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 今日は基本的にこの経営品質の最終的なまとめですから，前半の部では，「顧客本位に基づく経営

の構造改革」としておさらいをします。そして後半部では，実際にこれを推進していくためにどんな

ことを注意していかなければいけないのか，どんな考え方でやっていかなければいけないのか。これ

は企業によってもずいぶん違いますが，実践していくためのやり方，考え方を後半にお話をし，何か

しら皆様方のお役に立ちたいと思っています。 

 これまで大変高名な方のすばらしい話をお聞きいただきました。また実務的にも，実践をしている

方の話をずいぶんお聞きになったかと思います。そして，それぞれ実践している方はかなり苦労をさ

れています。ただ，お話を聞いていると，それほど変わったことをしているわけではありません。要

は，正しいことを正しくやっているだけなのです。ですから，経営品質など勉強しなくてもいい会社

はたくさんあります。ただしその中身を見てみると，まさに経営品質でいっていることとほとんど同

じことをやっているのです。 

 賞を取られたアサヒビールなどは経営品質を半年しかやっていません。推進者の方が 2人ぐらいし

かいません。それでも賞を取っています。なぜかというと，やっていることがその経営品質が求めて

いる正しい経営をぴったりやっているということです。審査員が行ってびっくりしてしまいました。

どこで勉強したのかと聞くと，勉強などしていないと答えたからです。ただ彼らは，非常に苦労した

中でこういう経営を自分で考え出してきたのです。こういうことが大事だということがとことん身に

しみてわかっているから，こういうことをやっていたのです。さらに，経営品質の中で今まで知らな

いことをたくさん教えてもらったので，もっともっとよくなっていきたいという話をされています。 

 経営品質のアセスメント基準は，今まで全世界のよくなってきた企業のやり方を 1つの普遍的な体

系にしてまとめたものです。ですから，世界のベストプラクティスが詰まっています。それから，世

界の最新の経営理論が詰まっています。そして，毎年マイナーチェンジされていき，全世界で打ち合

わせがあります。世界 60 か国前後がこの基準を採用してよくなっていこうとしています。ガイドブ

ックですから，うちはうちの方針で，これと同じことでやれるということであればそれで結構です。

要は，企業がどうやったらよくなるかですから。 

 今の時代は，まさにものを作っても売れなくなった時代です。よいもの，それをだれが決めるか，

これはあらためて言うまでもなく，お客様が決めたよいものということです。これは目新しいことで

も何でもありません。戦後，エドワード・デミングさんが日本に来られたときに，はっきり言ってい

ます。昭和 20 年代の話です。物事の品質のよし悪しを決めるのはお客様であり，品質保証部でも社

長でもありません。作る側ではなく，使う側が決めるのです。ものを作って売れなければ，買ってく

れないからではなく，それは品質が悪いから売れないのです。品質とはお客様の満足なのだと言って

います。このことをもう一度きちんと我々は反芻しなければいけません。 

 そのことから出てくる問題が，経営品質の中では基本的なことで，4つあります。これが経営品質

の価値前提といわれています。経営品質では，何をやるかという目的を決めていくのです。何をやら

なければいけないかという目的を決めて，その解決手法を考えていくのであって，今現在こういう問

題があるから解決しようという手法ではありません。問題解決，課題解決もありますが，それだけで

はないのです。むしろ，会社が何をやるかを決めて，その目的に沿って会社全体が動いているかどう

かをチェックする手法なのです。問題解決だけでなく，さらに目的とするものをどう実現しているか，

目的実現の手段がきちんと行われているかをアセスメントしていくものです。 

 その中で価値前提となる，目的となるものが，顧客本位，独自能力，社員重視，社会との調和の 4

つに凝縮されます。このことがいかにバランスよく経営の中で行われているかということです。この

基本的なことが，いかにバランスよく，一貫性をもってつながって会社の中で 1つの目的を達成して

いくのだということで組織体が動いているか，企業が動いているかを見ていくのが経営品質のアセス

メントです。経営品質も勉強され，実際にはかなりアセスメントを実行されている企業も多いと思い

ますが，目的はそこにありますから，そのことを再確認しましょう。 

 そして，経営の基本も再確認しましょう。それは，どのようなお客様の，どのような要求に応える
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のか，そのためにどのような仕組みをもとに，どのような製品とサービスを提供するのかの選択です。

