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経営品質実践セミナー（第５回）開催 

～新しくなった経営品質の８つのカテゴリー～ 

 

３月 19日(水)広島市において、日本経営品質賞委

員会 審査プロセス委員・アセスメント基準改訂プロ

ジェクトメンバー 足立 裕氏を講師に迎え、第５回

経営品質実践セミナーを開催し、平成 25年度実践セ

ミナー全 5回、全ての日程を終了しました。 

 

日本経営品質賞とセルフアセスメントの普遍的な考え方  

日本経営品質賞を２０年間ぐらい審査に携わらせ

ていただいていますが、その視点は、一貫して変わ

らない考え方なのです。それは、セルフアセスメン

トによる経営革新の取り組みの成熟度を評価すると

いう視点に立っていることです。要するに、セルフ

アセスメントをしていない組織は、日本経営品質賞

は取れないということになります。セルフアセスメ

ントによって経営革新をしていく、組織を改革して

いく、そういう組織の模範を評価する制度です。だ

から、急成長しているとか、利益をすごく出してい

るとか、非常にユニークな活動を行っている会社を

評価する制度ではありません。たとえ、すごく優秀

なカリスマ型の経営者が勘と経験とひらめきで企業

を率いてきて急成長していても、セルフアセスメン

トをせず、学習するという組織体質やそのための活

動がなければ、なかなか日本経営品質賞は受賞でき

ません。 

経営の様々な活動のユニークさを評価するのでは

なく、それぞれの活動をどのように考えて導入し、

実施した結果は目標に照らし合わせてどのようなと

ころにさらに改善の余地があるのかを考え学習する

組織の体質を評価していきます。 

2014 年度アセスメント基準書を改訂 

1．重視する考え方 

 経済環境や重視される経営課題の変化、最新の経

営理論を踏まえて見直しがされています。 

2013 年度（旧） ①顧客から見たクオリティ ②リ

ーダーシップ ③プロセス志向 ④対話による「知」

の創造 ⑤スピード ⑥パートナーシップ ⑦フェ

アネス 

2014 年度（改訂） ①コンセプト ②変革 ③価値

前提 ④プロセス ⑤創発 ⑥対話 ⑦戦略思考 

⑧グランド ⑨イノベーション 

２．組織プロフィール 

 「価値提供」を新たに追加しました。それにより、

顧客に提供している商品・サービスの内容や特徴、

ビジネスモデルを明確にします。 

３．カテゴリー全体構成と配点の改訂 

2013 年度（旧） 

 カテゴリー１経営幹部のリーダーシップ  120 

      ２経営における社会的責任    50 

      ３顧客・市場の理解と対応   100 

      ４戦略の策定と展開       60 

      ５個人と組織の能力向上       100 

      ６顧客価値創造のプロセス     120 

      ７情報マネジメント            50 

      ８活動結果                   400 

2014 年度（改訂） 

 カテゴリー１リーダーシップと社会的責任 150 

      ２戦略の策定と展開のプロセス  50 

      ３情報マネジメント            50 

      ４組織と個人の能力向上       100 

      ５顧客・市場理解のプロセス   100 

      ６顧客創造プロセス           100 

      ７活動結果          400 

  [新設]  ８振り返りと学習のプロセス    50 

 １～６のアセスメント項目から（Ｃ）項目を無く

しカテゴリー８に集め、今後に向けた改善・革新の

方針を明示する「振り返りと学習のプロセス」を新

設しました。 
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ＨＯＴ情報 

第４７回トップセミナー 

講演：「日本人にかえれ ～世界に貢献する日本人の心～」 

出光興産株式会社 相談役 天坊 昭彦 氏 

 

2 月 27 日(木)開催の平成 25 年度トップセミナー

（「転換期の構想力」～経営の原点と企業の自己革新～）

における出光興産㈱ 相談役 天坊昭彦氏によるご講

演の概要を紹介します。 

 

