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私が現役の頃に居りました会社は，情報関連機器の中で一時期には世界のマーケットシェアの

90％以上を持っていた時代もありましたが，現在では 2桁台に持っていくのに苦労しているのが現実

で，パソコン業界の中でやっと 10 何％，日本の中では 9％台ぐらいしか持っておりません。世の中

の移り変わりの中で遅れを取った企業の見本かと思いますが，そうなったとき，経営トップマネジメ

ントを含めて経営改革に取り組まねばならず，その手がかりとして，当時 1988 年ごろにアメリカで，

日本経営品質賞の兄貴分のマルコム・ボルドリッジ賞 ―アメリカ大統領の肝いりの国家品質賞（ナ

ショナル・クオリティ・アワード）の別名ですが，― の考え方を会社の経営改革の軸に取り組みま

した。 

そのきっかけはもちろん業績の悪化なのですが，その根源をたどっていくと，日本の現状をみると

他人事ではなく，あらゆる企業に共通するものがあります。業績の悪くなる理由にも，良くするもの

にも共通するものがあるのです。 

そもそもこのような（スタイルで）話をすること自体が，うっかりするとプロダクトアウトになり

ます。お聴きになる皆さん方のご要望をきちんと聞かずに，それに答える仕組みになっていないこと

にもなりかねません。事前にご要望をきちんとお伺いして，それに一つ一つお答えするようにするの

が最も正しいやり方とは思います。しかし，まだ私の至らないところもありますし，仕組みとして経

営品質を運営していく組織体の中にも，その仕組みをこれから充実していく必要があるのではないで

しょうか。 

 

経営品質とは～卓越した業績を生み出す原動力～ 

まず「経営品質とは何か」ということです。今さらとおっしゃる方も多いかとは思います。また，

経営品質という言葉はなんとなく異質な，聞き慣れない言葉だとお考えかもしれません。経営層に持

っていきますと，大体最初は経営に品質があるのか。経営を品質だということ自体がけしからんとい

うリアクションから始まることが多いのです。しかし，経営の品質は品物の質と同格なのではなく，

ある判定員会で非常に頭のいい方が，品質の品を品物の品とするからおかしいので，これは品格の品

であり，品位の品だと思えば経営品質といって何らおかしいことはないということでした。 

経営品質とは，経営全般に関してお客様や市場の要望に応えていくことだと，まず徹底してご理解

ください。経営の根幹にそういう考え方は当り前のことではないかとお考えかもしれませんが，実は

その当り前のことが今日日本に限らず，上手くいかなくなった企業，あるいは上手くいかなくなった

社会体制の中にあると思っています。経営品質を上手く活用することによって，卓越した業績を生み

出すことが可能で，そのための素晴らしいツールであるとご理解いただければいいと思います。卓越

した業績とは，単に業績が良くなることということではなく，卓越に，秀でた，並の業績ではない，

ずば抜けてという意味合いを含めているのです。 

1980 年代の初めから 1990 年代までの約 10 年間は，日本は破竹の勢いで向かうところ敵なしで，

『Japan as No.1』という有名な本にも紹介されましたように，アメリカと肩を並べて世界の経済を

牛耳ってきたと言われる時代が続きました。ところが，90 年代の中期，94 年にアメリカに次いで競

争力がある国としてシンガポールが台頭し，95 年は香港になります。ご自分で確かめたいというこ

とであれば，スイスの国際経営開発研究所（ＩＭＤ International Institute for Management 

Development）のホームページに，常に最新の国際的な競争力のランク付けの一覧表，World 

Competitiveness Yearbook があります。 
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94 年，95 年に日本はシンガポール・香港に抜かれて４位になりました。そこで留まっていれば良

