至

る段階的な発展モデルを提案している．サービスの提供者と受容者間の関係性が継続されるに従って，

徐々に相互依存，信頼関係が生じる．このようなサービス深化が，企業の持続可能性に対して大きく影

響すると論じている．このサービス深化モデルにおいて，企業と顧客の相互の関係性は，取引関係，協

調・共創関係，意味的関係の 3段階に分類される． 

 取引関係では，顧客と企業は相対する関係性である．顧客のニーズに対して製品・サービスを提供す

る段階であり，相互の立場は相反することも多いとされる．つづく協調・共創関係では，関係性の継続

が相互の信頼を高め，継続価値(Value in keep)が発生する(Shirahada and Fisk,2011)．しかしこの段階で

は依然として顧客の要求に対して企業が応える関係性だという．第三段階の意味的関係になると，双方

の関係が相対する取引関係から，同方向を向いてともに事業を育てる関係に近づく．この関係がさらに

深化したコミュニティ形成の段階になると，企業と顧客は当事者の集合となる(Vargo and Lusch,2010)． 

 本稿もサービス提供者と受容者の関係性に着目するが，サービスシステムにおける自然の役割に関す

る視点が異なる．杉山(2013)は，企業と顧客の関係性とその深化を論じ，自然環境も価値共創空間に含

まれるとしている．しかし，自然環境はあくまでサービスの生産・消費にともなう廃棄物を分解，還元

する存在として描かれ，自然を能動的なアクターとして扱う本稿とは考えを異にする． 

 すなわち，企業，顧客，自然間の関係性の深化を，持続可能なサービスシステムにおける関係性の発

展段階の分析視点として用いる． 

 

3. 事例分析：あきゅらいず美養品  

3.1 研究対象と分析手法 

本稿では，前章で構築した２つの視点に基づいて，あきゅらいず美養品を対象とした事例研究を行う．

あきゅらいず美養品は，「体の中から美を養う」をコンセプトとしたスキンケア商品の企画・開発・販

売を中心に行う企業である．2003 年に創業し，電話やインターネットを通じた通信販売がほとんどを占

めながらも，平成 24 年度のおもてなし経営企業に選ばれている(月と若葉,2013)． 

代表の南沢は，もともと大手化粧品会社に勤務していた．顧客と接するなかで，顧客が抱える根本的

な問題である肌の潤い不足や代謝の悪化，心身のアンバランスさ，化粧による忙しさやわずらわしさを

解決したいと思い，あきゅらいず美養品を立ち上げた．また，グループ会社の「やわら香」は，屋久島

の荒廃した里山の問題を解決するために 2012 年に始まった．地権者の高齢化のために森の管理ができ

ず，人工林は荒れ放題になっている現状があった．そこでやわら香は，地権者とともに山を手入れし，

そのプロセスで伐採された樹木などから，大学と協働でエッセンシャルオイルや香りに関わる物づくり

といった六次産業化をしている(柿野,2013)． 

このように，あきゅらいず美養品は顧客志向，環境志向の強い企業であり，コミュニケーションとそ

れを基盤とするサービス深化によって持続的な価値共創に成功しているように思われる．したがって，

先駆例の対象として，本稿では，あきゅらいず美養品を事例研究の対象とする． 

書籍，雑誌記事，会報誌，ウェブサイトといった二次的データをもとに，あきゅらいず美養品がいか

にコミュニケーションとそれを基盤とするサービス深化によって生態システム，社会システム，人間シ

ステム間の持続可能な価値共創を構築しているのかを分析し，表に示す．本事例では，4 つのプロセス

に関して 2 種類のコミュニケーションと，コミュニケーションによるサービス関係性の深化の視点から

分析する．以下で 1 つ目のプロセスである自然から企業へのコミュニケーションについて分析する． 
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3.2 分析 