【出光の歴史と経営理念（主義方針）】 

出光興産の創業者、出光佐三（1885（明治 18）～

1981（昭和 56）年）は、福岡県宗像郡で生まれた。

神戸高商（現神戸大学）に進み、卒業後、酒井商会

に入社して商売の基本を学び、1911（明治 44）年、

門司で出光商会を設立した。黄金（お金）万能の風

潮に強く反発し、顧客の立場で解決策を提案し、そ

の信頼を得て商売を拡大していった。 

創業後間もなく当時の南満州鉄道へ単身売り込み

を始めているように、戦前、出光の事業の８割は中

国などの海外にあったが、1945年の敗戦により海外

資産の全てを失った。国内に仕事もなく借金だけが

残ったところに海外から 800 人の社員が引揚げてく

ることになった。しかし佐三は「出光では人が資本

である」と、一人たりとも解雇しない方針を貫いた。 

1953（昭和 28）年には、自社タンカー日章丸でイ

ランから直接石油を輸入した。いわゆる「日章丸事

件」である。当時、イランの革命政権がアングロイ

ラニアン社（現ＢＰ）の油田を国有化し、これに対

抗する英国政府は、世界に、イランの石油を市場か

ら締め出す圧力をかけた。苦境に立ったイランは、

石油メジャーと提携関係のない出光に極秘裏に石油

の購入を打診してきた。イランの石油国有化が国際

的には承認されたことが確認でき、輸入を決断した。

そして、航路で英国海軍による拿捕も予想される中、

日章丸はイラン石油の積出に成功した。英国の圧力

に対する出光の毅然とした態度は、敗戦で自信を失

っていた日本人を勇気づけ、全国から賛意と激励の

声が寄せられた。そして、これは、中東産油国との

直接取引の先駆けともなった。 

佐三が示してきた出光の経営理念（主義方針）は、

「人間尊重」「大家族主義」「独立自治」「黄金の奴隷

たるなかれ」「生産者から消費者へ」の５つだが、こ

れらの考え方は今も出光の経営の根幹となっている。

核心はこのうちの「人間尊重」である。事業は人が

行うもので、あくまでも人が中心である。事業を通

して社会で信頼され尊重される人間となり、一致協

力して力を合わせることによってさらに大きな力を

発揮し、国家社会に貢献する。これを出光では人間

尊重の経営といっている。 

【出光が上場した経緯】 

佐三は 1981 年に逝去したが、1980 年代後半から

90 年代前半にかけ、世界的な自由化の波、日本経済

のバブル崩壊など経営環境が激変し、設備投資で事

業規模を拡大させてきた出光にとっても経営の舵取

りが極めて難しい時代が始まっていた。キャッシュ

フローや格付け重視、国際会計基準の導入といった

金融環境の変化は、非上場で、100％金融機関からの

借り入れに頼り、資本金 10億円で借入金２兆円の出

光にとってまさに革命的な変化だった。この状況下

で出光が事業を継続していくには 1,000 億円程度の

増資が必要になる。しかし市場性のない株式を引き

受ける会社があるとは思えず、増資するには上場が

不可欠だった。 

当時、出光は出光昭介会長が実質的に 100％の株

式を持つプライベートカンパニーだった。会長とは、

「出光は石油の安定供給の義務を負う公益性の高い

会社であり、万一、破たんすれば、顧客や取引先に

大きな迷惑をかけ、社員を路頭に迷わせ、地域や国

にも迷惑を及ぼすことになる」「今や上場以外にこの

危機的な財務状況を突破する方法はない。上場会社

に求められるＣＳＲの考え方は出光の理念と同じで

あり、上場しても『人間尊重』の事業経営の継続は

可能である」等のことを何度も話した。 

1998 年、米ムーディーズが出光に対し、「投機的

レベル」を意味するＢ２の勝手格付けを発表し、自

己資本の増強を急ぐ必要が出てきた。そこでかねて

相談していた主要銀行と優先株式発行の引受交渉を

始め、会長の了解を得て、2000年 5 月、優先株式の

発行と将来の上場方針が決まった。上場企業に相応

しい経営の仕組みと財務体質の会社へと、思い切っ

た選択と集中で事業構造改革と資産スリム化を図り、

2006年 10月、無事上場を果たすことができた。 

会社の危機に際し、社員自ら進んで一致協力して