事業ドメインといっています。お客様はだれですか，そのニーズは何ですか，それにどう企業は応え

ているのですか，ということです。ここで大事なことは，一番初めの発想として，「お客様はだれで

すか」ということです。 

 なぜ，こんなわかりきったことをくどくど言わなければいけないのかというと，多くの企業がそう

なっていないからです。一番初めに，どなたがお客様ですか，お客様はだれですか，という発想では

ないのです。我が社はこういうものを作っています。こういうサービスができています。ここから始

まるのです。ほとんどが「我が社は」なのです。我が社はこういう商品を持っています。こういうも

のを作っています。だから買ってください，なのです。そういう発想から変えてください。 

お客様を区分して，セグメンテーションして，選び出してください。あなたの会社はどなたにこの

商品を売るのですか。買ってくれる人ではないでしょう。では，男性ですか，女性ですか，お年寄り

ですか。年齢順に分ける，性別で分ける，あるいは企業別に分ける，生活層によって分けるなど，い

ろいろな分け方があります。そこにターゲットを絞り，その方に最善の顧客満足を与えてください。

その選んだお客様の視点に立って，そのお客様がどんなニーズをもっているかをとことん調べて，そ

れに合った商品を出してください。お客様のニーズに合わせて会社を変えられますか，ということで

す。 

ほとんどの企業は変えられません。「とんでもない，うちはうちのやり方がある」と。しかし，そ

れで売上を上げよう，利益を上げようとしても無理です。とことん腹をくくるのであれば，お客のニ

ーズに合わせて会社の製品を変えてください。それだけ決断ができるほど，緊密なロイヤルカスタマ

ーをもってください。それが一番強いのです。そうなると，不況だろうが何だろうが関係ありません。

極端なことをいえば，こちらが 1円安いから，10 円安いからというお客さんばかり抱えているから，

お客様はどうしようもない，根性がない，ふらふらしていて安いとすぐにあちらへ行ってしまうと。

そんな人をお客様にもたなければいいのです。そういうお客さんは捨てなさい。値段だけで動く人は

お客様ではありません。 

 会社の評価者は顧客です。会社の存続発展は，お客様の評価にかかっています。お客様ニーズは変

わっていきますから，それに遅れないようにしなければいけません。そのためには，お客様のニーズ

をしょっちゅう聞いていないと遅れてしまいます。ですから，そこを見ていくのがアセスメント基準

書の 1つでもあるわけです。 

 90 年代のＣＳというものと今とではずいぶん違います。いわゆるＣＳ運動の時代，ＣＳ部門だけ

がやっていた表面的な礼儀作法のような挨拶運動というものから今では変わってきています。これは

一時的なブームで終わりました。 

 私が初めに経営品質に関わることを始めた,今から 7～8年前，「ＣＳフォーラム 21」というものが

ありました。そのとき，この 90 年代のＣＳをやるのかと思いました。しかし，その当時，先日ここ

に来られた岡本(正耿)先生などから講義をしていただき，それを聞いてびっくりしました。ニコニコ

運動でも挨拶や礼儀作法の運動でもなく，経営改革の話をされたわけです。 

今のＣＳ経営とは，お客様の求めるものは何かをきちんと経営の中に取り込んでいこうということ

です。ですから，事業を始めるときには，まずお客様はどなたなのかということを探っていく，また

自分たちで決めていきます。そのセグメントしたお客様のニーズをよく聞いていく，お客様の視点で

経営をしていくことが基本になります。 

 今週，名古屋で，去年日本経営品質賞を受賞されたセイコーエプソンと第一生命にお出でいただい

てお話を聞きました。そのときに，セイコーエプソンは今，新しいプリンタを開発しているというこ

とでした。一番の問題は，これをだれが買って，どこ向けに開発するかということで，それにより製

品ががらっと変わるとのことです。初心者向けに作ればいいのか，あるいはマニア向けに作ればいい

のか，あるいは個人ではなく写真画質を求めている専門業者に作っていけばいいのか，製品開発が全

部違うのです。ですから，まずお客様を決めることから始まっていくのです。そして，それに合った

製品を出していきます。 

 そのためには，このターゲットのお客様に決めていこうとなれば，そこを徹底して調査します。消

費者向けですと，量販店に設計者が行き，売り場に立ちます。それでお客様との応対をすると，なぜ

エプソンが売れなくてキャノンが売れるのか，いろいろなことがわかります。 

 売れる売れないの理由はいろいろあったらしいのですが，普及タイプのものがどうして売れないか

という 1つの理由がわかったのです。キャノンのものはふたを開けて閉まるときにゆっくり閉まるけ

れども，うちのはパタンと閉まる，これも差なのだと設計者がつかんできたのです。設計者がそれに

気がついてくると，帰ってきてすぐに直します。営業がそれを聞いてきて設計に言っても，そんなこ
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とで売れないわけがないと言って全然やってくれません。自分で気がつくことはものすごく効果があ