かったのですが，2001 年には，米国，シンガポールは変わらず，そのあとに多数の国があって，日

本は 26 位になっています。そのとき悪化傾向にあると言われていましたが，今年度の初めにはアメ

リカの次にフィンランドが，そのあとにシンガポール，香港も入って，日本は 30 位です。この辺で

下げ止まるかと思いますが，49 か国しかありませんから後ろはいくらもありません。日本にピッタ

リくっついているのが隣の中国です。たぶん，今のままでは入れ替わるのは時間の問題だと感じてい

ます。最新の情報によれば，日本の経済状況も底入れをしたというので，これからＶ字形に伸びてい

い方に向かってくれればいいのですが，そうならなければ底に落ちていくことになります。 

今年の初め，フィンランドの商務省に相当するところの大臣が日本に来られたときに，ＮＨＫのイ

ンタビューに応じて，フィンランドがどうしてイヤーブックの中でも世界第２位になったのかという

質問について，非常に戦略的な政策が功を奏したとおっしゃっていました。競争力をつけた戦略的な

政策には 2点あり，1つは全国民が国際的に通用する人間になるために，少なくとも 2か国語を理解

して話せるようにすることを何年間かかけて実現したそうです。2点目は今最も強力な競争力の武器

としているＩＴ技術を，国家戦略の中の技術力として取り込もうということで，ＩＴ技術者の育成に

戦略的な力を注いだそうです。 

フィンランドは総人口が日本の 20 分の１で約 500 万人ですが，国の大きさではないということが

お分かりいただけると思います。シンガポールは淡路島と同じぐらいの国土しかなく，人口も日本と

は比べようもないのに，ずっと２位の地位を占めていました。如何に国としての活力のようなものと

政策，それからグローバル化への迅速な対応が大事かということが言えると思います。 

 

 

日本がなぜ 30 位になってしまったのか。バブル景気の時代，何をやっても上手くいき，向かうと

ころ敵なし，自分たちに敵う国はアメリカ以外にはないというぐらいの思い上がりのようなものがあ

ったのではないかと思っています。バブルが崩壊すると同時に，それが幻想であったことを身に染み

て感じたのではないでしょうか。ですから，バブルが崩壊して，経済がとたんに悪化しても，景気が

良かった時代に身に付いたいろいろな習慣が簡単には直らず，企業では経営面もそう簡単には変えら

れない状況が，その後続いているのではないかと思っています。 

日本は依然として，科学技術面では世界のリーダーとしての実力を備えています。現に，毎年続け

て科学技術の面でノーベル賞を受賞しています。したがって，これは冠たるものがあるわけですが，

日本の競争力の足を引っぱったのは，金融危機に上手く対応しきれなかったこと，また危機管理が日

本は非常に下手であると言われていますが，今まで想定していなかった経済上の急変に変わり身よく

対応しきれなかったことにあると思います。 

それからインフラとして，相当本気で取り組まないといけないのはホワイトカラーの生産性が悪い

ことです。製造業における製造現場の生産性や品質は「Japan as No.1 」の時代に，かなりしっかり

した仕組みとして確立しています。継続的な改善活動が身に付いており，そのままそれをずっと持続

していくことによって，製造現場における品質の向上や維持は十分に競争力を持っていますし，今後

とも競争力を持ち続けるでしょう。しかし，経営はそれだけではとどまりません。一般的なホワイト

カラー，事務関係やセールスなど人間系のサービスの生産性や品質などが出遅れてしまいました。 

一方では競争社会ですから，日本があるところで留まっているか，あるいは改善はしているが，他

に比べて改善の度合いが低ければ，追い抜かれるのは当然です。アメリカには気づきと競争力が復活

していますが,アメリカが何時気がついたかと言えば，冒頭にお話ししましたように国家品質賞を制

定したのが 1988 年です。今から 10 年以上前，日本の競争力，特に製造，自動車産業や家電産業など

の品質と価格競争力，市場への対応力が当時破竹の勢いで伸びていた時期に，アメリカはそれを指を

咥えて見ていたわけではなく，何がその競争力の源泉にあるのかを当時，徹底して調べていたわけで

す。その結果，例えば現場における改善活動，品質の重視主義，お客様のニーズを的確に把握して，

それを製品の品質に，あるいは製品の企画製造に反映する力がありました。当時はＴＱＣなどが盛ん

に日本で導入され活用された時代で，その仕組みは現在の日本の力になっていると思います。 

そういったものを彼らは徹底して調べましたが，そのまま持っていって導入したのではありません。

日本では成功したかもしれないが，そのままアメリカで全く同じことをやったのでは上手くいかない

部分があるということまで研究したわけです。明治維新のころ，日本が当時の西洋の先進国に追いつ

くために「和魂洋才」という言葉がありました。つまり，日本の魂は失わずに西洋のスキルを取り込
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もうというのが，明治維新の考え方だったと私は思っていますが，彼らはその逆の「洋魂和才」をし