3.2.1 自然から企業へのコミュニケーション 

 経済的取引関係に基づくコミュニケーションにおいて，企業は自然から原材料を獲得する．その結果，

企業は商品を製造することができる．あきゅらいず美養品は，自社農園や屋久島の里山といった生態シ

ステムから自然資源を提供されることで，スキンケア商品やアロマオイル，食堂で提供される食事を作

っている．このとき，自然は企業のニーズである原材料を提供する．  

 次に，協調・共創関係に基づく贈与的コミュニケーションについて分析する．あきゅらいず美養品の

特徴のひとつに，従業員の多様性を尊重し，自由な働き方を実現する規範や制度がある．この規範・制

度に関する知識は，農園や里山での活動を通じたコミュニケーションによって贈与されている． 

あきゅらいず美養品は，社内や社会の理想的な在り方を，生物多様性や生態系が持つ多様性のなかに

見出している．会社のビジョンを表現したビデオでは，生き物が多様性を持って尊重しあい，共生する

森を理想とした社内文化が描かれている．  

そこであきゅらいず美養品は，従業員の多様性を尊重し，個性を発揮できる組織文化の構築を目指し

ている．「お客様のためなら時間もお金もかけて良い」という共通認識を持ち，マニュアルを使用せず

従業員に権限委譲することや，個人の事情に合わせてフルタイム，短時間勤務，変形労働などの雇用形

態を選択できる制度もその例である(経済産業省)．以上のように，企業は，農業や里山での活動を通じ

て，生態系に備わる「多様性を尊重しあい共生する」規範を知識として贈与されている．自然への感謝

や，生態系の多様性を保護・促進するようなコミュニケーションを積極的に行なうところからも，企業

が知識贈与だと認識していることがわかる． 

最後に，関係性の深化について分析する．農園や里山での活動は NPO，大学，地域住民，自然との協

働によって成り立っている．農業労働には，「自然を介した人間の身体性を育む活動」と，「自然を介

した人間の共同性を育む活動」(穴見,2011:p.188)という二つの側面がある．労働を通じて生命的自然で

ある自然とコミュニケーションすることで，人間もまた自然の一部であることに気づき，自然に愛情を

持つようになる．また，農園・里山を媒介にして人間同士が協働することで，社会的存在としての連帯

感を生む．これは，自然から協働する場が贈与されていると解釈できる．また，自然と人間の生命を基

底とした関係性は，過去からの協働を通じたコミュニケーションが絶え間なく続き，相互に深く理解し

あうことではじめて成り立つ．したがって，こうしたコミュニケーションを生む共生・協働の場(農園

や里山)自体が過去からの贈与だと感じるようになり，次世代への贈与を志向するコミュニティが発生

する． 

 

3.2.2 企業から顧客へのコミュニケーション 
 経済的取引関係に基づくコミュニケーションにおいて，顧客は企業から商品を購入・使用して，健康

という便益を得る．顧客のニーズに対して商品が提供され，顧客がその対価を支払う相対関係である． 

 次に，協調・共創関係に基づく贈与的コミュニケーションについて分析する．顧客は，企業が提案す

るシンプルなライフスタイルや，自分で必要なものを考えて消費する価値観に共感し，実践する．忙し

さから解放された顧客は，自分自身と向き合う時間や，家族や友人と過ごす豊かな時間を享受する．余

裕のあるライフスタイルは，忙しさによって失われていた適応力や柔軟性を回復する契機となる． 

あきゅらいず美養品の顧客層は 30 代から 40 代で，家事や育児，仕事と忙しい年代である(販促会

議,2013)．しかし，一般に化粧することが常識である価値観は根強く，苦痛に感じていてもなかなかや

めることができない(アイシェア調べ)．しかし，あきゅらいず美養品の製品や価値観を知ることで，常

識的な価値観が絶対的なものではないことに気づく．そして，シンプルなスキンケアを実践する中で，

求めていた価値観やライフスタイルをあきゅらいず美養品と共有する．生き方に対する変化を与えてく

れたに顧客は感謝し，贈与として認識している． 

最後に，関係性の深化について分析する．あきゅらいず美養品の従業員は，顧客との人格的コミュニ

ケーションを通じて顧客を深く知り，一人ひとりに合わせてもてなす．もてなされた顧客は，贈与を受

けたと認識する．その反対贈与として従業員・企業に感謝を伝えたり，信頼感を抱くようになる．こう

した過去からの人格的関係性を通じた継続的なコミュニケーションが，交換や贈与の文化を形成し，次

第にコミュニケーション自体が贈与だと感じるようになる．また，顧客との関係性を深め，継続したい

という思いから，体験型のスキンケア講座「すはだの学校」を 2014 年に開始した．「いきいきとした

女性でいっぱいの社会」(あきゅらいず美養品ホームページ)をつくり，高い志をもつ人同士をつなげた
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いと語るように，このサービスによって，従業員と顧客からなる一対一の関係性を超えて，顧客同士が

出会うコミュニティを創造している． 

 