ります。 

 経営品質では「気づき（awareness）」というものを大事にします。そのためにセルフアセスメント，

自分でやりなさいといいます。自分でやることによって，改革に弾みがついてくるのです。やりたく

なるのです。 

これからはなかなかお客様が増えない時代です。フレッド・ウィアーズマが最近書いた本の中で，

今はお客が減っている時代だと言っています。過当競争の中で，お客様のニーズが非常に多様化して

います。日本だけで考えてみれば，人口はこれから減りますから，物理的なお客様の数も減っていき

ます。それ以上に，お客様のニーズが多様化していますから，実質的に自分の会社で提供した商品に

ついて気に入ってくれるお客様は減ってきます。そうすると，新規のお客様を開発するのは大変です。

ですから，今のお客様の満足を最終的に高めてリピートを取っていくことが大事です。 

 ディズニーランドの入園者の 97～98％はリピーターで，新規のお客はほんの少ししかいません。

それだけ何度も来てくれるようなポリシーで運営しています。このことは非常に大きなことを教えく

れます。生涯顧客，ロイヤルカスタマー，リピーターなどといいますが，これを作ることが大事なの

です。今のお客様を大事にしてください。今買ってくれる，今自分のサービスを受け入れてくれると

いうことは，今こちらを向いてくれているお客様ですから，そのことを大事にしましょう。 

 アメリカのコンサルタント会社の分析によると，新規のお客様を開発する経費は，現在のお客様を

維持するよりも 6倍かかるそうです。6倍の経費をかけないと新規のお客様は取れないのです。そこ

から上がってくる利益は同じだとするならば，現在のお客様を生涯顧客にすることがいかに大事かと

いうことです。 

 どこでも基本のクオリティというものはやっておられると思います。基本のクオリティとは，べつ

に頼んでいなくても本来期待する事柄です。そのものの製品の性能であったり，サービスの要件であ

ったり，これは当然やってくれるという基本的な性能というものがあります。これができないと，基

本的なこともできていないという話になってしまいます。しかし，それに感動するクオリティをつけ

ていきましょう。ほかとは違うことです。それを基本的なものに積み上げていきましょう。 

 わかりやすい例としては，千葉夷隅ゴルフです。 

 ゴルフは 4人でやりますが，日本のやり方ではハーフをやって昼食をとります。すると，4人がテ

ーブルに一度に座ります。そうすると，普通の基本的なクオリティではパッと水が出てきて注文を取

ります。ところが，あそこの場合，注文を聞いて，2人がビールを頼み，あとの人は何も頼まないで

いると，ビールとともにお茶が出てきます。あるいは食事を注文されると，ざるそばを頼んでもラン

チを頼んでも，ほぼ同じ時刻に出てきます。そのように仕込んでいるわけです。普通はざるそばだけ

早く来ます。クレームをきちんと拾って，そういうものを基本的なクオリティに落とし込んできてい

ます。 

 あるいは，メンバーで常時来られるお客様ですと，その人のお好み帳があって，まず席に着いたら

何をほしがるか，水なのかビールなのかお茶なのか全部書いてあります。味はどうか，薄味か濃い味

か，何が一番好まれるメニューなのか，そういうことが控えてあります。ですから，お客様が何も言

わなくても出てきます。そういうことが実現されています。 

 事前期待と実際に提供される商品サービスとの差，これが顧客満足度です。だれでも事前期待をも

っています。そして，実際に提供されたものが自分の期待を超えると，大変に満足度が高まります。

それは価格，値段もあります。自分の予算よりも少し安く買えたと。それ以上の何かいいこと，付加

価値があること，デザインがよかったり，実際にカタログで見るよりもすごくいい肌触りだったりい

ろいろあります。そういうものをとらえていきましょう。 

 お客様の事前期待はだんだん上がってきますから，普通に同じことを同じようにやっていたのでは

やはり飽きられてきます。ですから，常に新鮮，行くたびに驚きがある，これがお客様を引きつけて

いくもとになります。企業でも同様です。毎回同じような提案ばかりをしているのではなく，お客様

のニーズを聞いて新しく考えていくことです。 

 これも復習ですが，お客様の声を聴くこと，こうしてほしいということについてよく話し合い，す

り合わせてください。大組織の場合，書面でデジタルに記録を残しておきましょう。そうでないと忘

れてしまいます。言い訳しない，身構えない，卑屈にならない，これは当然のことです。お客様にと

っての重要度を聴く，何がポイントかという本質を聴くわけです。単に話を聞いているのではなく，

そのお客様の最も望んでいることは何かというポイント，そうなると皆さん方の勘の領域になってき

ます。そこをきちんと把握し，あとからそれを確認，フォローします。 

 営業についてもだれがキーマンなのかをきちんと押さえたうえで，そのキーマンに話をしないと，
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了解を取るといっても肝腎のキーマンの了解をとっていなかったために話がひっくり返されてしま