たのです。日本の考え方ややり方をそっくり物真似するのではなく，アメリカの考え方や風土に合っ

た形で導入しようということで，改善活動やベンチマーキングをしました。これも日本から学び取っ

て彼らが自分流に合わせて作り出した考え方です。 

アメリカの気づきは単に少数派のアイデアではなく官民一体でした。政府（レーガン政権）の肝い

りにより，日本などのいいところをアメリカに適応させて取り込もうではないか，その取り組みの仕

組みによって，必ずアメリカは競争力を復活することができるはずだとして作ったのがマルコム・ボ

ルドリッジ賞です。それをお手本にして，経営の再建を図りました。マルコム・ボルドリッジ賞を取

れるような企業をどんどん育成することによって，アメリカの競争力全体のインフラを形づくってい

こうということになったわけです。 

それが 1～2 年経ち功を奏してくると，世界への影響がありました。ヨーロッパやアジアが非常に

いい方法だといって，アメリカのボルドリッジ賞と根底の考え方は同じものを取り込んで，国家品質

賞などを作ったのです。シンガポールは非常に早く，香港なども早く取り込み，早く取り込んだこと

が，スイスのＩＭＤによる世界の競争力ランキングの上位に進出していく一つの原動力になっている

と言っても言い過ぎではないと思います。 

 ヨーロッパもどんどん研究します。ヨーロッパは若干違った方式のもの，ＩＳＯ9000 などで取り

組んだりしていますが，それとは別に，ボルドリッジ賞と似たヨーロッパ・クオリティ・アワード（Ｅ

ＱＡ）で，ヨーロッパ全体の国々の経営競争力を強化していくための施策を積極的に取り込んでいま

す。 

 こういう環境では，日本がそれまでやってきた製品の品質だけに特化した競争力はどこでもできる

ことになり，日本のお家芸でなくなってきました。つまり，当時は日本の品質は優れたものだという

定評があったのですが，現在では普通に買える品物，例えば家電製品やカメラやパソコンの大部分が，

日本ではなく，東南アジアか南米，中南米などで作られ，品質上に大きな問題は起こらなくなってき

ています。したがって，従来の品質だけでは日本は競争力が維持できなくなった時代になっています。 

 

 

世界 60 か国以上で，アメリカのボルドリッジ賞を取り込み，同じ考え方の賞がすでに実施されて

います。日本は若干出遅れていますが，1995 年に日本経営品質賞を制定しています。私の知る限り，

他の国の賞と日本経営品質賞で違いがあるとすれば，日本経営品質賞は国が制定して運営しているの

ではなく，民間の自主的な運営によって成り立っている賞であることです。ほかの国では大部分が国

家品質賞として運営されています。つまり，国が一つの政策として運営しているのに対して，日本は

自主的に民間の企業，組織，最近では地方自治体といったところが主導権をとって運営しているとこ

ろが違います。もはや，日本経営品質賞の中に織り込まれている考え方は日本独自のものではなく，

世界の経営品質を向上していくためのグローバルスタンダードといっても過言ではないと思ってい

ます。 

 

品質の意義，品質を向上させるための取り組み方に，日本の歴史的背景を振り返ってみても変遷が

あるかと思いますので，それを見て，現在のかたちをもう一度認識していただいて，ここからどうす

ればいいのかを皆さん方と一緒に考えたいと思います。 

 まず終戦直後，当時の貧困の状態，日本の経済状態は子ども心にも頭に焼き付いて離れませんが，

すべてが安かろう悪かろうの時代でした。食べるものにも困りますし，例えば電球が切れて買ってき

ても，悪ければ３日のうちに切れてしまい，文句を言っても，電球とはそんなものだと言われて終わ

りという時代でもありました。 

 

