
 

 

顧客視点の経営革新 
㈱ＭＰＣ 代表取締役 岡 本 正 耿 氏 

 

０．はじめに 

今日は「顧客視点の経営革新」というテーマですが，どこで講演しても，2種類のお客様がお見え

になります。1 つは経営品質のマニアみたいな方で，「経営品質，命」という感じで知り尽くしてし

まっている方です。もう一方は，経営品質とは何だかよくわからないけれど，来てみたという方です。

つまり正反対の 2 つの「顧客」があります。特定の顧客に焦点を絞らないとＣＳはできませんので，

本来これはいけないことですが，絶えず新しい方にいらしていただいて，経営品質に興味を持ってい

ただくという目的がありますので，やむをえません。 

 

（１） 経営品質は価値前提で 

経営品質について，非常に重要なコンセプト・概念として，「物事の考え方の前提」があります。

私たちは，例えば「それについては，私はこう思います」と言ったり，あるいは人が話していること

に対してうなずいたり，あるいはそっぽを向いたり，何らかの行動をとります。なぜ，その行動をと

っているのでしょうか。その行動には，必ず頭の中に「思考」という何らかの考え方があります。会

社を直そう，会社を良くしようとするときに，従来のいわゆる手法型の改善では，行動を直そう，改

めようとします。しかし，なかなか本質的に会社は変わりません。それは，思考が変わらないからで

す。思考が変わらないかぎり，人間は変わっていかないのです。経営品質では，その思考の大前提を

「価値前提」といいます。 

一般的な考え方はこれとは逆で，「事実に即して我々は経営の意思決定をするのだ」，あるいは「事

実に基づいて何かをするのだ」という「事実前提」です。では「事実」とは何か。事実はいくらでも

あります。例えばここに何十人の方がおられます。その方たちには，みんなそれぞれの都合があるわ

けです。みんなの都合を聞いて一つの会社を経営しようとしても，できるはずがありません。事実に

即してものを考えようとすると「過剰順応」（over adaptation）という状態になります。 

スタンフォード大学の 2人の先生方が，株主収益率が安定して推移している企業と，そうでもない

企業を比較研究したら，長く成功を持続している企業は，流行を追いかけていないという結果が出ま

した。流行を追いかけている企業は，ある時はいいけれど，その流行に不適合が起こると，今度はも

う適応性がなくなってしまう。それが過剰順応です。クリステンセンという人は，最近これを「イノ

ベーションのジレンマ」と言っています。この過剰順応は非常に怖いです。 

「価値前提」とは簡単にいうと，大事にするものを定めていることです。大切なものは何なのかを

あらかじめ明確にしていれば，社員一人一人，第一線の社員でも，何が大切なのかわかっているので，

みんなが判断できます。事実の選択順位を決めてあるということです。 

 

 

（２） 社会システムが対象 

経営品質のもう一つの側面ですが，民間企業だけを対象にしておりません。社会システムのすべて

対象にしています。システムには 3つあります。 

１つは「生態系」です。これは人間が作ったものではありません。自然が，強いていえば神が創っ

たものです。 

次に，人間が作ったものとして「技術システム」があります。技術システムとは，物と機械のシス

テムです。物と機械ですから，心などはありませんので，計算どおり，設計どおりにやればいいわけ

です。 

経営品質では，「組織」を物と機械の集積として見ません。私たちは，3 番目の「社会システム」

と見ます。社会システムとは，人間が中心のシステムですから，いろいろな人がいます。つまり「多

様性」を前提としています。いろいろな都合，事情，思惑，夢，価値観，多様性。むしろこの多様性

をいかに活かすかという観点から考えなければなりません。それから，人はこうやって，皆さんのよ

うに熱心に勉強したり，何かを経験したり，大きな失敗をしたり，成功したり，つまり日々経験を積
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んで，ものの考え方を無意識のうちに変えています。つまり「変動性」です。多様性と変動性が，社

会システムの前提ですので，固定的なものとして考えることは，きわめて危険であると思います。 

社会システムで大きな単位をいうと，おそらく「国家」がそうではないでしょうか。今，我々人類

は昨年 9月のテロ以降，国家よりさらに大きな「全人類」という社会システムをどう考えるかに直面

し始めています。私たちは，それぞれの文化や文明をどのようにうまく調和させたらいいのでしょう

か。そういうことに，アメリカ人だけではなく，すべての民族が直面しているといっていいかもしれ

ません。 

「国家」が，とりあえず我々の想定している大きな社会システムで，もう少し小さなシステムにな

ると「自治体」，都道府県，市町村があります。もちろん，いろいろな規模の民間企業，あるいは非

営利のさまざまな組織社会もシステムです。 

この２月から，岩手県では病院局が，経営品質に取り組み始めます。高知県でも，昨年 12 月に病

院の総婦長，婦長の経営品質の勉強会で講師をさせていただきました。どうも学校より病院の方が，

今のところご熱心です。学校も，少しずつ進めていかなければならないと思っておりますが，病院や

学校も経営品質の対象に入ります。 

あるいは組織そのものではないものも，対象に考えていかなければなりません。例えば「日本の文

化をいかに考えるベきだろうか」。わが国では，音楽教育に西洋音楽を選択した結果，我々はジャズ

や外国のポピュラーミュージックを，自分で演奏したり歌ったりすることができるようになりました。

しかし多くの方々は，邦楽をしなくなりました。琴や三味線，尺八などは，あまりする方はいません。 

また私たちは，洋風化の進展とともに洋服を選びました。私自身を含めて，男性の方で着物をお召

しになる方は非常に少なくなりました。女性の方は，成人式や結婚式でたまにはお召しになりますが，

それでも機会は少ないわけです。こういう文化を，我々はどう考えるべきでしょうか。 

英語を主要言語にすべきだという乱暴な議論がありますが，そうすると日本語がだんだん使われな

くなります。そうすると我々の子孫は，源氏物語も枕草子も夏目漱石も読めなくなってしまうかもし

れません。そういうことを，いったい我々はどう考えていくべきか。 

経営品質はこういうことにも，これから取り組まざるをえないだろうと考えております。つまり社

会システムとは文化であったり，社会そのものであったりするわけです。さらに小さな単位でいえば，

家族も社会システムです。 

そういう社会システムを前提とする，経営品質の基礎であるビジョン，つまり経営品質の価値前提

をもう少し明確にしてみます。 

 

１．経営品質のビジョン 

（１） Ｊ．Ａ．シュンペーター 

この創造的破壊（creative destruction）の過程こそ、資本主義についての本質的事実である。

それはまさに資本主義を形づくるものであり、すべての資本主義的企業がこの中に生きねばならぬ

ものである。 

経済学を勉強なさった方は，ケインズと同時代のヨセフ・シュンペーターという学者の名前は，よく覚えてお

られるかと思います。シュンペーターは，「静止した，止まった社会主義経済はあるが，ダイナミックな社会主

義経済はない」と言いました。「資本主義というのは，絶えざる変化」である。‘creative destruction’，すなわち

イノベーションだけが資本主義の特質なのだ。イノベーションをしなければ，資本主義は止まってしまう，なく

なってしまうのだと言っています。 
シュンペーターは，「企業」という前提でこう言いましたが，資本主義とは社会の運営の仕方であり，経済的

側面だけではありません。行政も nonprofit（非営利）組織も，いずれも革新をしなければ，存在が許されませ

ん。シュンペーターがお亡くなりになってだいぶ経ちますが，現実にはすべての社会システムが，革新をせ

ざるをえないことがより鮮明になってきました。 
 

（２） Ａ．マズロー 

まず初めに、よい人間があり、彼らはよい組織にいる。そうした時には、仕事は改善する方向へ

ともってゆき、産業を改善する方向に向かわせ、その産業がそこに属する人を改良してゆくという

ぐあいに、順序よく進んでゆくのである。人間の労働生活の特定の経営、つまり、人間が自分たち

の生計をたててゆく方法において、自分自身を改良し、世界を改良し、ユートピアが作られ、イノ

ベーションが可能となる。 

アブラハム・マズローは，いわゆる「自己実現」（self- realization）を言った人です。彼は，エ

レノア・ルーズベルトやアルバート・アインシュタインといった大変優れた人を研究して，我々人間
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が目指すべき生き方とは何かという心理学を作った人です。 

私はたまたま若いころに，このマズローの助手をやっていたジーン・モイという先生について臨床

心理を勉強したものですから，先生に聞きました。「『自己実現』」という日本語と，

“self-realization”という英語はどうもしっくりこない。self-realization は，何か自分を変え

ていくという感じがあるのですが，先生，どうなのでしょう」。するとその先生は「まさにそのとお

りだ。日本語でいえばむしろ『自己開発』に近いのだ。自分を開発していくことに近いのだ」とおっ

しゃってくださいました。 

そのことがここに少し触れてあります。「まず初めに，良い人間があり」。これは重要なことですが，

マズローは，組織がよいのではなく，良い人間が先だと言っています。良い人間でなければ，よい組

織は作れない。だから，よこしまな組織革新だったら，組織革新にならないのです。良い人間があっ

て，その人間たちが作る組織が，良い組織なのです。「そうしたときには，仕事は改善する方向へと

もってゆき，産業を改善する」。つまり，その組織の外側まで改善の力が及んでいくことを言ってい

るわけです。そしてその産業がそこに属する人がさらに組織を良くして，その組織が人を良くしてい

くという相互作用が起こってくるわけです。「というぐあいに，順序よく進んでゆくのである。人間

の労働生活の特定の経営，つまり，人間が自分たちの生計をたててゆく方法において，自分自身を改

良し，世界を改良し，ユートピアが作られ，イノベーションが可能となる」。 

マズローはイノベーションについて，結局，人間が自分自身を変えていかなければいけないのだと

言っているわけです。あなた方は，組織を変えるのではないのです。あなた自身を変えるのです。あ

なた自身が変わらないかぎり，組織は変わりません。あなた自身の行動ではなくて，思考を変えるの

です。 

 