うことがあります。そういうことをきちんと押さえている人は，注文がすっと取れます。そのキーマ

ンをよく押さえることが大事です。そういうことが，重要度を聴く，重要な人を押さえていくことに

つながっていきます。これは言われればわかるけれども，意外にそこまでやっていなかったというこ

とが多いのです。 

 お客様の声を聴くときに，外部の評価を利用すると客観的によくわかってきます。少しお金がかか

りますが，外部の調査機関の話を聞く，あるいは業界レポートを見ることです。どうしても自分たち

で見たこと，聞いたこと，調べたことは，そこに恣意性が入ってきます。お客様満足度調査をすると

いっても，どうしても企業側がやるお客様満足度調査は無意識のうちに企業に都合のいいようにやっ

てしまいます。そして，出た結果も都合のいいように読んでしまいます。外でやっていただくと，そ

このところがクールに出ますから非常にはっきりわかってきます。 

 また，やっかいなことには，それに社内政治的なものが入ってくると，こんなデータを出したらう

ちの部長や役員に迷惑がかかるなどという配慮が入り，ますますおかしくなります。組織体ですから

そういうことは結構ありますから，そういうことも考えなければいけません。 

 お客様のニーズは，意外に聴いているようで聴かれていません。少なくともお客様の調査を完璧に

やっている企業はあまり聞いたことがありません。新しくものを作ったときに，その製品がどこまで

売れるかという調査はいろいろやっていますが，実際にうちの会社のやり方について，自分の会社に

ついての満足度はどうなのかといろいろ詳細に調べることは意外にされていません。手間暇がかかる，

めんどくさい，やってもよくわからない，それどころではない，お金がかかるなど，みんなお客様満

足度調査をやろうとすると，ことを大きく考えてしまいます。 

 お客様の声を聴く方法は，それほど複雑なことばかりではありません。もっとシンプルに聴くこと

です。お客様の声は 1年に 1度聴いただけではほとんど効果がありません。なるべく回数を多くして

聴くことが大事です。なぜかというと，世の中はどんどん変わっています。お客様のニーズも変わっ

ているからです。 

 それで有名なのが，ボルドリッジ賞を 2回も取ったソレクトロンです。ソレクトロンは，毎週，顧

客満足度調査をやっているのです。その話をすると，毎週なんてやられる方が大変でないかと思われ

るかもしれません。ところが，実に簡単で，小さな紙に評価するポイントが 5つしか書いてありませ

ん。それをチェックしていくだけですから 1分もかかりません。営業マンが毎週お客さんのところに

行ってそれを書いてもらい，「これはどうして下がったんですか」「こういう問題があったんだ」と，

いろいろ本音がわかってきます。 

 全社的にはそれを全部まとめて，ずっとあるレベル以下になっているところは徹底的に調査します。

その調査結果を出して，改善するまでが 2週間とか 3週間とルールが決まっています。常にお客様の

満足度がわかっています。 

 先程申し上げた千葉夷隅はそういう調査票も使っていません。ゴルフをあがってきたときに，どう

だったかを聞くようなどこでもやっているようなものはしていますが，それ以外は全部き耳を立てて

いるのです。お客様の会話を聴き，お客様の不満をすかさずキャッチし，書いて情報を集めています。

そして，お客様をご不満のままで帰しません。ご不満はその場で解決して帰します。 

 それでも漏れるものがあるそうです。ご不満をもったお客様がそのまま帰ってしまったことがわか

ると，１週間以内で，支配人，副支配人が責任をもって解決するというルールがあります。あとから

とんで行きます。 

 キャディだけではありません。フロントから，ウェイトレス，コック，掃除のおばさん，おふろの

ボイラーマンのおじさんまでみんな聴いているという恐ろしいゴルフ場です。しかし，そういうこと

までして本当に顧客の声を聴きたいのです。お客様に迷惑をかけてはいけない，また来ていただきた

いからです。皆さん方は顧客本位ということは学んだでしょうが，そこまでやっていますか。 

 売上を上げる方法は，コストダウン，既存の顧客の受注件数を上げる，新規顧客を開拓してくる，

この中でも先程のようにリピート率を上げるのが最も有効です。何よりも信頼関係を構築していきま

しょう。 

 苦情が満足いくように解決されたお客様は，苦情が解決されなかったお客様の 3倍の，また苦情を

言わないが満足していないお客様の 6倍の再購入の可能性があります。これは，ＡＴ＆Ｔのデータで

す。苦情が満足いくように解決されなくても，苦情を言うお客様が言わないお客様の 2倍は再購入し

てくれます。苦情は満足いくように解決をすることが一番大事で，苦情をつぶしてはいけません。な

るべく苦情が出ない方がいいので，苦情を減らすようにいろいろ再発防止，未然防止をすることは大

事です。しかし，苦情が出たことが嫌だからと，それを無理やり握りつぶすようなことは最悪のこと
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で，これを早く解決することが次のビジネスにつながるということがこの調査ではっきり出ています。 