安かろう悪かろうの時代から，何とかもう少し丈夫で長持ちするものにもっていこうと，品質の現

状に対して企業や組織の上の方で意気込みを持って対応しようとしたのです。安かろう悪かろうを脱

出するためには，丈夫で長持ち，そのためにはきちんと仕様（スペック）を作って，電球は３日で切

れてはいけない，少なくとも半年はもつようなものを作るというスペックで，製造現場あるいは設計

でそれに合わせる努力がなされたわけです。 

 しかし，やがてそれだけでお客様が常に満足するというわけにはいかなくなってきました。やがて

ものが豊かになってくると，壊れなくて当り前，長持ちして当り前です。そして，お客様個々が持っ

ている要求や要望に合うものが必要になってきます。それはお客様一人一人で違います。例えば電池
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一つを考えても，懐中電灯やウォークマンなど，用途によって性能も違ったものが要求されます。あ

るいは同じ懐中電灯でも，停電のときにたまに使うか，外に出るときに使う程度と，職業として使う

など，いろいろあるわけです。そういう個別のお客様の要望に応えていくために，個別の仕様や製品

が必要になってきます。また，製品だけではなく，サービスも個別の要求に合ったものが必要になっ

てきた時代が比較的最近のことです。 

リッツ・カールトン・ホテルは宿泊客の層を絞り込み，そのお客様に最適のサービスを徹底して与

えます。ですから，誰でもいらっしゃいということではなく，層別されたお客様の要望に応えていく

サービスを提供し，紳士淑女のために紳士淑女がサービスをするということをモットーにされている

と聞いたことがあります。この例に見られるように，お客様一人一人の要望にぴったり合う商品やサ

ービスを提供するためには，まずはお客様の要望を知らないといけません。 

では，今までしてきたこと，前のことはしなくてもいいかというと，そうではなく，それはやって

当り前になっていて，もはやそれでは競争力で優位に立てない時代になったのです。それを上回るも

のが上乗せして必要になることをご理解いただきたいと思います。 

 今では市場・社会から歓迎され，尊敬される存在でないと，たとえ個別のお客様の用途や期待に適

合していたとしても，それだけでは企業として存続していける十分な競争力を保ちえないことが，最

近のいろいろな事例を見てもお分かりいただけると思います。ましてや，尊敬されない，あるいは非

難されることをしていたのでは，その場で破綻してしまうことになりかねません。 

 こういったことをすべて総合して考え，企業活動のすべてが品質だという考え方に立てば，市場や

社会から歓迎される存在を目指して，如何に経営を行っていくかが大事であり，これを「経営品質」

と考えようではないか,経営品質の根底にはそういうことがあるとお考えいただければと思います。 

 私は，あるスーパーマーケットの創始者が書かれた本を読ませていただいたことがあります。その

祖先の方に近江商人がいらっしゃって，近江商人の心が書かれていました。読んでいくと，言葉は違

いますが，日本経営品質賞の考え方と全く同じといっていいのです。昔から商売の極意，あるいは経

営の極意といわれていたことは何も特別なことではなく，お客様と市場のニーズにいかに敏感で，速

く応えていくか，それが仕組みとして企業にあり，他社よりほんの少し早く的確に行うことができれ

ば，積もり積もって絶大な競争力の違いになってきます。そのためには，それに応えるべきノウハウ，

あるいは自分たちの持っている得意技をきちんと認識していかなければいけません。それを経営層な

り，社員の一人一人が認識して，全員で活力を持って使っていくことが大事です。 

皆さんの企業の中にも，すでに社内でセルフアセスメントをされているところがあるかと思います。

その元になっているのがアセスメント基準で，毎年改訂されるアセスメント基準書があります。最初

にこれを目にされた方は，難しいことがたくさん書かれていて，全部覚えるのは大変だと言いますが，

全部覚えていただく必要はありません。根底にある考え方だけを理解していただき，それを実践する

うえでいろいろな見方があり，その気づきを作るためにいろいろなことが書かれているのだとお考え

いただければ，あまり難しく考える必要はありません。 

 

 