（３） Ｄ．ガボール 

われわれが社会正義のようなものに近づきつつある現代では「幸福をかちとる能力（the 

capacity for happiness）」は非常に道理にかなったものである。なぜならば、個人の幸福は、そ

れを求めるその人自身の才能によって左右されるようになるからである。われわれは今や、人々が

非常にちがった資質を持っていると認識するほどに、十分すぎるほど豊な社会に住んでいる。そし

て成熟社会のおいて最も価値ある人々とは、最も生産的な人々ではなく、おそらくまた最も創造的

な人々でもなく、自分自身幸福であり、善意と幸福とを自分の周りにひろげることができる人々で

はなかろうか。 

デビス・ガボールは，『成熟社会』という論文でノーベル賞を取った先生です。彼が書いているこ

とをピックアップしました。 

「我々が社会正義のようなものに近づきつつある現代では」とは，「我々みんなが，何となくより

よい社会を作ろうよということに，少しずつ気がつきはじめた」ということです。ガボールはイギリ

ス人ですから，イギリスの人々のことを言っています。しかし同時代に，イギリス人だけではなく，

シカゴ大学のロバート・ハッチンスという学長も，「私たちは何かに気がつきはじめた」と言ってい

ます。自分たちの社会を，もう少し良くしようではないかということに気がつきはじめたのです。 

いい社会を作ろうかという気運が出はじめてくると，そういう「現代では『幸福を勝ち取る能力』

は非常に道理にかなったものである」。「幸福を勝ち取る能力」とは，幸福になろうとする，あるいは

幸福を得ようとする能力のことです。「なぜならば，個人の幸福は，それを求めるその人自身の才能

によって，左右されるようになるからである。我々は今や，人々が非常にちがった資質を持っている

と認識するほどに，十分すぎるほど豊かな社会に住んでいる。そして成熟社会において最も価値ある

人々とは，最も生産的な人々ではなく，おそらくまた最も創造的な人々でもなく，自分自身幸福であ

り，善意と幸福とを自分の周りに広げることができる人々ではないだろうか」。ガボールは，「微笑を

たたえた社会」ということを，「成熟社会」と呼んでおります。 

つい昨年 12 月の初旬に，ロンドンエコノミスト紙で，ピーター・ドラッカーも 2030 年，2040 年

ぐらいの社会を，「お互いが他人のために生きる社会」と言っております。 

ガボールは，「倫理指数（ＥＱ）」を言っています。倫理指数が一番低い人は，人に迷惑をかけたり，

破滅的・破壊的なことをする犯罪者のような人。それほど悪くなくても，自己中心で人の迷惑を顧み

ない人は，やはり倫理指数は低い方です。倫理指数がとても高い人は，自己犠牲をいとわず社会のこ

とを最優先に考える人。その次ぐらいが，自己犠牲まではいかないけれど，いつも社会を優先して考

えている人。そして「成熟社会」とは，この倫理指数の高い社会を意味しています。 

最初にそのことを頭に置いてお聞きください。経営品質では，そういう社会を求めていくのです。

そういう社会を作るための，一連のツールと仕組みなのです。民間企業が短期的な利益を上げるため
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のものではありません。最初にこの位置づけを，3人の著名な学者を引用して，申し上げさせていた

だきました。 

 

広がる経営品質 

もう 1つ，現在，経営品質は北海道から沖縄まで日本全土に広がってきました。 

行政の経営品質に先進的に取り組んでいるのは，まず岩手県です。それから盛岡の近くにある滝沢

村が大変真剣に取り組んでおられます。それから三重県の北川知事が取り組んでおられます。いよい

よ三重県では 2～3 月の議会の開催中に，県会議員の皆さんに経営品質の勉強をしていただくことに

なりました。あるいは，高知県は一昨年から新任の課長を登用するとき，コンピテンシー・モデルを

全国に先駆けて行いました。 

お役人の方は，何かしていればいいという認識から，まだ抜けきっていません。実はしていること

をやめてもらった方がありがたいのですが，より広げてしまうのです。ほとんど目的や本質を考慮せ

ずに，ものをお考えになっています。例えばタレントを呼んだ「一日署長」が県警であります。不良

青少年をなくす目的なのですが，どうしてそれで不良青少年がいなくなるのか，説明を求めても全く

できません。そういうことを高知はかなり徹底して行っていて，来年度も変えていくということです。

行政そのものがしている大きな動きは，そのようなところです。 

行政が民間の経営品質を支援するところはたくさんあります。もちろん，沖縄の稲嶺さんのところ

は，「ビジネスオンリーワン」という表彰制度を行っていますし，それぞれ地域で固有の名前が付い

ています。 

もう 1つ，従来の経営品質の考え方は，どちらかというと今日お集まりの皆さん方のように，経営

を何とか良くしたいというご熱心な企業の方たちを対象としたものでした。ところが昨年，一昨年と，

盛岡の矢巾町で「矢巾町経営品質セミナー」を行ったところ，ご夫婦で焼肉のタレを製造しておられ

る方，あるいは 62～63 歳の方お一人でよろず屋をしている方などが参加してくださいました。そこ

で今の経営品質そのままのやり方では無理だということがわかり，実験的に易しいやり方をいくつか

して試みました。 

従来の優秀な企業だけを表彰あるいは評価していくものから，より小企業を支援していくものにも

経営品質は変わりつつあります。 

 

２．顧客満足 

（１） ＰＩＭＳ研究 

ジャック・ウェルチの前の，レジナルド・ジョーンズの頃ですが，GE は，PROM（Profitability 

Optimization Model）というプログラムをしていました。PROM は，収益が上がっている事業部門

（business unit）にはどのような特徴があるのか調べたわけです。それを発展させたのが，このＰ

ＩＭＳ（Profit Impact of Market Strategy）です。今，これは全米の約 1000 の事業が，国家の下

でデータベースになっています。 

このプロセスでわかってきたことは，収益に関係する最も重要な要素は「相対的品質」，競争相手

と比べた品質（quality）だということです。ただし，この場合の quality という英語は，日本では

「品質」と訳しましたが，もともとはラテン語の「クオリス」という言葉です。これは「性質が目的

に合っている」という意味です。ですからクオリティとは，品質が高い，低いということではなく，

目的にフィットしている度合いをいいます。お客様からすると，自分の目的に一番フィットしている

ものを当然選びますから，これが利益を決定づけていることがわかったわけです。 

このような研究をしているときに，ウェルチはＧＥの社長になります。「ウェルチは，1～2番以外

の物はあきらめなさい，やめてしまいなさいと言った」とよく書物などに書かれていますが，彼はそ

ういうことは言いません。「相対品質で 1 位か 2 位を維持できていないものは，相手の方が上手いの

だから，それは相手に任せましょう」と言ったのです。シェアが 1番，2番だとは言っていないので

す。 

また，実はマーケットシェアは，シェアが先にあるのではなくて，相対的品質によってシェアが上

がることも，このＰＩＭＳの研究でわかってきました。 

 

（２） 知覚品質 （perceived quality） 

従来のクオリティ，品質は，生産の現場で議論されていたのですが，どうもお客様が評価するもの

らしい，あるいはお客様の評価は測定できることがわかってきました。それが「知覚品質」です。
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perceive とは「わかる，見分ける，見抜く」といった意味です。「お客様が見抜くクオリティ」。お

客様がそう感じて見抜くクオリティとなると，実は売り手側が考えているものと違ってきます。例え

ばメーカーでは製品が重要だと考えるかもしれません。あるいはサービス業では，提供するサービス

が重要だと考えるかもしれません。 

例えば，「クリネックス」と「スコッティ」というティッシュペーパーでは，お客様の知覚品質は

クリネックスの方が上です。紙そのものは変わらないのに，なぜか。これは日経産業消費研究所で調

べたのですが，お客様は「クリネックス」というブランドの名前に，「宝石，豪華，貴族的」という，

非常にいいイメージを感じ取っていました。ところがスコッティの方は，ブランド連想の幅が狭くて

「トイレットペーパー」とか「ティッシュペーパー」と，ダイレクトにイメージされていました。そ

うすると，ティッシュペーパーではブランドが知覚品質の中で非常に重要なことがわかります。 

あるいは，アメリカでボルドリッジ賞を受賞したグラナイトロックという生コン会社では，初めの

うち生コンそのものが重要だと思っていました。ところがお客様にとっては，生コンはどこのものも

同じで，それよりも営業マンの態度や物の売り方が重要だと思っていたわけです。つまり運転手さん

の愛想や，約束の時間どおりに来るかどうか，また販売の単位や価格の方が重要だったのです。そこ

で使用量単位で価格を決め，運転手さんは愛想をよくし，約束どおりに現場に行ったり来たりするダ

イアグラム配送をきちんと行いました。するとお客様が大変評価し，このグラナイトロックは，カリ

フォルニア地区で売上高が数十倍に伸び，シェアも利益も大変に伸びました。 

つまり知覚品質というのは，メーカーなり，売り手なりが重視していることではなく，お客様が重

視していることなのです。 

 