ことに処すことで克服し、上場できたのは、人間尊



３ 

重の理念のおかげである。これが出光の歴史であり、

志の高い理念や出光らしさを大切にし、継承してい

くことが、出光の次の 100 年に繋がるものと考えて

いる。 

【出光のグローバル展開で思うこと】 

国内の石油需要が減少傾向にある状況の中で、出

光としてはこれからグローバル展開も強化していき

たい。ベトナムでの新製油所建設（2017年稼働予定）、

カナダでのシェールガスのＬＮＧプロジェクト、ア

グリバイオ事業等、環太平洋を視野に入れた新たな

ネットワークを構築し、海外販売を強化していく計

画である。 

最近、米国の潤滑油製造工場の女性工場長が、「私

達も出光の理念について勉強したい」といってくれ

た。米国でも、日本的な、大家族主義的な経営が受

け入れられるようである。当社でも、一時、東日本

のほとんどの出荷拠点が稼働不能な状況になるなど

深刻な被害を受けた東日本大震災では、略奪も暴動

も起こらず復興に努力する日本人の姿が世界から注

目を浴び賞賛されたが、本当に注目されたのは、互

いに仲良く平和に暮らすため、譲り合い、労わり合

い、助け合う、人の真心から自然に湧き出した日本

の道徳観、日本人の心だったのではないか。しかし、

一般的に、佐三存命の頃と比べ、日本人の道徳観、

倫理観が劣化しているようで心配である。現在、政

官財で注力されているグローバル人材の育成には、

まず日本人が日本人の心を取り戻し、真の日本人に

かえる必要がある。グローバル化の進む世界で、日

本人が、優れた技術に加えてこの日本人の心を伝え

ていくことができれば、時間はかかっても対立・闘

争の激しい今の世界を落ち着かせ、世界が抱える問

題解決に貢献できるものと考える。

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆ 
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平成２５年度第４回 時代の潮流とリーダーシップ 

～時局を的確に読み、未来を自ら切り拓く～ 
 

3 月 14日(金)、「時代の潮流とリーダーシップ講演

会」（講師：シンクタンク藤原事務所会長藤原直哉氏）

を開催しました。ここでは、第 2部「経営を成功に導

くリーダーシップ」を要約したものを紹介します。 

 

１人当たりＧＤＰが世界１位のころ、日本は大きな

目標のもと皆が迷わなかった。この頃、量的拡大がピ

ークを迎え、平成元年の経済白書にも、次に求めるも

のは質と書いている。この量から質への転換が出来な

かった要因に、日本におごりがあったこと、つまり、

テレビも車も量産技術で強くなったのをオールマイテ

ィに強くなったと勘違いしたことがある。 

 

わが国は史上最高の収益を出しているにも関わら

ず株価が上がらず、バブル崩壊前のピーク 39,000円の

２年後と同水準の 14,000円程度である。目下デフレな

ので企業価値は上がっても良いはずだが変わらないの

は実力が伴っていないためである。 

 

現在、何かに向かって努力することが大切であるが、

これには何が正しいかを決めるリーダーシップが必要

である。この 20年間心身をすり減らし頑張ってきたの

に再生できないのは頑張る場所を間違えたこと、つま

り、何が正しいかを誤ったことによる。 

これは、大学入試に正解を選択肢の中から選ぶ共通

一次試験が導入されたことなどにより自分の考えがな

く何も分からない人が増えたことによるもので、これ

を打開するポイントは教育にある。そして、初めに、

あらゆる場面で頑張る場所を答えのないところから考

え決めなければならないが、企業経営者や当選回数 1、

2回の政治家は自ら考えず周囲を見て決めている。と

にかく自分で頑張る場所を決め、どうやったら成功す

るかを考えることであるが、今は何を作れば成功する

かを考えることである。 

このように、時代の変わり目にはいつも自分で答え

を出していかないといけない。そこに必要なのは横の

連携である。次の命題は脱貧困、ライフスタイル変革

で、そこに新しい技術が入って来るのである。 

 