 アセスメント基準が求める経営品質とは，「お客様が求める価値を継続して創出し，市場での競争

力を維持するための仕組みの良さ」です。要は，他社よりも速くお客様の要望にぴったり応えること

ができれば，その企業は競争に勝ち残ることができるのだということです。 

まず品質についてですが，もちろん製品やサービスの品質は大事ですが，それだけに限定しません。

つまり，製品やサービスが良くても，会社として尊敬できないというイメージを作ってしまったら，

お客様が買ってくれません。特に最近の食品関係のようにイメージを落としてしまうことが一つ起こ

れば，消費者のリアクションは，売る側から見るとオーバーリアクトすぎると思われますが，それが

現実になって現れています。製品やサービスだけに品質が限定されている時代は終わって，企業全体

として，消費者からのいいイメージを確固不動のものにしないかぎり，信頼は得られないことになり

ます。 

そこで，ビジネス活動のすべての質をお客様の視点で見直す必要があります。お客様が何を求めて

いるのかを本当に知っていることが大事です。その前に自社，あるいは自組織にとって，お客様が誰

なのかをきちんと理解していないといけません。全世界の全人類をお客様にすることはどの企業もで

きるわけがありませんから，絞り込んだ絶対に逃がすことのできないお客様が，何を求めているかを

どうやって知るのか。こちらから類推するのではなく，お客様の考え方を的確につかむ方法を持って

いるかどうかが大事になってきます。それから，それに応えるための技を持っていないと他社に負け
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てしまいますので，自分たちの商品やサービスを作り出すための独自の強みとして生かせるもの，あ

るいは生かすために何を自分たちの技術力や強みに育て上げればいいかが次にくると思います。 

とはいえ，お客様は永久に同じものを求め続けるわけではなく，常に変化しています。お客様は非

常に移り気で，特に今の世代は移り変わりが激しく,変化する環境への迅速な対応，またそのために

は現場で何が起こっているか，すなわち，対話の中でお客様が何を求めているか，その情報がどのよ

うな伝わり方をしているかが大事だと思います。 

 私が定年になって故郷の福岡に戻ってローカルテレビで見て感心したのは，おじいさんが１人でや

っていらっしゃる福岡の老舗の和菓子屋さんです。今も続いているかどうかはわかりませんが，今ご

ろ和菓子の個人のお店で繁盛しているところはあまり多くはないにもかかわらず，そこはその当時非

常に繁盛していたのです。テレビ局が取材して「昔ながらの和菓子なのに，いまだに人気を続けられ

ている秘密は何ですか」と聞いたら，そこのおじいさんが少し憮然とした顔で，「昔ながらにとおっ

しゃるけれども，ちゃんとお客様の好みに合わせて，時代に合わせて甘さ加減を変えてきているので

す」とおっしゃっていました。それが繁盛している一つの理由だと聞いたときに，個人の，しかもお

じいさんが一人でやっていらっしゃるお店でも，ちゃんとやることをやっていれば繁盛する一つの事

例として，私は理解したところです。変化する環境，お客様の好みに迅速に対応することが大事です。 

何か起こってから対応するより，どうすれば先読みしてお客様の変化に応えていくことができるか，

あるいは市場環境・競争環境に応えることができるか，これを長期視点に立った戦略・計画と呼んで

います。今はいくらでも情報を活用できる時代になってきていますから，先読みのための情報を活用

して戦略的な計画を作ることが必要です。 

 企業には組織がありますが，この組織体が足かせになっています。お客様から見ると，組織は無用

の長物，百害あって一利なしと言われます。企業にとっては，管理体制をきちんとし，専門の部署を

作って役割を分担させていくために組織は必要です。しかし，企業の組織が肥大化するほど，縦割社

会の弊害はご存じのとおりで，いかにお客様の要望に的確・迅速に応えるための足かせになっている

かは，企業内・組織内の周りを見渡せばお分かりと思います。 

例えばセールスマンに少し難しいことを頼むと，私の一存では決められないので持ち帰って相談し

たうえでご返事しましょうと言います。この瞬間にお客様は不満を持ちます。少しぐらいならいいの

ですが，大いに不満を持つ場合もあるでしょうし，迅速に対応できなかったときには不満は増大して

いきます。これは部門・組織最適化です。要するに部門や組織がそれぞれの業績評価だけに集中して

しまって，全社として何をなすべきかということとの連携がきちんと取られていないと，組織の目標

は達成したが，会社の目標は達成していない，あるいは会社のためにならないことにもなりかねませ

ん。最終的には，社会的責任の遂行をきちんとできる企業であることが大事なのです。 

 