（３） 物的知覚品質 

･･･ 基本性能・特徴・規定品質・信頼性・耐久性・サービス力・美しさ・ブランド 

モノの知覚品質ですが，これはまず「基本性能」，すなわち時計ならきちんと時を刻む，筆記具な

ら書けるという，当たり前に求められている機能のことです。 

求められている機能が一定なら，人々は「特徴」で選ぶようになります。例えば今隣の人が使って

いる筆記具と，自分のものは違うのは，特徴で選ぶからです。製品やサービスは，最初は基本性能で

選ばれます。しかし基本性能がどこのものを買っても安心という状態になると，今度はデザインや重

さのような多様化が起こってきます。つまり「特徴」が重要になるというのは，多様化の時代のまさ

に特徴です。 

「規定品質」とは，メーカーが仕様書で決めた品質で，サイズやスペックのことです。 

「信頼性」（reliability）とは，与えられた，あるいは期待された性能や特長を，いつでも得られ

ることです。 

「耐久性」（durability）とは，寿命が長い，あるいはかなり過酷な使い方をしても壊れないこと

です。これからグローバルの競争になってきますと，結構，日本の製品がこの durability でヨーロ

ッパに負けます。100 年もつような設計を，ヨーロッパの多くの産業ではしておりますが，日本では

大体長くて 20 年ぐらいです。そこも日本の産業は，これから考えていかなければなりません。 

「サービス力」（serviceability）とは，故障したときすぐ飛んできてくれる，あるいは使い方が

よくわからないと電話したとき，親切にわかりやすく教えてくれることです。 

「美しさ」。同一の分野でどちらがきれいかは，きわめて重要な知覚品質です。 

「ブランド」（brand），商品名のことです。フジ写真フィルムの使い捨てカメラの名前を隣の席の

人に聞いてみてください。名前は，「写ルンです」。消費者に認知されています。コニカの同じような

商品は「撮りっきりコニカ」，これは最初「ナイスショット」という名前で出しました。今「写ルン

です」は 90％のシェア，「撮りっきりコニカ」は 10％です。名前なのです。「写ルンです」は，設計

担当者が製品を作って，営業の人に渡します。営業の人が「これ，写るんですか？」「写ルンです」

と。わかりやすいです。「ナイスショット」は意味不明です。ゴルフ場でしか使わない言葉です。「撮

りっきりコニカ」の意味も，やはりよくわかりません。何が大事かは，物によって違うのです。 

以前，東芝の「勝手に氷」という冷蔵庫の企画をお手伝いしたとき，若い主婦にグループインタビ

ューしたことがあります。そのとき，冷蔵庫とは関係ないのですが，東芝のテレビの名前がうるさそ

うだという話が出ました。テレビの名前は「バズーカ」で，その本来の意味は「対戦車迫撃砲台」で

す。確かにうるさそうな名前です。そのとき松下が出したテレビは「画王」。図画工作の「画」に王

様の「王」だから，絵がきれいなのだということが，小さい子どもでも，おじいちゃんでもおばあち

ゃんでもわかるわけです。「バズーカ」では何だかわからないので，松下の勝ちです。サンヨーは「帝

王」，日立製作所は「革命児」，いずれも意味不明です。こういうところにも，実は知覚品質があるわ
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けです。 

つまり物によって，お客様は予想外のところを重視しているということです。 

 

（４） サービスの知覚品質 

･･･ 視覚要素・正確さ・専門能力・反応の良さ・共感性・約束を守る・頼りになる・礼儀の

良さ・安全性・会いやすさ・コミュニケーション 

「視覚要素」とは，例えばホテルやレストランに行かれるときに，まずその建物を見ます。あるい

は，部屋を使ってみて感じのいい部屋だったとか，あのレストランはなかなか雰囲気があるという，

見た目です。 

「正確さ」は，予約をしたりしたとき，必ず取れている，あるいは交通サービスの場合，定時運行

できているということです。ＮＴＴでかつて電話ＣＳの調査をしたことがあります。一般のお客様か

らみて，電話をかけて一番不安な電話の相手は，民宿でした。民宿に電話すると，お留守番なさって

いる，おじいさんかおばあさんが出てきて，何を聞いても「ああ」で，「イエス」か「ノー」かがわ

からず，予約が取れているかどうか，行ってみるまでわからないからです。一般の消費者によく聞き

ますと，販売員の多くは曖昧な語尾だそうです。「これなど，よろしいのではないですか」であり，

「これがいいですよ」ときちんと言わないようです。 

「専門能力」。不健康そうなお医者さん，あるいはすごく優しそうなやくざというのは，成り立つ

でしょうか。専門能力とは，そのビジネスにおいて「らしく」なければいけないという意味です。ま

た，板前さんが，平場のよく見える板場で，指に包帯を巻いて，魚をさばいていたらどうでしょう。

「また切っちゃったよ」なんて言ったら，もう二度と行かないです。 

サービス業の方は，結構この専門能力が重要なのです。ところが，そういうことをあまりお考えに

ならないでやっているから，お客様は「あそこは何だかしっくりこない」となるわけです。 

「反応の良さ」（ホスピタリティ）は，もともと相手の方を意識する精神を持っていないと無理で

す。これは採用が決め手です。新入社員のときに性格が悪かった人は，定年まで性格が悪いように，

人間性は直りません。教育が難しいのです。 

ワタミフードサービスでは，アルバイトを採用するとき，通常の飲食店ですと，愛想や言葉遣いを

チェックするのですが，ワタミではそのようなことはしません。社長の渡邉美樹さんが講演会で話さ

れているビデオを見せます。ちょっとした親切をしてあげたとき，「ああ，ありがとう」と喜んでく

ださることがすごく嬉しいという話をしている。そのことに興味のない学生は寝てしまいます。そう

したら採用しません。目がランランと輝いてくる人を採用するのです。 

こちらの方ではあまり出店してないかもしれませんが，東京の方に行かれたら，ぜひ寄ってみてく

ださい。それで「イカの焼いたの」を頼みかけて，「何とか」に変えて，やっぱりやめて，みたいな

嫌がらせをしてみてください。普通のお店だと顔が引きつってきますが，ワタミでは引きつらないで，

ニコッと笑っています。 

ホスピタリティは先天的なもので，あとから教育するのは大変難しいのです。コミュニケーション

のしかたは，理論もあって，教えられます。リーダーシップも教えられます。しかし，教えられない

ものがあります。例えば情熱，こだわり，人に対する気持ちです。そういうものは，その人自身が自

分で発見するしかないのです。どんなにすばらしい講師が説明しても無理です。ところがサービスの

知覚品質では，かなりそういうものが決定的なのです。 

アメリカのサウスウエスト航空で，面接のとき最初に質問するのは「今までで一番おもしろかった

冗談を１つ言ってください」。なかなか言えないです。そして何かおもしろいことを言って第一次試

験をパスすると，次は「しらけた雰囲気を，冗談で乗り切った経験を言ってください」。これも実際

に経験がないと言えません。でも実はリーダーシップの中で非常に重要なのは，そういうことです。

緊張して何となくギクシャクした雰囲気を和らげていく，あるいは何となくしらけた場を乗る雰囲気

に変えていくことが，かなりリーダーシップのなかで重要なのです。でも，それは学校でもセミナー

でも，やり方を教えてくれません。自分で開発するしかないです。 

そういうことができる人を採用しているのが，サウスウエスト航空やワタミやリッツカールトンホ

テル，あるいはディズニーランドなのです。 

「共感性」もない人はないです。「暑いね」と言うと，「いや，俺は寒いな」。「腹，減らない？」「俺

は減っていない」。何事についても，共感してくれない人がいます。共感することで相手の方の気持

ちが落ち着くわけだから，共感すればいいのに，「どうして？」とか言って反論する。 

千葉夷隅ゴルフクラブに，ちょっと暑いぐらいや寒いぐらいのときに行かれて，コースの途中にあ
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る売店で一休みなさるとき，ちょっと実験してみてください。ちょっと暑いころは，プレーをしてい