3.2.3 顧客から企業へのコミュニケーション 

 経済的取引関係に基づくコミュニケーションにおいて，企業は，商品の対価として顧客から貨幣を獲

得する．その結果，製品の製造や従業員への給与支払いが可能になる． 

 次に，協調・共創関係に基づく贈与的コミュニケーションについて分析する．企業は，顧客が発する

多様な意見・アイデア・要望を学習することで，変化する市場への適応能力を構築している．あきゅら

いず美養品は，顧客との対話や，「改善 DO!!」(1)から顧客の知識を獲得し，サービス改善を図る．顧客

の知識は，従業員とは異なる視点からのものであり，企業システムに知識の多様性をもたらす贈与であ

る．また，顧客の生活やニーズを把握することは，変化する市場の動向に対する適応能力が高まると思

われる． 

 最後に，関係性の深化について分析する．日常会話や手書きで手紙を書くなどといったお客さま窓口

での対応は，非効率であり生産性が低いように思われる．しかし，非マニュアル的なコミュニケーショ

ンを継続する中で，顧客は匿名の消費者としてではなく，一人の人間として扱われていると感じる．「お

電話の対応がとても親切で、ずっとお電話で注文しています。窓口の方とのふれあいが楽しくって、つ

いつい話し込んじゃう」(WEB すふふより)という顧客の声にもあるとおり，もてなされつつも，友人や

家族のような感覚で話をしてくれることに顧客は喜びを感じ，そのコミュニケーションプロセス自体が

贈与だと感じるようになる．このような過去からの人格的関係性を通じた継続的なコミュニケーション

が，交換や贈与の文化を形成する．コミュニケーションや人格的関係性自体を贈与だと認識した顧客は，

企業への知識贈与をより積極的に行なうほか，会報誌・企業ブログへのインタビュー記事掲載や口コミ

等，企業の一員として行動しコミュニティの拡大を促進していると分析できる． 

  

3.2.4 企業から自然へのコミュニケーション 

 経済的取引関係に基づくコミュニケーションにおいて，企業は環境に配慮した容器・梱包材の使用や，

廃棄物がなるべく発生しないような製品づくり，薬剤を使用しない製法等を実践する．その結果，自然

循環の許容範囲の擾乱しか発生せず，生態系は維持される． 
 次に，協調・共創関係に基づく贈与的コミュニケーションについて分析する．企業が，自然に関する

専門知に基づいて農業，間伐，植栽することで，生物多様性が促進される．自社農園では，無農薬・化

学肥料を使用しない農法が採用されている．また，里山の間伐や植栽は，森林保全を行なう NPO の協

力のもとで行なわれ，生物多様性の維持・促進に寄与している．自然自体は贈与を認識することができ

ないが，フィードバックとして安定した生態系サービスを提供するなど，生態系に良い変化が発生して

いることは確認できる．こうした相互利益的な共生は価値共創であり，贈与と反対贈与であるといえる． 

 最後に，関係性の深化について分析する．農園や里山において，あきゅらいず美養品・やわら香は，

NPO や大学，地域住民等の知識を統合しながら自然と協働している．協働を通じたコミュニケーション

が過去から現在にわたって継続することで，生態系の多様性が維持，促進されている．里山は人間が手

を加えないと荒廃していくように，人間の介入が生態系にとって不可欠である．したがって，農園や里

山といった共生・協働の場自体が，自然にとって一種の贈与だといえる．人間と自然は，より良き生の

共創という目的を共有し，他の生物と自然の一部である人間としてコミュニティ化する． 

 

4. 考察と結論 

 分析の結果を表 1に示す．あきゅらいず美養品の事例からは，コミュニケーションの 2面性とそれを

基盤とする関係性深化が，持続可能なサービスシステムを構築する上で重要なファクターであることが

わかった．事業としてのコアである経済取引関係に基づくコミュニケーションでは，自然の浄化能力や

生産力を超える擾乱を発生させない取り組みをすることで，持続可能な生産活動の前提となることが確

認された．このプロセスは自身のニーズを満たすためのコミュニケーションであり，利己的なものであ

る． 

次に，協調・共創関係に基づく贈与的コミュニケーションは，多様性という持続可能なシステムの要

件として注目を集めるレジリエンスを高める価値共創を促進することがわかった．レジリエンスという

概念は，対象や論者によってその扱われ方が異なるが，多くの対象に共通するレジリエンス戦略として，  
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表１：あきゅらいず美養品のコミュニケーション分類 
 コミュニケーションタイプ 