何か新しいことをする前に，皆さん方の周りを見渡せば，経営品質を阻害要因がたくさんあると思

います。まずこれを見つけて１つずつ潰していかなければなりません。 

まず，お客様や市場の変化に鈍感であること。お客様が時々刻々と新しいものを求めているにもか

かわらず対応しきれていない。かつて日本経営品質賞受賞企業アサヒビールのお話を伺ったら，「変

化のきざしは現場にあり」をモットーにして，現場の声を毎日のように聞いておられるということで

した。受賞されたときは瀬戸社長で，そのあと 2代替わられましたが，考え方は引き継がれていると

思います。当時の瀬戸社長は，毎日ご自身のパソコンに第一線からの情報が 30 通ほど入ってきたそ

うです。その現場の情報に対して，ほぼ毎日必ず的確に指示を出していらっしゃるという話をされて

いました。 

 

 受賞してしばらくして瀬戸社長が会長になり，当時，副社長だった福地さんが社長になられました。

受賞された企業は,受賞企業研究会で社長かトップマネジメントをお呼びしてお話を伺うのですが，

福地社長の時代に私も同席させていただきました。お話のあとの質問で，質問者には，福地さんにな

って瀬戸さんの時代の考え方がどのように引き継がれているかを試すような気持ちが心の中にあっ

たのではないかと思います。「前社長の瀬戸さんのころには毎日現場の情報が何十通か入ってきて，

対応されていたという話を伺いましたが，福地社長に代わられてからも同じようにやっていらっしゃ

るのでしょうか」という質問があったのです。福地さんはニコッと笑って「いいえ，同じようにやっ

ていません」とおっしゃって，みんなを「おや」と思わせたあとで，「実は瀬戸さんのころには１日

30 通でしたが，私の時代になったら１日 150 通になり，そういう意味では同じではないのです」と

いう話をされていました。やはりいい業績を上げられている会社は，現場や市場の変化に敏感であり，
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またその手段を持っているという一つの事例です。 