るのでかなり暑く感じます。ところが，販売員の方はずっと同じ場所にいるから，体感温度でいうと

3～5度ぐらい感じ方が違います。そこで，プレーヤーが暑そうだなと感じ取って，「お暑いのではな

いですか」と窓を開けてくれたりする人と，そうでない人がいるわけですが，夷隅では必ずそうする

はずです。 

共感とは，相手の気持ちがわかることです。相手の気持ちがわかるためには，相手の気持ちをわか

ろうと絶えずしていることです。相手の気持ちに興味すらない人には，共感性は出てきません。 

こういうセミナーで，皆さんに何とかピンと来ていただこうという話をする先生と，逆に眠たくな

るような話をする先生がいます。オーディエンスを意識する講師と，そうでもない講師がいるわけで

す。今度はオーディエンスも同じです。私のお話に小さくうなずいてくださる人，「そうだよな」と

目で何となく反応してくださる方と，話がつまらなくて聞いていられないという態度をなさる方がい

ます。いずれも共感性で，これも教えられません。自分で気づいていくしかありません。 

「約束を守る」。これはしつけの問題です。約束を守るとは，「できない約束をしない」ということ

です。人がよすぎて，できない約束をしてしまう。営業マンなどでも，気の弱い人が，約束を破って

しまうことが多いです。 

「頼りになる」。親せきや家族を除いて，あなたはだれに頼りにされていますか。trustworthy と

いって，会社でも同じです。困ったときに，どの会社に頼むか。これは人についても同じで，実は私

たちにとって本当にいい人間関係は，trustworthy なのです。あいつなら絶対大丈夫とお互いがわか

り合えている。サービスの場合はこれが決定的に重要です。 

「礼儀の良さ」。経営品質の方のお集まりでは，マナーやチケットが非常にいいです。いい人間に

なろうという考え方を持っている人たちが集まっているからです。ところが一般のいろいろな方が集

まっているセミナーに行くと，かなり態度が悪かったりします。この礼儀とは，格好だけではなく，

いい人になろうと意図しないかぎり，よくなりません。人間として高めようとすると，礼儀は自然に

よくなってきます。だから，いろいろな話をするときに，あまり礼儀のない人は簡単に判断できます。

その人は，自分を高めようとはしていません。 

「安全性」は，もちろん製品が安全かどうかもあるし，スキャンダルに巻き込まれない，不公正な

取引をしていないことも入ります。 

「会いやすさ」（accessibility）は，電話したらすぐ飛んできてくれるとか，連絡がつきやすいと

いうことです。 

「コミュニケーション」は，友達や知り合いの中で，その人とならどんどん話が盛り上がる，その

人でないとどうも話が発展しない。コミュニケーションとは，その能力を意味します。 

（３）と（４）を合わせて，ビジネスの知覚品質になるわけですが，いずれも一般的な有形製品が

（３），一般的な無形製品，サービスが（４）です。こういうことを参考にしながら，ご自分のビジ

ネスの知覚品質は何かを考えてください。 

 

 

（５） 機能的品質と情緒的品質 

知覚品質がわかってきていろいろ議論するとき，いくつかものの考え方を知っておく必要がありま

す。立教大学の前田勇先生という，日本旅館のサービスがご専門の先生がおられ，「機能」と「情緒」

と分けました。機能的品質とは，客観化できるもので，時間，長さ，重さなどで測れるわけです。情

緒的品質は，快適さとか，落ち着くとか，なかなか測りようがないものです。その方の文化，教養，

育ちなどに影響します。 

例えば千葉夷隅ゴルフクラブでプレーして，皆でお昼を食べます。サンドイッチ，ステーキ，ラー

メンと，それぞれ調理時間が全然違っても，すべて同じタイミングで出てきます。つまりプレーする

方は同時にプレーに出たいわけだから，一緒に食べられるようにしようということです。 

それからグリーンの上で，よく皆さんがお聞きになる「キャディさん，これ左，どのぐらい行くの？」

という質問に対して，機能的品質で回答するのはシングルプレーヤー相手のときです。つまり，その

とおり打てる人には「左８センチぐらい」と機能的です。ハーフ 50 ぐらいの人にそのようなことを

言っても無理なので，「気持ち左」とか，情緒的品質で言います。 

ハーフ 50 というのは，一番お客様として扱いづらいそうです。理屈が多くて技術が伴っていない。

ゴルフのあとでも，よくしゃべります。シングルは寡黙で，翌日もゴルフの話などしていませんが，

ハーフ 50 は翌日うるさいです。もっとも，このハーフ 50 がよくしゃべるおかげで，ゴルフ場は新し

いお客さんが来てくれるそうですが。大体 47 か 46 が出ると，自分より下手な人を誘いはじめます。
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大体，部下や後輩を誘います。部下や後輩は，上司に誘われたら踏み絵をして，「私，クラブを持っ

ていないのです」と言ってみてください。そのときにいい人か悪い人かすぐわかります。いい人は自

分のクラブをくれますが，悪い人は「オレのを買え」と言います。ここで上司の性格がよくわかるわ

けです。 

 

（６） 当たり前品質と魅力的品質 

例えば遊園地やゴルフ場，あるいはちょっとくつろいで食事なさるレストラン，夜一杯飲みに行く

バーやクラブといったお楽しみのサービス業の場合，お客様は当たり前品質をさほど重視していませ

ん。ところが，ビジネスホテルに出張で泊まったとき，気にするのは当たり前品質ばかりです。シャ

ワーは出るか，電気は点くか点かないか。当たり前品質がちょっとだめだと，お客様が怒ります。な

いと不快になるのが，当たり前品質です。これはデマンド・ファクターで，これをきちんとして顧客

不満足をなくすのが，デマンド・ファクターに対するアプローチです。 

しかし，これを完全に行ったとしても，うわさにはなりません。日経ビジネスも週間ダイアモンド

も東洋経済も書いてくれません。当たり前だからです。文房具屋で鉛筆を売っていても，だれも話題

にしませんが，ストーブを売っていれば話題になるかもしれませんが。つまり意外性がないかぎりメ

ディアは書いてくれませんから，顧客不満足をなくした場合，お客様の支持は得られても，話題や評

判にはなかなかなりません。 

それに対して，ディズニーランドやディズニーシーに行かれた場合は，9割方，魅力的品質が問題

になります。感動するか，おもしろいか，気持ちいいかといったチャーミング・ファクターの方が圧

倒的に多いわけです。チャーミング・ファクターが圧倒的で，当たり前品質について議論をしていて

も，時間のむだです。当たり前品質に関しては，最低水準をきちんとこなせばいいわけです。 

ところが，ときに勘違いなさって，クラブみたいなところで，お客様が楽しんでいただくような場

所だから，トイレをやたら豪華にしたりするわけです。これにはお客様は面白がるかもしれませんが，

価値を認めてはくれません。つまり評価の対象にならないところにお金をかけるという勘違いが多い

です。全体的にサービス化の時代とか何とかずっといわれて，非必需支出がだんだん増えてきている

時代です。 

 
社用，レジャー，流行，ＤＥ （デモンストレーション効果：見せびらかし効果），子ども，生活 

これ（上の項目）は昔ふうにいえば，財布の紐の緩む順番で並べてあります。上に行けば緩んで，

下に行けば締まります。「社用」だと，自分の財布でなく会社の財布なので，一番解放的になります。

「レジャー」は，相当普段けちな人でも，観光地などに行くとタクシーに乗ったりします。やはり解

放的です。それから「流行」には関心がないといっていも，無関心ではいられません。 

「見せびらかし効果」とは，昔のカラーテレビの赤いアンテナのことです。かつてモノクロのアン

テナはアルミ色，カラーテレビは赤いアンテナでした。そのうえ最初はアンテナの高さを，こいのぼ

りの高さにしたので，だれがカラーテレビを買ったのか村中にわかり，あっという間に広がりました。

電子レンジの普及に 20 年かかったのは，外からは，持っていることがわからないからです。昔，1000cc

のトヨタカローラに対して，1100cc の日産サニーを出したときに「隣の車が小さく見えます」とい

うＣＭをしました。これが見せびらかし効果です。 

「子ども」。ご両親が絶対音階を取れない場合でも子どもをヤマハ音楽教室に入れます。学習塾に

も入れます。 

しかし「生活」になると，一銭一厘でも安いところに行きます。左に行くほど財布の紐が緩み，右

に行くほど財布を締めるという，心理的財布。逆にいうと，好況なときほど左がもうかり，不況のと

きほど右がいいわけです。そうすると，右側と左側のビジネスを組み合わせておくと，結構，好況・

不況のどちらにも対応できたりします。「当たり前品質」「魅力的品質」というのは，そういう議論を

いろいろしていただいて，うちの当たり前品質と魅力的品質は何なのだろうかと考えてください。 

 

（７） 相対的品質の向上 

相対的品質の向上とは，今ある製品がどうも他社製品よりちょっと劣っているなということを，絶

えず比較しながら挙げていくということです。ですから，この場合には知覚品質の比較調査をいつも

しているわけです。例えば私が岡本商店という小さなスーパーをしているとします。ほかの競合する

スーパーやショップと，品揃えや接客，商品の新鮮さなどについて，絶えず比較調査をして改善して

いくのが，相対的品質の向上です。一般的にＣＳは，競争相手と比較しながら，自分のところを改善

していく，このやり方が多いです。 
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（８） 視覚品質重点の移行 