 ＣＳ追求の効果 2として，リピート率を上げる方法，さらに顧客満足度を上げるということですが，

これも皆様方にとってはあたりまえのことだと思います。クレーム率の低減，新たなサービスの提

供・質の向上ということです。 

 3 番目に，いわゆる「グッドマンの法則」というものがあります。クレームはだれでも聞きたくあ

りませんから，極力少なくする努力を継続的に行いますが，迅速に対応すれば評価は上がっていきま

す。グッドマンの法則は有名ですから覚えておいた方がいいと思います。法則 1，苦情をもったお客

様はそのことを 9～10 人の人に話します。これが口コミの怖さです。法則 2，しかし，それが迅速に

解決されると 96％の人は再び取り引きしたいと思います。法則 3，しかも苦情が解決された顧客はそ

のことを 5～6人に話してくれます。 

 苦情は基本的には出ない方がいいのですが，お客様のニーズは多様ですから必ず出てきます。それ

を，こういうことを頭に入れておいて迅速に解決することによって，必ずいい方向に変わっていくと

いうのがここから学べることです。 

 お客様の満足度でよくいわれることは，実際に提供されるサービス，もの，やり方よりも，その手

順，プロセス，活動にあるのです。どういう手順でそのような結果が出てきたのかということです。

アメリカにノードストロームという有名な百貨店では返品を何でも受け付けます。それがだんだん神

がかりになってきて，売っていないものの返品まで受け付けるなどという話がものの本に書いてあり

ます。本当かどうかよくわかりませんが，そういう神話ができるぐらい，あそこはクレームがあって

も受け付けてくれるという信頼感が高まっているわけです。ノードストロームに対する評価が高いの

はそのサービスのプロセスなのです。 

 岡本先生が言っていることですが，お客様満足は経営そのものの競争力，市場を評価する根本的な

尺度です。私どもが経営品質の審査をさせていただくときに，方法，展開，結果を見ていきます。非

常に財務的な収益がいい，売上も上がっている，利益も出している，ところが，顧客満足度が横ばい，

もしくは少し下がっていると，財務収益が出ていてもあまり評価できません。それは，財務的な収益

は顧客満足度と必ずリンクしているからです。お客様満足度が下がって，財務的な収益が上がること

はありません。一時的にはあるかもしれませんが，中期的に 2～3年のスパンで見れば絶対にありえ

ません。 

 次に，不満足指数を重視することです。どうしても不満足指数をあまり取らず，満足度指数だけを

見ようというところが多いのです。 

 ＣＳ向上は業績向上につながります。これはいろいろなデータから出てきています。 

  陥りやすい落とし穴ということでまとめてみました。「苦情が少ない」。こういうことがあります。

社長が「おかげさまで，最近うちはお客様の苦情が少なくなりました。私が一発号令をかけたら激減

しました」と。それで，実際の担当のお客様相談室などに行って聞いてみると，やり方を変えている

のです。彼らは社長があまりうるさいから，統計のやり方を変更して今まで苦情としていたものを苦

情としなくなってしまったのです。そして，実際に中身を見てみると，苦情は減るどころか増えてい

ました。それを知った社長は烈火のごとく怒り，これから毎月 10 件以上苦情を報告しろとノルマを

課したという笑い話があります。そのように変な話になっていくのです。苦情が少ないというのは，

本当に少なくなったのか，統計手法で少なくなったのか，よく見ていかなければなりません。 

 それからうちがトップだというのは，3つのＣという中で，おごり，思い上がりというものがあり

ますが，そうなってくると物事が見えなくなってきます。トップだとなってくると一番いけないのは，

物事が見えなくなってきて勉強しなくなる，学習しなくなる，だからみんなだめになっていくという

ことがあります。そうなると，提案をしても無関心，なしのつぶてです。 

 ＣＳはＣＳ部門の仕事，営業の仕事と思われてしまって，関心がないことがあります。カスタマー

サティスファクション，顧客満足度を上げるのは全社員の仕事なのです。経営品質で一番嫌うのが部

分最適です。部分部分が最適になってもよくなりません。ところが，わかっているのですが，どうし

ても組織体は部分最適になるのです。人間は，優秀な人がいればいるほど自分の部門でよくしたいと

考えますから，会社の中で縦割りが起こります。 

 いかに全社最適で考えるかということで，顧客満足度では，お客様から見れば会社は 1つです。ど

この部署にいるかは会社の勝手ですから，どこに聞いても同じような回答が出て，同じようにきちん

と対応してくれなければいけません。これを顧客対応基準，サービス基準といいますが，そういうも

のをきちんと決めてあるかどうかです。全員でお客様の満足度を高める，逆に言うと，全社員がお客

様を守っていこうということです。自分の給料を払ってくれるのがお客様なのですから，そのお客様

を守っていこうと会社の中を啓発していかなければいけません。 
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 もう１つは，採用に問題があるときがあります。特にサービスマインドが非常に必要なセクション

の中にサービスマインドの薄い人を当ててしまうということがあります。 

 テキサスのサウスウエスト航空会社は，人を採用するときにいろいろなエピソードがあります。例

えば，白板に四角い枠を描いて色を塗らせます。普通は四角く枠を描けば，常識的に真ん中に色を塗

りますが，そういう人は採用しません。周りに色を塗る人を採用します。要するに，一風変わった人

を採用するというおもしろい基準をもっている会社なのです。もう 1つは，面談室があって控え室が

あり，そこに行く途中に廊下があります。そこに紙くずを落としておきます。そして，呼ばれてきた

ときに紙くずを拾った人は合格，拾わない人は不合格です。そこでサービスマインドがあるかどうか

を見るわけです。 

 一倉定先生という中小企業の神様といわれた指導者が，「会社の真の支配者はお客様である」と言

っています。「この支配者は何も命令しない。命令しないけれど自分の意に添わない時は『無警告首

切り』をやる。つまり黙ってその会社の商品を買わないということである」。これも 1つの箴言です。 

 また，「事業の成果はお客様から得られる。収益は会社の内部にはない。内部にあるのは費用だけ

である。収益は外部にある。つまりお客様のところにある。それは，お客様の要求を満たすことによ

ってのみ手に入れることができる」と言っています。 

経営品質は教科書であり，経営のＯＳです。その目的は経営を革新することであり，方法論は合議

です。必ず 6～7人ぐらいの合議によってセルフアセスメントをすることが 1つの大きなポイントで

す。１人では絶対に決めないで，合議することによってナレッジが生まれてきます。従来の機能別の

マネジメント論や品質改善論，個別手法とは違います。 

最終的に賞賛される企業になるために，経営品質の向上と顧客価値の創造を高めてください。 

 

 これから経営品質向上プログラムの導入についてお話ししたいと思います。アセスメントコースの

中でいろいろ勉強されている方も多いと思います。これからはやることです。学んだだけでは何も役

に立ちません。得た知識はぜひ使っていただきたい，使うことによってその成果が出るのです。 

 実践することにはいろいろ弊害もあります。なかなかうまくいかないいろいろな理由があります。

それは一社一社によってみんな違います。しかし，そのようないろいろな障害，あるいは今はやりの

抵抗勢力を打破して実現することです。成功した企業は業績がよくなり，いい会社になります。 

 今年の我が国の競争力は発表されていますが，まだ下がっています。スイスのＩＭＤ（国際経営開

発研究所）の資料だけでなく，3日前の日経新聞に，ＷＥＦ（世界経済フォーラム）でも世界企業の

ランキングをしています。その中では，日本の国際競争力が 21 位，企業の国際競争力は 8位などと

いろいろな分析をしています。いずれにせよ，今，日本という国はあまり評価されていません。 

 『ザ・ゴール』を書いたゴールドラット博士が言っています。「多くの人々は決してサボッたわけ

でも，会社に損失を与えようと意図的に行動したわけでもない。ただ会社のために，評価されようと

一生懸命仕事をしてきただけなのだ」。それなのに，このように会社の業績がおかしくなってきて，

リストラが始まっています。そうすると，「正しい仕事は何か正しく定義され，評価されなければ，

だれも正しい仕事などするはずがない」。私はこれをまさに実感をもって読みました。 

 皆さん方のお仕事は何か変わったことがありますか。やり方を変えましたか。この 4～5年で全員

がサボりましたか。何もしていないでしょう。同じことを同じようにやってきたのに，なぜ日本全国

が不況になるのでしょうか。そこを考えないとおかしくなります。 

 組織発展・存続・生き残りのために，今どうしてＣＳなのか，経営品質なのか，ベンチマーキング

が本当に有効なのかを考えていかないとわけがわからなくなります。ですから，今日は推進をする基

本的な考え方として，このことをもう一度確認してください。 

 1 つの答えは，やはり時代が変わったということです。ローマなどの研究で有名な塩野七生さんが

言っている中で非常に興味のあるフレーズがあります。文明はある時期長所が欠点に変わると，それ

が 1つのローマの盛衰を表している言葉です。そうすると，日本はジャパン・アズ・ナンバーワンと

いうことで，科学技術も経営のやり方も世界のトップを占めた時期がありました。それが今，欠点に

変わってきているのではないかということを考える必要があるのではないでしょうか。 

 堺屋太一さんのよく使われる言葉があります。最適工業社会，規格型大量生産，護送船団方式，ほ

かにも終身雇用，企業内組合，年功序列の賃金体系などいろいろあります。それらによって日本はト

ップクラスの経営を誇ったけれども，それが今，合わなくなってきたのではないでしょうか。そのと

きの 1つのテーマが，効率，平等，安全であったと言っています。 

 今の時代は，ナレッジ社会（堺屋太一さんのいう知価社会），市場経済，人口減少・多様性の時代

に変わってきました。効率は効果性を重視するように，時代がそれを求めるようになってきました。
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以前は結果の平等でしたが，今は機会の平等，参入機会の平等に変わってきました。 