関係性深化・越境 
 

経済的取引関係に 

基づく 

コミュニケーション 

協調・共創関係に 

基づく 

贈与的コミュニケーション 

自然→企業 

企業は，商品製造におい

て，自然から原材料を獲得

し，商品化する 

 

 

企業は，農業や６次産業化を通じて，

生態系に備わる「多様性を尊重しあい

共生する」規範(構造)に共感すること

で，従業員の多様性を重視し，個性を

発揮できる組織文化を構築する 

過去からの協働を通じた継続的な

コミュニケーションが，交換や贈与

の文化を形成する．やがて，共生・

協働の場(農園や里山)自体が連帯を

生む贈与だと感じるようになり，次

世代への贈与を志向するコミュニ

ティが発生する 

企業→顧客 

顧客は，企業から商品を購

入し，使用することで，健

康という便益を得る 

顧客は，企業が提案する「シンプルな

ライフスタイル」「自分で必要なもの

を考えて消費する価値観」に共感し実

践することで，余裕のあるライフスタ

イルを促進する 

過去からの人格的関係性を通じた

継続的なコミュニケーションが，交

換や贈与の文化を形成し，やがてコ

ミュニケーション自体が贈与だと

感じるようになる．より深く顧客と

関わるためにスキンケア講座など

対面で接する場を増やすことで，顧

客同士のコミュニティが発生する 

顧客→企業 
企業は，商品の対価として

顧客から貨幣を獲得する 

企業は，顧客が発する「多様な意見・

アイデア・要望」を学習することで，

変化する市場に対する適応能力を構築

する 

過去からの人格的関係性を通じた

継続的なコミュニケーションが，交

換や贈与の文化を形成する．やがて

コミュニケーション自体が贈与だ

と感じるようになり，宣伝に協力す

るなど企業の一員として行動し，コ

ミュニティを広げる 

企業→自然 

自然は，企業が環境に配慮

した容器や梱包材の使用，

廃棄物がなるべく発生し

ないような製造を行なう

ことで，許容範囲の擾乱し

か受けない 

企業が「生態系に関する専門知に基づ

いて農業，間伐，植栽」することで，

生物多様性が回復，維持される 

過去からの協働を通じた継続的な

コミュニケーションが，生態系の多

様性を維持し進化させる．共生・協

働の場(農園や里山)自体が，生態系

にとって不可欠であり，自然の一部

である人間とともにコミュニティ

化する 

 

冗長性，多様性，適応性の 3 つが挙げられる(丸山ほか，2014)．自然から企業には，多様性を尊重しあ

い共生する規範，企業から顧客には適応力や柔軟性の促進，企業から自然には多様性を促進するサービ

スが贈与されている．このプロセスでは，企業や消費者は自己の利益を期待しながらも，人格的関係性

に基づいた贈与的コミュニケーションを行ない，相手の持続可能性を高める． 

 また，コミュニケーションを継続するうちに関係性が深化することで，持続可能なサービスシステム

が構築される．サービス深化によって，自然・企業間では，農園・里山といったコミュニケーション場

が，企業・顧客間では，人格的コミュニケーションが贈与され，コミュニティ化が促進される．加えて，

企業は他主体とともに次世代に向けて贈与し，顧客は潜在顧客に対して贈与する．このように，主体間

における循環・閉鎖的な贈与の輪が，サービス深化に伴って開放性をもち，結果としてコミュニティは

横(同世代間)と縦(次世代間)に広がっていくと考えられる． 

また，今回分析できなかった地域システムとの関わりも含め，コミュニティが重層的に構築されるこ

とで，一部に問題が発生しても全体は維持されるようなレジリエントなサービスシステムになっている

と推測できる．  

 本稿の考察は，単一事例を基にした仮説である．そのため，今後は他事例への適用によって持続可能

なサービスシステムモデルとしての仮説を構築し，その後アクションリサーチ手法を用いてモデルの妥

当性を検証したい．また，本稿では顧客から自然へのパスについては陽に検討を行っていない．顧客・

企業・自然の三者間の価値共創においてはそれぞれが取引的・贈与的コミュニケーションを実践してい

くことが重要であろう．これについても今後の研究としたい． 

 

注 
(1)「改善 DO!!」は，あきゅらいず美養品が運営するウェブコンテンツで，顧客の意見，アイデア，要望を募集し，返信

つきで掲載している． 
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