これはかなり大胆です。花王が「アタック」という製品を出したその昔，日本では奥様たちの洗剤

の知覚品質は，泡立ちの良さでした。しかし，アタックは，酵素効果で，生地の中に染み込んでいっ

て油脂分を分解するので，泡立ちではなく，浸けておくだけで汚れが落ちるわけです。それを言うた

めに，最初は「バイオ洗剤，ハイパワー，アタック」と出しましたが，売れませんでした。この洗剤

は，黄ばみをなくすことが重要なので，お客様の選択の前提を動かさなければなりません。 

さんざん議論したあげく，出てきたのが「スプーン 1 杯で驚きの白さ」。これをコマーシャルでも

打ち，パッケージにも刷り込みました。今までの泡立ちの洗剤と，アタックの酵素効果は違うのだと

いうことが，だんだんとお客様に，理屈ではなくてイメージとして何となく浸透してきて，売れてい

くわけです。これが「視覚品質重点の移行」，つまりお客様が重視する部分を移行させてしまうわけ

で，かなり戦略的品質政策（strategic quality）です。 

同じく，これで成功したのがアサヒビールです。アサヒビールはかつて 18％あったシェアを 8％ま

で落としていました。そして村井さんが来て立て直すわけです。そのときに本音の議論をしたら，結

局，何を売ってもビールといえば「キリンのラガー」になっているのだから，ダメではないか。だか

ら，キリンのラガーを選択する知覚品質の重点を移さないかぎり，無理だと。キリンのラガーを選択

する重点は，ホップの利いた苦味のあるビール，つまり「コク」です。 

ですから，彼らはそれをライトあるいはドライという感覚で，「キレ」のあるビールに考えたわけ

です。そのときのキャンペーンが，「コクがあるのにキレがある」です。それでどんどん売れていっ

て，スーパードライ旋風が起こっていったわけです。 

「知覚品質重点の移行」とは，選択基準を動かしてしまうことをいいます。競争相手に対して，か

なりこのままでは危ないというときは，こういう戦略を考えなければなりません。だから知覚品質が

互角の勝負だったら，先程の相対的品質の向上というやり方でいいのですが，徹底的に市場の選択基

準を変えなければならないときは，知覚品質重点の移行が必要になってきます。 

 

（９） 知覚品質の増幅 

（一般品質→期待品質→増幅品質→潜在品質） 

いつの時代にも，その時代，時代で常識になっているような製品があります。 

例えば，私が若いころには，遠くの親せきや友人に何かを送ろうとすると，旧国鉄の駅に荷物を持

っていって，大きさや重量を測ってもらい，送料を決めてもらいました。そして「いつごろ届きます？」

と聞くと，いつ貨車がいっぱいになるかわからないので，いつ届くかわからないと言われました。そ

れが，そのときの一般製品，「一般品質」です。そのときには，私たちは不便だと感じません。国内

輸送は「路線」（大都市間輸送）と「区域」（地区内輸送）の２つが別の免許で，そのためにどうして

も国内輸送は，区域→路線→区域と三社を通るので，3日かかっていました。 

それを 1社で両方の免許を取れるように運輸省に日参して，宅配便を開発したのがヤマト運輸です。

そうすると，中 1日で全国どこでも届いてしまうわけです。それは期待性，「期待品質」になります。

次にクール宅急便ができると，これは「増幅品質」，その次に生まれた時間指定が，「潜在品質」とな

ります。 

実は経営品質のなかで知覚品質を考える場合，この増幅型のアプローチをぜひ考えていただきたい

です。つまり，今のものが常識になっているけれど，その常識を前提に，お客様にはもっとこうして

ほしいというものが，絶えず出てくるはずです。その出てくるものを作っていこうという発想になっ

ていただくと，ダイナミックな品質政策が生まれてくるわけです。 

 

（10） 知覚品質の革新 

（捨てる→下げる→上げる→創る） 

パリにアコールというバジェットホテル（低料金ホテル）があります。このアコールと同じやり方

を日本でしているのが，東京の蒲田に本社がある東横インで，１泊 4800 円です。まず「捨てる」こ

とをしました。ビジネスホテル協会の内規に，例えば 100 室の客室があったら，それに対して 30 人

ぐらい入れる食堂を付なければならないというのがあります。しかし，この東横インは一切の飲食部

門をやめてしまいました。宿泊の部屋だけです。どうしてかというと，パリのアコールで調査をした

ら，若いビジネスマンや学生さんが泊まられるわけですが，彼らは朝ご飯を外で召し上がることが多

いわけです。お昼は当然どこかに出かけておられ，ホテルにいません。夜ご飯も友達や仕事先の人と
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外で食べます。日本でも状況は同じです。 