 日本は，最適工業社会を実現し，規格型大量生産方式を世界よりもいち早く築き上げ，金融は護送

船団方式で守られ，世界トップクラスの経済力を誇るようになりました。その結果として，3つのＣ，

自己満足（Complacency），保守主義（Conservatism），思い上がり（Conceit）がはびこったのではな

いでしょうか。どうしても組織はこういうものに陥りやすいと言っています。 

 ロバート・ハートレイが『勝利と敗北の岐路』という本を 1960 年代に書きました。その中に，ハ

ーレーダビットソンがホンダのオートバイに駆逐される話があります。そのとき，ハーレーダビット

ソンが陥ったのが，まさにこの３つのＣ，自己満足，保守主義，思い上がりで，これが組織に広がっ

ていたのです。ハーレーは世界でナンバーワンのオートバイなのだ。ファンもこれだけいる。そうい

うお客がいるから絶対大丈夫だ。それから変わりたくない。ホンダなんて聞いたこともない東洋の小

さな会社が来て負けるわけがない。ここからハーレーがだめになっていきました。しかし，ハーレー

はそれを謙虚に反省し，今よみがえってきました。組織がだめになるときにはなぜだめになるのか，

よくなるときには何がよくなるのか，それをロバート・ハートレイがケーススタディで分析した本の

中に書いてあることです。 

 これからはナレッジ社会，市場経済，人口減少・多様性の時代です。2007 年に日本の人口は１億

2700万人でピークを打ちます。日本の人口は戦後7500万人から7800万人といわれていましたから，

ほぼ倍近くこの 50 年で増えたことになります。そして，男女で子ども生む確率は 1.36 とか 1.39 と

いう予測がついており，２人でないことははっきりしています。そうすると，人口がまちがいなく減

ってきます。そのときにどうするかについては，楽観論，悲観論がいろいろあります。ただ社会が変

わってくることは事実です。 

 マイケル・ハマーがリストラのことを書いた本の中で，これからは 3つのＣ（Customer，Competition，

Change）の時代だと言っています。まさにこの顧客・市場，競争，変革をどのように考え，どう対応

しようと思い，そのために何をしようと思っているかを聞いているのが経営品質で，そのやり方を実

際に評価，アセスメントしていくことになっています。 

 よい企業とは，継続的に発展をする企業です。日本経営品質賞のアセスメント基準がその 1つのガ

イドになります。 

 カルロス・ゴーンさんという，日産自動車の社長になられて見事に改革された方の『ルネッサンス』

という本があります。これは，その本の中に出ていたお話です。 

 ゴーンさんのところにあるアメリカ人の記者が来られて，日産の改革について聞いたそうです。そ

のときに，アメリカ人のライターが，日産自動車がだめになった原因を分析して，こう言ったそうで

す。「第一の原因は，バブル崩壊です。第二の原因は，海外進出によってコントロールできない市場

動向に翻弄されるようになったことです。第三の原因は，円の高騰です」と。こういう分析は不思議

ではありません。決算発表で社長が出てきて新聞記者を前にいろいろな発表をされるとき，大体こう

いう説明をします。原因はバブル崩壊，環境が悪かった，製品がこれだけ売れなくなったと，みんな

現象面で言います。国内の販売網が落ちた，飽きられた，為替の問題，ほとんどこれです。しかし，

ゴーンさんはそのようには考えなかったのです。「根本的な問題は，経営陣が方向を見失い，利益を

上げるためになすべきことの優先順位を見失っていたことにある。利益に焦点を合わせることも，利

益を上げるために社員を動機付けることも軽視してきた。顧客満足も重視していなかった。クロスフ

ァンクショナルなチームワークもなければ，海外進出に当たって国民性の違いを調整することもなか

った。さらには，会社の将来に対する長期的なビジョンを共有することもなく，切迫した危機感も見

られなかった」。 

 自分が分析するとこうなると言っています。これがまさに経営品質的ものの見方です。 

 自分の会社を取り巻く現象だけで見て，円高だったからしょうがなかった，不景気になったから業

績が悪くなった，あるいは一巡したからこうなったと，みんな他責にしてしまうのです。会社の中で

も，ものが売れないと営業がだめなのだと作っている側は言い，営業はなぜお客がほしいものを作ら

ないのか，作る側がだめだから自分たちが苦労するのだと言います。管理部門も，「会社の成績が悪

いのは私には関係ない。私は一生懸命仕事をしているんだから」と言います。これが藤原さんのいう

カオスの状態です。チームワークがまとまらず，混沌とした状態です。 

 ゴーンさんのやり方は経営品質の手法とそっくり同じです。あの人が日産自動車に来て真っ先に作

ったのが，ＣＦＴ（クロスファンクショナルチーム）です。あの会社はみんなが優秀ですばらしい技

術を持っています。すばらしい全世界の販売ネットワークを持ち，それ以上に日産自動車のファンの

お客様をたくさんもっています。ところが，うまくいかない，それは部分最適になっているからです。

そこで，ＣＦＴを作って横串を入れたわけです。 

 7



 ゴーンさんが富山あたりの経済同友会で，日産再生のプロセスはどんな企業組織にも通用するとい