さて、我々はコピー文化に流されている。コピーさ

れたものは綺麗だが良いと思わないのはコピーに揺ら

ぎがないからである。例えば、紅葉の写真を見てホッ

とするのは、紅葉一つ一つで色や形に同じものがなく、

色や形に揺らぎがあるからである。揺らぎは一期一会

のことであり、人は揺らぎがないと幸せを感じられず、

おかしくなる。 

自然は型と揺らぎでできている。毎回異なるのが型

であるから、プロの仕事は揺らぎの中にある。一方、

マニュアルは型にはめるだけの仕事はレベルが低い。

この様に、型だけ考え仕事をしていることが最大の間

違いである。揺らぎを考え、付加価値を付けた仕事を

することが大切である。 
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平成２６年度通常総会 
日 時：５月２８日(水)１４：３０～１８：３０ 
場  所：ホテルグランヴィア広島 

           （広島市南区松原町 1-5） 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２５年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２６年度事業計画及び予算について 

３．役員改選について 

４．その他 

◇特別講演会  

 「経営戦略としてのワーク・ライフバランス」 

   ㈱ワーク・ライフバランス 

         代表取締役社長 小室 淑恵氏 

 ◇懇親パーティー 

 

 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

日 時：６月２１日(木)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 15,400円 

講 師： 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役社長

神戸女学院大学非常勤講師     服部 英彦氏 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

  ・他者から見た自分の第一印象を知る 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

  ・「ＧＯＯＤ ＯＪＴ」「ＢＡＤ ＯＪＴ」 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

  ・次世代リーダーとして必要な能力 

  ・メンバーをイキイキさせるために 

  ・メンバーの協力を結集する 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

  ・成果をあげるリーダーの思考法 

  ・使命感を持ったリーダーが求められる 

 

 

 

管理職のためのメンタルヘルス対策セミナー 

～組織が崩壊しないためのリスクマネジメント～ 
日 時：７月８日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町 3-3） 

会員参加料： 15,400円 

講 師：Ｙ'sオーダー 代表取締役 藤野 祐美氏 

内 容： 

１．ますます深刻になっている、今、職場で起こって

いること 

２．知らないでは済まされない！ｽﾄﾚｽと病の基礎知識 

３．メンタルヘルス対策は「早期発見」が重要！ 

  ～心の不調に気づくためのチェックポイント～ 

４．心の不調を起こした部下への正しい対応 

５．職場復帰のための具体的な方法 

６．「予防」のために上司、職場がすべきこと 

 

 

適性能力総合診断テスト   

～適材適所を実現する人事のために～ 

適性についてこそ人材は生きるものであり、この適

性配置を実現することによって仕事が楽しくなります。 

当本部が行うこの診断テストは、適性能力を客観的

に把握することができます。新入社員の採用や、社内

の異動の参考資料として２億４千万通りのデータが人

事担当者の期待に大いにお応えできることと思います。 

●診断内容 

【基礎的能力テスト】 

  ・言語的能力 ・論理的判断 ・推理的判断 

  ・計数的能力 ・図形的認識 

【性格適性診断】 

  ・性格特性分析 ・適性職務分析 

●テスト標準制限時間 ５０分 

●診断料金（お一人様の会員価格・税込） 

   １～ ３０名様までのお申込み  3,450円 

  ３１～１００名様   〃     3,020円 

 １０１～２００名様   〃     2,590円 
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