多くのホテルが赤字なのは，ＦＢ（food and beverage）が赤字なのです。東横インでは，この赤

字部門をやめてしまいました。つまり捨てるというのは，お客様がそんなに期待していないものは，

やめてしまえということです。 

この東横インでは，アコールと同じようにアメニティをやめました。アメニティというのは，髭剃

りや歯ブラシです。大体，若いよく出張なさる方たちは，ご自分のものを持ち歩いてます。それから

１泊がほとんどのビジネスホテルで，クローゼットをお使いになる男性客はほとんどおられませんの

で，ハンガーだけにしました。それから自動清算機にしました。東横インでは人が出てきますが，最

低限です。つまり捨てていいものは捨てる，下げていいものは下げるということです。 

どうか皆さん，これはよく覚えておいてください。ＣＳというのは，した方がいいことをどんどん

積み上げていくと，赤字になります。てんこ盛りＣＳほど，経営危機一直線になるものはありません。

重要なのは，お客様が期待していないものをやめることです。やめたり下げたりすると，コストダウ

ンができますので，その余力で次に何を上げたらいいかを議論してください。 

東横インでは，通常のビジネスホテルに対して何を上げたかというと，窓を二重にしました。なぜ

ならばお客様の多くが，車の騒音やサイレンの音で眠れなかったとおっしゃるからです。次にお部屋

とお部屋の間の壁を，モジュラーブロックという振動しないものに直しました。隣の部屋のテレビが

うるさかった，話し声で眠れなかったという方が多いからです。 

さらに部屋をきれいにしました。清潔管理を第一重点項目にしました。ほとんどのお客様がビジネ

スホテルで，何となく不潔だなという経験をしていることを逆手に取ったわけです。これが知覚品質

の革新，あるいはバリュー・イノベーションというやり方です。 

同じく，牛丼の吉野家さんに行かれるのは，中年の男性が多いです。また，吉野家を利用なさる方

の 3分の 1は，1万円札をお出しになります。つまり 1万円札を崩したいときに吉野家に入り，つい

でに牛丼も食べているわけです。コンサルタントの人は，すぐ接客が大事と言いますが，吉野家では

接客してはまずいのです。滞留時間は 6分です。肉は相応のものですが，生姜は最高級品です。生姜

を最後に召し上がるから，おいしかったと思って帰られるわけです。1万円札をお出しになる方が多

いので，両替代わりに使っておられるなというので，おつりは 1000 円札（5000 円札でない）を用意

しています。 

だから何が重要なのか，何の手を抜いていいのか，プライオリティをきちんと考える。それを間違

えてしまうと意味がありません。 

「しまむら」というスーパーでは，中年女性の普段着，肌着のみで，ファッショナブルなものは扱

いません。返品ゼロです。なぜかというと，日本は北海道から沖縄まで縦に長く，冬はだんだん北か

ら寒くなってきます。夏は南から温かくなっていきます。今ぐらいの季節ですと，昨日，青森で売れ

残ったものを今日，仙台あたりに持っていけば売れるのです。そうやって夜間に商品を動かします。 

このお店は九十何％，店長さんはパートの女性です。一番優秀だからです。正規にフルタイムで採

用しようとすると，もう少し若い層になってしまいますが，おばちゃんにとっては，相手がおばちゃ

んなのが一番気楽だからです。「接客が大事」なんていいますが，おばちゃんどうしですから，接客

は適当です。 

バリュー・イノベーションは，物の見方を業界常識と違うものから見ていくわけです。業界常識は，

例えばチェーンストア理論みたいなものに基づいています。渥美俊一さんがチェーンストア理論を作

りましたが，「悪法も法である」。つまり規則を決めたらそのとおりやれと言いました。生き残ったと

ころ，例えばジャスコは「現場の英雄たち」といって，現場で改善活動を起こします。パートのおば

ちゃんたちが，野菜やお魚の売れ残りをてんぷらに揚げて売ってしまおうと考えて，そういうことを

どんどんしてきたから伸びたわけです。上から押し付けていった経営はどんどんダメになりました。 

しまむらとか東横イン，あるいはコンピュータのデルなどは，業界の常識と違うやり方をする。そ

のやり方が「知覚品質の革新」なのです。業界の，みんながしている知覚品質と，全然違う知覚品質

を作ってしまうのです。違う角度から入ってしまうわけです。そういう会社は，「ユニークだね，ち

ょっと違うね」となります。それも，もう 1つのクオリティ戦略です。特にベンチャーや，これから

ビジネスをお始めになる方は，思い切って知覚品質の革新で事業を計画なさるとよろしいかと思いま

す。 

全世界津々浦々の販売店に置いてないと売れないものと，パソコンは思われていました。デルコン

ピュータは，直接お客様の注文に応じて作るので，全然違う。在庫を持たないでいいから，大変楽な

経営です。 
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３．戦略的革新 

（１）戦略を定義する 

戦略とは何でしょうか。毛沢東は「十をもって一を制するを戦闘という」と言っています。10 人

で１人をやっつけるのが戦闘だと。「十をもって十を制するのを戦術という」。10 人の兵士で 10 人の

兵士をやっつける。「一をもって十を制するをこれ戦略なり」と言いました。戦略，戦術，戦闘とい

う話がよく出てきますが，結構ビジネスに活かせません。そこから活かせるのは，よほどの天才です。

日本海海戦の東郷ターンを経営に活かそうといっても，なかなかできないわけです。 

経営品質の戦略の定義は，マニアの方はもうご存じだと思いますが，「管理」と「戦略」を明確に

分けてくださいと申し上げているわけです。「管理」は効率の追求，「戦略」は投資を行うことです。

投資とは，大きな会社では実際に投下資本をどうするかですが，例えばご夫婦でしている酒屋さんで

は，ご夫婦の時間配分をどうするかです。 

「久保田」という酒を造っている新潟の朝日酒造の仕事で，いろいろな酒屋さんを調べたら，朝か

ら晩まで一生懸命働いている酒屋さんほど，もうかっていませんでした。もうかっているのは，毎日

１時間でも 30 分でもいいから，ご夫婦で経営をどうしようかと相談しているところです。そうする

と，絶えずお店が生き生きしてきます。全国に 16 万ある酒屋さんは，４万まで減りますから，12 万

潰れていくわけです。何もしないで怠けているところはまず潰れますが，一生懸命，汗水流して働い

ているところも潰れていくのです。どうしようかと考えることが「経営」ですが，多くは何となくし

ているので，「経営」を考えることに時間を配分しなさいということです。 

さて，何をするか，選ばなければなりません。この選択とは，反対側から見ると，捨てること，あ

きらめることです。審美学で認知的不協和といいます。カープのファンが，ドームで巨人側で見てい

るみたいな，しっくりこない感じです。冷蔵庫や自動車を買ったとき，例えば「松下のを買ったのだ

けれど，日立の方がよかったかな」「トヨタを買ったのだけれどホンダの方がよかったかな」という

のが，認識的不協和。結婚式の翌朝の気分も認知的不協和です。認知的不協和は嫌な感じなので，先

送りしてしまいます。もう少し様子を見ようとか，もう少し検討しようと。 

経営で重要なのは，先程の経営をどうしようか考えることと，考えたら決めることです。経営者の

重要な仕事は，「意思決定」です。だから，もう少し様子を見ようとか，検討しようとせずに，決め

なくてはなりません。 

 

経営品質に関心をお持ちの方には，「世の中を良くしようとする生き方をするのだ」と決めてくだ

さいとお願いしているわけです。迷わず，そう決めるのです。決めたらそういう行動に自然になって

いきます。世の中を良くしようと考える人が経営を行っていけば，失敗しません。金もうけをしよう

と考えるから，失敗するのです。 

意思決定はそこで改めれば，間違えていいのです。しかし先送りしてしまうと，その間，時間が止

まってしまいます。社員もその間，身動きが取れず，何もしていない状態になる。これほど無駄なこ

とはありません。どうか経営者は，毎日意思決定をしてください。 

経営品質では，戦略と組織について，どちらが先とは言っていませんが，実は経営学の中では大論

争があります。アルフレッド・チャンドラーという人が，昔「戦略が組織を作り上げる」と言ったの

です。ところが，トム・ピーターズというコンサルタントや，ヘンリー・ミンツバーグという大学教

授は今，そうではなくて，組織が自分たちで戦略を作りはじめるのだと言っています。しかし戦略と

組織は，戦略が組織を作り，その組織がまた新たな戦略を作るという，表裏の関係です。外に攻めて

いくのが戦略だとすると，そのとき内側の組織をどうするかと，絶えず両方を決定しなければいけま

せん。外と内の両方を絶えず決定することが，意思決定です。 

考えてみれば簡単なことです。細かいことは，社員の人がやればいい。もっとも個人経営だったら，

自分自身がその戦略と組織そのものなので，自分自身を変えていくわけです。 

 

（２） 外部と内部 

今お話ししたことと同じです。外に向けて，絶えず内側を変えなければなりません。 

先程の朝日酒造では，久保田塾や，その後出した酒の「越州」から越州塾というご主人の勉強会が

あり，年間 6回集まって 1泊 2日の合宿を行っています。一方，奥様塾もあります。何のためにそん

なことをするかというと，酒屋さんの経営ボードであるご夫婦が，経営について議論できるようにす

るためです。 

この塾に出た酒屋さんが品揃えを変えて，朝日酒造の「〆張鶴」と「久保田」と「朝日山」かにし
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て，徹底的にビールのルーチンをやめて，おいしいおつまみをちょっと置くようなお店にしたとする

と，それが外への攻め方です。そのときに「〆張鶴」がどんな酒かと聞かれたら，どのぐらいていね

いに説明できるようにしようということが内側です。そういうことが夫婦で会話されていけば，外部

と内部が絶えず連携できていくわけです。だから外のことを変えるときに，絶えず内側を変えなけれ

ばなりません。責め方を変えるのなら，体制を変えなければなりません。 

 

（３） 成長とシェア 

製品が導入されて，成長して，成熟して，衰退していくというプロダクト・ライフサイクルという

モデルは，そろそろ崩壊しはじめます。ピーター・ドラッカーもデニス・ガボールも，「経済発展の

ない社会」を言っています。先進国ではもう人口は増えませんから，従来のマーケットシュアや地域

1番店は，あまり意味のある議論ではなくなっていきます。 

そうではなくて，小さなマーケットでいいから，確実に自分独自の市場をつかむことが重要になり

ます。つまり成長とシェアという 2つの意味合いでものを見る従来の戦略は，あまり使えなくなって

きました。しまむらも東横インも，そういう考え方をしておりません。アドバンテストもロームも同

じです。 

 

（４） 競争優位性 

優位性には，コスト優位，差別優位，集中優位の 3つがあります。コスト優位とは，一番売る会社

です。売るほどにコストが下がるから，コストがいいです。差別優位とは，１位に対して差別化する

ことです。集中優位は，特定の市場や特定の製品に絞ってしまうことです。それぞれをリーダー（コ

スト優位），チャレンジャー（差別優位），ニッチャー（集中優位）と呼ぶ，優位性（advantage）と

いう考え方でした。しかし，この考え方の一つの難点は，業界を前提としているので，先程のしまむ

らや東横インの発想になりにくいことです。業界の常識でよそと同じことをすると，特徴のない経営

になってしまいます。 

正月２日，フジテレビの「それでも社長か」という番組で，4人の潰れそうな会社の社長が，成功

している 2人の経営者からアドバイスをしてもらうのですが，ダメ社長は共通して，とにかく人の話

を聞きません。「私は信念を持っている」とかいうのですが，その信念が会社を潰すのです。 

キャノンで御手洗さんが，いろいろな事業の見直しをしているときに，「この事業部に，私は命を

かけてやってきた」と言う社員に，「悪いけれど，命はかけないでほしい」と言ったそうです。お客

さんを見ない信念より，柔軟性の方がはるかに重要です。「愛の貧乏脱出作戦」と同じです。僕も１

回だけあれを手伝いましたが，中華料理屋で食べたのです。本当にまずいのに，アドバイスを聞かな

いのです。 

 

（５） 事業領域 

業界常識にはまってしまうと，業界他社と同じことをしてしまいます。事業領域とは，他社と違え

るために事業の領域を変えていこうという考え方です。これは一昨年ぐらいから経営品質で持ち出し

ました。客層，ニーズ，やり方などに分けます。お客さんの層は，例えば英国航空（ＢＡ）なら高級

な金持ちです。女性客のニーズは，髪の毛やメイクを直したい，洋服のプレスをしてほしい。男性客

は，会議まで時間があるから空港で仕事をしたい。お子さんがイギリスからフランスに行ったりして

いると，ぎりぎりまでご両親と一緒に食事をしていたい。そこで空港サービスの充実をします。つま

り女性客のためには，シャワーを浴びておられる間に洋服にプレスするようなサービスをし，男性客

の場合には，ちょっとした机とパソコンを置いて，多少仕事ができるようにし，お子さんのためのき

ちんとしたレストランを作ります。 

サウスウエストの客層は，学生や若いビジネスマンです。ニーズは，定期的巡航と安さです。そこ

でフライトの駐機時間を徹底的に減らし，空を飛んでいる時間を多くしました。ここで有名な，世界

最初のベンチマーキングです。整備の時間と給油の時間を徹底的に節約するために，インディ 500

のクルーを見学しました。それからキャビンアテンダントの 3分の 1は，整備士の免許を持っていま

す。つまり機内の側が整備士の免許を持っているので，地上側とうまく連携が取れ，15 分で整備と

給油が終わってしまいます。これ以上短くすると，お客様が乗り降りできません。このように，航空

会社といっても全然違う事業領域（domain）があるという考え方です。 

 

（６） 中核能力 
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competence，competency とか，いろいろな言い方をします。特殊技能ほどではないけれど，その