う講演会をしています。ゴーンさんはそこでどうやったのかという質問に答えて，日産再生のプロセ

スのポイントは 7つあると答えています。 

 1 つは，リーダーシップです。2つ目は，トップ自身による現実の分析と診断です。改革運動を進

めるなどとは言っていません。3番目が，将来のビジョンを明確にすることです。4番目は，戦略，

具体的対策です。ただ，当面の対応と将来の展望を具体的に戦略に立ててください。5番目に，信頼

を取り戻しましょう。企業が生きていくためには，何よりもお客様からの信頼を得なければいけませ

ん。6番目に，そのお客様からの信頼をもっと活用していきましょう。7番目の最後には，目標・指

標を明確に設定すると言っています。経営品質の中で，常に評価尺度・指標があるか，その到達のゴ

ールはどうかと言っていますが， 

 これからは，経営品質向上プログラムの導入による経営改革の 10 のステップについてお話ししま

す。この 10 ステップは 1つの事例で，必ずしも全部こうなるとは限りません。 

企業によってはトップの理解のあるところ，トップの理解のないところといろいろあります。経営

品質の改革は，現場の改善手法ではありません。 

経営の改革ですから，まずはトップがご理解いただき，トップが旗振りをしなければほとんど進み

ません。品質管理の時代が長く続き，日本は大成功しました。ものづくりにおいては世界ナンバーワ

ンになりました。ですから，会社をよくするのは現場の改善だという考え方が企業に染み付いていま

す。今は改革を現場に任せればよくなるという時代ではありません。かつての長所が今や欠点になっ

ています。経営の改革をしなければいけないのです。マネジメントという経営レベルを上げていかな

ければいけないのです。そのためにどうするかということをご認識いただきたいということです。 

 1 つ目のステップは，危機感を持つことです。危機感を抱く同志と話し合ってください。ゆでガエ

ル現象，いわゆる環境が少しずつ変わっていることに気づかず，今のままでいいのだということで納

得していないでしょうか。社員の多くは変わることの必要性に気づいておらず，社内政治の方に関心

が向いていないでしょうか。社員はお客様を向かずに社内を向いていないでしょうか。それから，先

程もあった部分最適に陥っていないでしょうか。業績の悪さは自分のせいとは思わず，景気のせいだ

と思っていないでしょうか。景気が悪いからしょうがない，そのうちよくなると。 

 次に，やり方としては，改革のプロジェクトチームを作りましょう。これはボトムアップのやり方

ですが，危機感をもつ同志を探し出します社歴，年齢，キャリアではなく，本当にそのことを深く思

っている人を集めましょう。社内政治力学に負けず，いつまでに何をやるか，目標値，評価尺度，指

標，達成のゴールを決めましょう。期間は 2年から 3年，2年でできないものは 5年でもできません。

率直に問題点を話し合いましょう。 

 トップの理解と支援を得ることが非常に大事です。現状と危機感を率直に話しましょう。そのとき

に，データや経営統計で具体的に話すことです。 

 ある程度理解してくれたら，アセスメント基準書，あるいは解説の本で経営品質向上プログラムを

理解してもらいます。一番効果的なのは，経営品質賞の表彰式が毎年 12 月第 2週，報告会が 2月第

2週か 3週にあります。そのときに行って聞いてもらうことです。その熱気を感じて，これが大事だ

と経営トップならば敏感にわかります。 

 昨年度受賞されたエプソンの木村専務は，最初はレベル評価という簡易版で社員の推進チームが受

けてみてベストプラクティス賞をもらい，自分が挨拶に行かなければならなくなり，12 月の表彰式

に出席しました。ところが，経営品質の本賞を取っているＩＢＭと株式会社武蔵野という中小企業の

社長が出てきました。ベストプラクティス賞は 3番目ですから，木村さんは悔しいと思い，ついつい

来年は経営品質賞に挑戦すると言ってしまいました。言ってしまったからやれということで，無理や

りやって賞を取ってしまいました。このように会社の中の熱をある時点から切り替えてすごいパワー

にしていくのもリーダーの役目です。 

 第一生命も，あるときから桜井さんという会長と森田さんという社長が，2001 年は創業 100 周年

だから，そのときまでに経営品質賞を取ると宣言してしまいました。そこでどんどん改革し，結果と

して賞が取れました。賞が取れるかどうかは別として，そのために何をするかを考えたのです。第一

生命は「死んでなんぼから，生きてなんぼに変えた」と言っていました。生命保険も，これからの人

口減少・多様化の時代において，死んでなんぼではだめなのです。生命保険は，みんなあなたが死ん

だらどうするかと，おどかして保険を取ってきました。これからは，あなたがこれから生きていくと

きにこのままでいいのか，ずっと楽しい人生を送るためにこれでいいのかと，生きてなんぼに保険体

系をがらっと変えたのです。根本的なビジネスモデルを変えてしまったわけです。 

 単に言うだけでなく，生涯設計などの商品を開発し，アメリカンファミリーや安田火災と提携した
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り，いろいろなパッケージを作っています。生命保険には法規制がありますが，その中でそれを実現