会社の特徴のようなものです。ヨーロッパのブランドや，日本では羊羹の「とらや」は，ブランドそ

のものをいかにきちんと維持するか。それがコンピタンスです。 

三菱と組んでいるキャタピラーの中核能力は，セールスネットワークです。安田火災では人材開発

です。要するにその会社で何が上手いのかです。ワタミフードサービスはホスピタリティです。吉田

オリジナルは，革の調達です。何でもいいのです。それを磨いていったら価値が出るのに，それを磨

かないで，いろいろなことをちょっとずつしてしまうのです。 

 

（７） 独自能力 

独自能力は，もうちょっと進んでくるわけです。私の家はある遊園地の近くで，よくに行きますが，

ろくな思い出がありません。アルバイトの接客は悪く，またショップなど作ろうとすると，いい加減

で，きわめて安易です。 

ところが同じことをディズニーランドですると，例えば，ある場所をテーマにした案が出ると，そ

こはどういう所か，どのような音楽にするか，どのような臭いにするかまで，徹底して議論します。

なぜならば，彼らは思い出を作ることが使命だからです。ディズニーランドは思い出を作る場所だか

らです。 

考えてみますと，セブンイレブンは，7 時から 11 時までお店を開けておくというやり方，31（サ

ーティ・ワン）のバスキンロビンスは，31 種類のアイスクリームを１か所で好き好きに選べるとい

うやり方を発明したわけです。つまりビジネスとは，やはり発明・発見に近いのです。だから独特の

見方で，あなたの会社のプロセスを作ることを独自能力です。 

カナダのトロントに，ショールダイスという病院があります。ヘルニア専門の病院です。この病院

では，入院するときに，自分の住所や氏名以外にできるだけ詳しく趣味を書かされます。しばらくす

ると，2～3 日前に入院した先輩患者が来て，後輩患者の面倒を見てくれます。看護士さんではない

のです。先輩患者が病院内を案内したり，術前・術後のことをアドバイスしてくれたりしますが，実

は同じ趣味の持ち主なのです。当然，趣味が同じですからわいわい話し合って，仲良くなります。シ

ョールダイスは，友達を作ることを価値にしている病院です。 

あるいはサンフランシスコのパシフィック・プレスビテリアンという病院に，肝臓の病気で入院す

ると，『肝臓病入門』を渡され「明日までに読みなさいね」と言われます。読んで，わからないとこ

ろや自分が不安に思うところを，カルテに書きます。カルテはシェアされていて，医者と患者がみん

な見ます。そうすると翌日お医者さんが来て，「あなたの心配は問題ありません。これについてはこ

ういうことです」と説明してくれます。そして今度は『上級肝臓病入門』を渡されます。またそれを

勉強してカルテに書き込みます。最後には，医学図書館が開放されていて，専門家が読むような本も

どんどん読みなさいと，勉強させる病院です。 

今全米では，加盟している約 400 の病院で顧客満足度が測定されています。このパシフィック・プ

レスビテリアンは，入院日数の項目でダントツですが，なぜでしょうか。自分で勉強することによっ

て，たぶん免疫力や自然治癒力がついてくるのでしょう。目的思考性が明確になるのです。日本でも，

通常のちょっとした病気の場合，その病気について精通するプロセスで，病気が治ってくるという実

験データがありますが，それがパシフィック・プレスビテリアンです。 

あるいはこの前のテロときにも，何人か担ぎ込まれたハーバードの医学部のベス・イスラエル病院

があります。ここはかつてのニューヨーク市長が 1 週間入院して，「このように人間的尊厳を与えら

れたのは，生まれて始めての経験だ。ぜひまた来たい」と退院のときに書きました。すばらしく遇し

てくれる病院です。日本でいうと，千葉の勝浦の亀田病院がそうです。 

独自能力とは，特徴を出そうということです。特徴というのは，今までだれもしていないことをす

れば，すごい特徴になってしまいます。 

 

４．創発プロセス 

（１） 創発＝あらかじめ想定されないできごと 

では，そういうことができるためには，アイデアが出てこなければなりません。社長がアイデアを

出してもいいし，社員がアイデアを出してもいいのですが，それを「創発」といいます。創発とは，

「あらかじめ想定されないできごと」です。 

あるエンジニアが，誤ってか何かで，インクつぼに電気ゴテを入れてしまいました。そうしたらイ

ンクがシャワー状になって散りました。これがキャノンでジェットプリンターが発見された瞬間です。
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キャノンの社員教育では，必ずこの話が出てきます。それは予定できません。ちょっとパーが電気ゴ

テを持ってこなければならないから，偶然もいいところです。 

ＪＲ東日本では，上越新幹線建設のため，谷川岳を掘っていたら，水が出てきてしまいました。あ

る若い課長がその水を飲んでみたら，おいしかったことから，「おいしい水」という商品名にしてし

まいました。世の中で何かが生まれるのは偶然なのです。 

先程のシュンペーターという経済学者が「歴史はすべて偶発的に生まれたものである」と言いまし

た。計画的に歴史は生まれていません。 

料理が不得手な奥さんがいます。その奥さんは手をよく怪我します。そこでご主人が，絆創膏を適

当な大きさに切って，タッパーウェアに入れておいてあげました。その奥さんの友達が手を切ったと

きに，その絆創膏を巻いてあげました。その人（奥さんの友達）が家に帰ると，そのご主人がその絆

創膏を見て，「この権利を売ってください」ということで，ジョンソン・エンド・ジョンソンの「バ

ンドエイド」（ガーゼ付き絆創膏）という商品ができたのです。 

お医者さん向けの絆創膏を，同じジョンソン・エンド・ジョンソンで売っていました。お医者さん

から，「うちの患者さんが，絆創膏の中に入っている白い粉を欲しがるので，分けてください」と言

われ，ジョンソン・ベビーパウダーが生まれました。 

つまり，アイデアとは計画的には出せないのです。何かのきっかけで出てくるわけです。というこ

とは，そういうアイデアが出てくるような，環境や雰囲気を作るしかないのです。 

 

（２） 対話する力 

その 1つが「対話する力」です。とにかくおしゃべりな会社にしてください。昔のように，上が決

めたことを下にやらせる場合は，おしゃべりするなと言われました。これからはそうではなくて，ア

イデアを出していかなければいけません。野中郁次郎先生は「会社とは知識を創造していくのだ」と。

だから，おしゃべりをどんどんしないといけません。話したり聞いたりを相互作用といいますが，話

す側は相手がわかりやすいように話し，聞く方は一生懸命聞いてあげようという，思いやりが必要で

す。だから思いやりがないと，おしゃべり空間はできません。 

 

（３） 集団的意思決定の問題 

山本七平さんが『空気の研究』という本を書いています。日本人はよく「あの雰囲気じゃ言えない

よな」とか，「あの場ではちょっとふさわしくなかった」といいますが，そうやってノモンハンから

ずっと戦争に入ってしまった。山本さんは「水を差すことが大事なのだ。空気に水を差せ」と言いま

す。例えば会社の中でＡ，Ｂ，Ｃ３つの案があります。本部長が「Ａの案がいいと思う」と言うと，

副本部長が「私もＡがいいと思います」と言い，ほかのみんなも「そう思う」としてしまうから，議

論ができなくなってしまいます。これを「同調圧力」といいます。 

また，「リスキー・シフト」と言うのもあります。例えば，「中国に進出する案件だけど，北京に 1

店舗必要だと思うんだが」，「いや，上海にも 1 店舗必要だよ」。３人目になると，「冗談じゃないよ，

北京は 5店舗だよ」と言ってるうちに，中国大陸一挙に 100 店舗進出。そうやってヤオハンという会

社は潰れていきました。元気のいい人ばかりの会社は怖いです。 

「集団的意思決定」とはドミナント・ロジック，会社を支配している論理です。必ずしも見えず，

暗黙なのです。「当期利益を上げれば，とりあえずいいのだろう」「社長は利益さえ上げていれば文句

は言わないよ」という，私たちが何か行動を起こすときに，その元になっている考え方，人生観みた

いなものです。「適当にやればいいよ」と考えていれば，行動も適当になります。 

 

（４） アクティブ・リスニング 

これは「傾聴」です。一生懸命相手の話を聞いていかなければダメです。相手の話を聞かないと対

話力は上がりません。一生懸命聞くということは「聞いているよ」と相手にわかってもらうことです。

「なるほどそうか，そういうことって言えるよね」といった具合です。 

 

（５） すべては気づき（アウェアネス） 

私が若く、自由で、創造力が豊かだった頃、世界を変える夢をみていました。歳をとり、知恵が

ついてくるにしたがって、世界はどうしても変わらないことに気づきました。そこで多少視野を狭

め、私の国だけ変えようと決心しました。しかし国も動くようには見えませんでした。 
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 物の道理がわかるようになるにつれ、最後の必死の努力をしようと思い、自分に最も近い家族を

変えることにしました。しかし嗚呼、家族も思うようになりませんでした。 

 今、死の床に伏し、突然悟ったのです。自分自身をまず変えることができていたなら、範を垂れ

て家族を変えることができたかもしれない。 

 家族に勇気づけられ、後押しを受けて、この国を少しでもよくできていただろう。そして、ひ

ょっとすると、世界をも変えることができたかもしれない。 

（ウェストミンスター寺院の地下大聖堂にある英国国教会大主教の墓に刻まれた言葉） 

“Change through Awareness. “ これは何かというと，自分自身に気づくということです。自分

自身の態度，行動，物の考え方に気づくことです。ホスピタリティを高めることは難しいと申し上げ

ましたが，実はできるんです。気づいてくると変わります。遠慮がちで照れている人が，自分自身の

その照れに気づくと，変わっていきます。気づきが起こると，自分を変えようと無意識にしはじめま

す。 

スタートは自分なのです。ウェストミンスターのこの大司教の言葉（上掲）で大事なのは，「家族」

です。家族の中で自分が変わると，その家族が，あなたを支えてくれるようになります。支えてくれ

るときに，社会をよくするという価値前提を，もし家族が共有化できると，家族がまとまります。そ

して，その家族が支えてくれて，あなたの組織がよくなります。その組織がよくなれば，その組織が

地域なり，周りの組織をよくしていくわけです。スタートは自分だろうということです。 

 

５．社会システムを革新する 

（１） 組織の空回り 

基本的に，どのように組織は空回りするのか。「伝統的組織」とは，自然発生型の組織です。どち

らかというと，ご都合でだんだんできていく組織です。その組織がだんだん機能しなくなると，「カ

リスマ」が登場します。日産でいうカルロス・ゴーン，ＧＥでいうジャック・ウェルチです。 

カリスマが登場したときはいいのですが，そのあとカリスマに依存するような制度ができてしまい

ます。それが「官僚制」で，ひとたびそうなってしまうと，なかなか別の組織に変えにくくなります。

別の組織に変えようとすると，伝統的組織に戻ってしまう。つまり組織変革は，このような空回りを

してしまうのです。 

 

（２） システミックな組織 

経営品質で目指している方向は，まず伝統的組織を，当面ボトムアップができる組織にします。た

だし，トップダウンとボトムアップの 2ループ，ダブルループをきちんとすることです。方針を決め

たり，方向を明示するのは，トップダウンでなければできませんから，トップダウンをなくせとはい

いません。さまざまなアイデアなどを出せるようなボトムアップ型の風土を作ると，相互作用がどう

しても必要になります。 

つまり生命系的な，ホルモン系や神経系が入り乱れて，うまく相互に作用するような状態で，ダイ

ナミズムが出てきます。それが「システミック」（systemic）な組織であり，「システマティック」

（systematic）ではありません。「システマティック」では，組織図みたいな機械論になってしまい，

やがて官僚制に戻ってしまうので，この言葉は経営品質では使いません。 

 

（３） 組織における人間 

第 1に，「自己責任」です。本来，人間にはアウェアネス（気づき）や，選択，意図がありますが，

それをあまり明確にしてきませんでした。人前で目立たないように何となく対応して，乗り越えてい

けばいいという人生観の人が多かったのです。でもこれからは，何かに対応するのではなく，自分か

ら何かを作り出しませんか。年齢や性別は関係ありません。「もう歳だから」「女だから」ではなくて，

主体的に決めることが自己責任です。自分で自分の人生を決めていくことです。運命に左右されるの

ではなく，運命を自分がコントロールすることです。 

第 2 に，「今，ここ」。「過去」に意識が行き過ぎると，「昔はよかった」という発想です。「未来」

に意識が行くと，「いつかきっと白馬に乗った王子様が現れるに違いない」という発想です。そうで

はなくて，「今」なのです。福井県永平寺では「当今即知」。フリッツ・パールズというアメリカの先

生は‘here and now’といいます。「今，ここ」にもっと集中すると，もっといいアイデアが出てき

たり，もっときちんとした考え方ができてくるかもしれないということです。 
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第 3に，「成長する」。人間には悩み，苦しみ，怒りがあります。しかしそういう bad feeling，悪

い感情はだれでもあるのです。それを突き抜けようということです。 

 第 4 に，「相互関係」。人と人は「我とそれ」ではなく，「我と汝」。つまり，きわめて大切な人間ど

うしなのだと。実はその人間どうしであるがゆえに，何かが作れるかもしれないのだという考え方で

す。 

 

（４） 気づきによる自己革新 

先程のウェストミンスター寺院の話ではありませんが，ちょっとみんなで考えてみませんかという

ことです。 

この間も三重県の北川知事をはじめ幹部の方が東京で集まって，こういうお話をさせていただきま

した。「おれたちは役人だから，こういう発想になっている」というのをやめましょうと。ステレオ

タイプの発想をする必要はないわけです。自分を変えてみようと一人一人が思えばいいわけです。

「思う」ことが重要で，次に「決める」ことが重要です。 

 

（５） 気づきの障害 

気づきの障害があります。 

「感覚不機能」。聞いている振りをして，実は聞いていない。経営品質の関係の方でこういう方は

あまりおられないですが，一般的な社内研修は怪しいです。「実に勉強になりました」という人ほど，

後でやりません。 

「対自屈曲」。どうしていいかわからない。つまり自分を変えようと本心では思っていないから，

経営品質みたいなことをすると，どうしていいかわからなくなってしまうのです。混乱してくるので

す。逃げ場を失うのです。 

「投射」。物事を自分の問題として見ない。例えばここに椅子があります。この椅子が気持ちを持

っているとして，いすは今，どんな気持ちでいるでしょうか。椅子がしゃべれるとすれば，何をしゃ

べるでしょうか，考えてみてください。今，あなたが考えた椅子の気持ちは，あなたの今の気持ちな

のです。これが投射です。 

つまり人間というのは，自分の気持ちで人を見ているのです。投射によって，実は気づきが起こら

ないのです。だから自分がイライラしていれば，そういう目で見てしまうし，自分が不安ならば，そ

ういう目で見てしまいます。自分は絶えずある種の偏見を持って人を見ているぞということを自覚し

ていかないと，気づきが起こりません。 

こういった一種の「逃げ」に気がついていくと，自己責任をとりはじめます。自分自身に対して，

より真剣に取り組みはじめます。「これが私です」と，堂々と言えるようになります。 

 

（６） 問題解決への道 

「私の目標の明確化」。自分はどうしたいのかを，考えてはっきりしようということです。岩手県

の矢巾町で，小さな個人商店の方たちも一緒に経営品質をしたときに，最初に「ビジョン」とありま

すが，「先生，母ちゃんと一緒にビジョンもクソもないんだよ」と言われました。それはそうです。

ビジョンなんて，ご夫婦で考えたこともないでしょう。つまり経営品質で言っているようなことは，

我々は日常的に考えていないのです。だから，あなたの人生の目標は何かを，考えてみようというこ

とです。 

「目標に達するまでの障害物の明確化」。何が障害になっていますか。会社や奥さんなど，大体は

他人が作った障害物だと思っていますが，ほとんどは自分で自分の障害を作っているわけです。 

「障害物にどう直面するか」。これもあなたが決めることです。投げ出すか，表面だけ合わせるか，

対決するか。意思決定というのは，あなたが自分の人生を決めることなのです。 

 

（７） 生まれる変化 

「他者からのあなたへの反応が変化する」。そういうふうに自分自身を決めて生き方を変えていく

と，他人からのあなたへの反応が変化します。何かが変わってきます。 

「自分自身を見る見方が変わる」。後ろめたさや不安がなくなります。どうどうと生きることがで

きるようになってきます。経営品質に取り組んで何年かすると，非常に自信をもち，明るくなります。 

「他者への自分の反応が変化する」。経営品質を一生懸命している方は，人に優しくなります。 
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（８） チーム革新 

そうやってチームを革新していくわけです。個が変わることによって，そのチーム，組織が変わる

わけです。 

 

（９） 組織は学習する 

「シングル・ループ型改善」。まちがいや方法の修正。先程の行動を変えるということです。しか

しこれでは，本音は変わっていません。 

「ダブル・ループ型革新」。組織自身の規範，方針，目標などを修正することによって，誤りの根

源要因を学習する。あなたの会社とか，あなたの家庭などの，ドミナント・ロジックを変えていくと

いうことです。 

「影響要因の変革」。コスト，コミュニケーション，組織，評価など，変革を促進したり，制限す

る要素そのものの変革です。これらが変革の障害だったり促進だったりするわけで，これを変えてい

くと，組織は変わっていきます。 

「組織文化，組織脚本（script）の変革」。町の普通の商店でいいやと思っていたのを，すごい会

社に変えてしまおうという，脚本を変えるということです。 

「ドミナント・ロジック」。組織の基盤となっている理論，世界観，人間観を，アンラーニング

（unlearning：学習棄却）する。捨てて新しいものに替えていくのは，このドミナント・ロジックだ

ということです。これが，アドバイザーが組織にアドバイスする基本的内容です。テクニックはアド

バイスしません。その組織のドミナント・ロジックを変えることを，アドバイスしています。テクニ

ックをアドバイスしますと，在来のコンサルタントと何ら変わらないので，ドミナント・ロジックを

変えていこうということを，優しくわかりやすくやっていただく。 

 

いい企業，優秀な企業を評価することも大事ですが，困っている企業を本当に支援していくような

ものにもう少し進化していこうというのが，今年の経営品質の目標です。ぜひご協力，ご支援のほど

をお願いします。 

どうもありがとうございました。 