していったのです。 

 4 番目は具体的な話になります。まず経営品質報告書を書いてみましょう。この報告書を書くこと

が大変勉強になります。組織プロフィールをきちんと書いてみましょう。その中で，3つの認識，1

つの情報に整理して書いていきます。ビジョン，ミッション，バリューを書いてみます。事業ドメイ

ンは何か，バリュープロポジションは何か，独自能力は何かということです。ないはずはありません

から，整理するだけで効果があります。 

 あとは方法，展開，結果です。どのような方法や基準で行っているのか，どこまで広がっているの

か，何よりも成果は上がっているのか，それを数値的なデータで抑えているのか，経営統計といって

もデータをきちんと測定し分析しているのか。あるのはほとんど売上と利益のみというところがあり

ます。大事なのは，学習の仕組みがあるかです。1つの目標に向かって，みんなで勉強するようなチ

ームワークの組織体で動いているか，しかもそれが部門機能横断型，クロスファンクショナルなチー

ムで動いているかということです。 

 5 番目，セルフアセスメントをしていきます。これは，自分で自分の会社の課題に気が付いていく

ことです。経営品質は問題解決の手法ではなく，目的達成型の手法です。会社として何をするのか，

だから組織プロフィールが大事なのです。目的・ビジョンをはっきりし，そのビジョンを達成するた

めに，今，組織体がきちんと動いているかを見ていくやり方です。しかし，内部アセスメントは，社

内政治力学の影響を受けやすく，またお客様の視点からの課題は出にくいのです。それから，社員の

納得がなかなか得られません。 

 人間は不思議に外の人の言うことは聞くのです。外圧に弱いところがあります。ですから，それを

利用して外部アセスメントの視点を基に，社員に現状認識と気づきを得てもらいます。 

もう１つ大事なことは，点数にこだわらないことです。経営品質は点数をつける仕組みです。どう

しても人間は点数にこだわります。点数を表に出すと，査定になってしまうことがあります。これが

最もまずいやり方です。どれだけレベルを上げたかが大事なのです。 

 6 番目，改革のシナリオをまとめましょう。何のために何をやるのか，明らかにしましょう。現実

を率直にデータで開示していきましょう。社内でずっと行われてきた慣習，慣行，やり方，考え方，

空気，社風を変えていきましょう。社内文化を変えるのが鍵です。 

 プロセス改革，仕事の流れ，日常の業務活動の変更を中心にして，財務との関連で示します。費用

対効果などといいますが，そういうかたちでやると理解が早いでしょう。顧客の視点からのシナリオ，

経営品質の基本理念（顧客本位，独自能力，社員重視，社会との調和）がバランスよく行われている

かということでまとめていきます。 

 それから，説得ではなく納得です。トップの命令によってやる改革は，そのトップがいなくなると

元に戻る可能性があります。社員全員が改革しようと思ってやっていた改革は，トップが変わろうと

も変わりません。 

 7 番目に，現場へ落とし込むことです。社員のビジョン，ミッション，バリューを各部署，個人目

標に落とし込み，何をすればいいのかを具体的に明示しましょう。顧客本位の考え方を徹底しましょ

う。非効率などの課題は部署と部署の「つなぎ目」で起きることに注目しましょう。3～4つの部署

があったとき，大半がうまくいっても，1つに障害が発生すると全部の流れがだめになります。現場

の中から最適の改善手法を見つけ出しましょう。現場は顧客接点の場です。エンパワメントによる自

立型組織の構築，学習する組織の構築が成功の鍵です。 

 8 番目，改革を実行しましょう。焦点をお客様に置き，川上から川下までバリューチェーンで展開

しましょう。組織のつなぎ目を円滑にしましょう。ベンチマーキングを活用しましょう。大事なこと

は，中期計画に織り込みましょう。要は，運動から活動にするということです。推進チームが一生懸

命推進している状態を運動といいます。活動は，戦略計画に織り込むことです。短期計画，目標値，

評価尺度・指標を定めて，常に見直して改善しましょう。 

 9 番目，成果を確認します。5つの視点で成果を確認し，アセスメント項目 8．1－5までで確認し

ましょう。単に成果として見るのではなく，達成すべき成果指標として見ます。各アセスメント項目

の評価尺度・指標と関連しているでしょうか。トレンドと傾向値で見ましょう。目標値の達成度，競

合情報，ベストプラクティスとの比較で見ましょう。自分の位置が明確になってきます。 

 ステップ 10，最後に見直しましょう。見直しはなかなか行われないので，見直しはルール化して

いくことがいいでしょう。千葉夷隅は，1年に 1度 2月にそういうキャンペーンをやっています。メ

ンバーを呼んで無料でキャディと全コースを回ってもらい，アンケートを取ります。それが終わると，

延々２時間のミーティングをして事細かに悪いところを見直します。そのとき，社員全員には会社の

 9



 10

経営理念，方針を紙一枚に肉筆で書かせます。書くことによって徹底するのです。ローテクですが，

これは非常に参考になります。効率ではなく効果を求めているのです。今までの改善手法は，決まっ

た組織体の中で分担して仕事をやっていくのですから効率を上げるしかありませんでした。経営品質

の中で求めているのは，効率だけではなく，効果を求めています。 

 継続的に改善することは，継続的に見直すことです。継続的に学習していけなければなりません。

経営品質のスコアのガイドラインでは，学習の仕組みができていれば合格ラインです。常に学び，常

に見直しているかということです。トヨタがいっていることですが，「なぜ，なぜ，なぜを 8回まわ

す」と，これは学習の仕組みです。しかも顧客の視点で見直します。年 1回，見直す仕組みを作って

ください。改革には終わりがありません。 

 経営改革成功の鍵は，やはりヤル気，情熱です。いかにして自分の会社をよくしようか，周りをよ

くしようか，そのヤル気は時間で測ります。どのぐらい時間をかけているかということです。時間が

ないからというのは，その人の考え方の中で優先順位が別のことになっているのです。 

 本気とヤル気は行動に出ます。行動に移さなければ何も変わりません。意識が変わるには時間がか

かります。この経営品質を学ぶ大きなメリットは，全社員がアセスメントスキル，つまり自分の会社

を自分で評価し，何をすべきかを理解する能力が高まることです。ゴーンさんは，日産はこれから大

丈夫だと言っています。なぜならば，全社員が自分の会社の問題に気がついているからだと。これは

まさにそのことだと思います。 

改革とは目先のやり方を変えることではなく，お客様の視点に立ってまず意識を変え，経営の仕組

みを変え，実践し，見直して成果を出すことです。ですから，時間がかかることなのです。（終） 