 よくプロダクトアウトという言葉を使いますが，これは作る側・売る側の論理です。つい 2～3 日

前に，ある香料の会社が使ってはいけないものを使って話題になり，トップマネジメントの言い分が

新聞にも紹介されていました。使ってはいけない材料を使っているのは知っていたが，それを変える

ことによって品質が低下してお客様離れが起きるのが恐かった，これはまさに作る側・売る側の論理

です。本当にお客様が求めているものであるはずがないのですが，作る側・売る側としてはそのよう

に思いこんでしまった。ですから，作る側・売る側の論理が社内に徹底してしまうと，それで動くの

が当り前の会社になってしまいます。もう一度，本当にお客様が求めているものは何かを見直して，

それに応えていくことが大事です。 

 これに近い話として，松下幸之助さんがよく言われていた言葉に「お客様の欲しがるものを我が社

は作ってはならない」というのがあり，「おや」と思われると思います。お客様の欲しがるものでは

なく，お客様の「ためになる」ものを作りなさいということです。今欲しいと思っているものは，も

しかするとお客様自身は本当にわかっていないかもしれません。ですから，お客様のためになるもの

を考えて，お客様の先をいくことが大事だと松下幸之助さんはおっしゃったのだと思います。作る

側・売る立場での商品開発はやめてください。つまり，今売れればいいとか，お客様が欲しいと言っ

ているから出せばいいというのは，本当にお客様のためにはなっていないかもしれません。もう一つ

先をいってくださいと言いたいのです。 

同じようなことですが，長期ビジョンに基づいた戦略的視点の欠如，これを早くやり直してくださ

い。バブル時代には何をやっても儲かり，業績も上がりました。対前年度比で，業界平均が 10％だ

ったら，我が社は 15％増でいけば業界よりも上位に立てると，あまり深く物事を掘り下げて考えな

いで表面だけを考えた時代が長く続きました。そのため，長期的なビジョン，我々が達成すべきゴー

ルは何か，自社の存在理由は何か，役に立つ商品は何かを考えて企業戦略を作る時代を経験しないう

ちに発展した企業もあったと思います。そこを今，考え直す必要に迫られているのではないでしょう

か。 

それから，部門や組織の間だけで達成したからいいということではなく，全社的な視点で，最終的

には市場やお客様のためになるものを作っていくのが企業の使命であり，そのために部門・組織・個

人がどういう目標を達成すればいいのかというブレークダウンの仕組みがないといけません。そうで

ないと，今期の製造部門は出荷目標を達成したからいい，あるいは売上を達成したからいい，財務部

門は利益をいくら確保できたからいいと，部分最適だけに陥って，全体最適を忘れることになりかね

ません。ここからの脱却が必要です。 

一方，社員が企業に属して仕事をしていく場合，自分の価値観と企業の目的が合致すれば最も幸せ

なわけですから，そこを如何に合致させるか，です。社員の価値観が多様化しているので，それに企

業全体が合わせていくのは，今までよりは難しくはなってきていますが，そこを上手く克服すること

が大事です。そのためには社員一人一人の意識を的確に把握しておく必要があるでしょうし，その違

いを理解したうえでの動機付けが必要になってきます。お金はいらない，達成感を味わいたいのだと

か，好きなことをやらせてくれる企業に行きたいとか，最近の若い人たちと話していると，初任給が

高い安いで必ずしも企業を選んでいません。私どもの時代は初任給が安いか高いかは大話題で，100

円でも高いところに就職するのが，出来のいい奴という評価を取った時代がありますが，今はそうで

はなさそうです。 

また，企業倫理や社会的責任を軽視して，優先順位を目先の利益や売上などにおいてはいないでし

ょうか。それが延いては企業破綻になりかねません。 

 これらが，組織の中では知らず知らずのうちに行われています。また，トップマネジメントはそん

なつもりではなく，末端で行われていることに気がつかなかったというのが昨今の事例の中によく出

てきます。それをどうやって早めに気づいて直していくか。そのためには企業・組織の健康診断と体

質改善が必要です。人間ドックに入って早めに予防・治療すれば，大きな病気にならずに済むのと同

じことが企業にもいえます。常に的確な診断をして早めに手を打つことです。 

 

企業・組織の健康診断と体質改善経営品質向上プログラム～卓越した業績達成を目指して～ 

経営品質向上プログラムとは，アセスメント基準書の精神を理解していただき，企業の中にこれを

駆使して社内の健康診断を行える診断士（アセッサー）を育成して診断を定期的に行っていくことで，

早めに手が打てるようになるというものです。経営品質のアセスメント基準を全部理解して覚えてく

ださいとは毛頭申し上げません。 

 6



 

概念的なことは 4つで，言葉を覚えていただくよりも考え方を理解していただくことが，最低限必

要なことだと思います。 

最初にお客様ありきです。企業にしても商売にしても，お客様がないことには成り立ちません。し

たがってお客様が最も大事な存在です。お客様本意，つまりお客様が求めるものを的確に迅速に提供

していくという考え方は絶対に不動で，何があっても変えない，当り前のことですがそれがトップに

あります。 

 

それを実現し，お客様のニーズに応えるためには当社・当組織として何が必要か。これが独自能力

で，他社よりもほんの少し安く，ほんの少し優れたもの，ほんの少しデザインがいいということでは

なく，決定的に違うものを考えだそうということです。日本にはそういうものが本来はあったのです

が，最近は少し自信が揺らぎかけています。もともと巧みの技という，ほかの国が簡単には真似られ

ない日本人独特の伝統的な技が社会の中にインフラとして存在しており，それを活用することが今の

不況から脱出するための強みになるはずです。 

コストだけに着目して，製造原料を外に移し，技術がどうなるかをあまり考えないのが心配なとこ

ろですが，アメリカもいったんは製造技術の空洞化を心配した時代があったものの，今は見事に取り

返しています。一次産業は別ですが，製造業における製品の製造コストや生産性は，アメリカが他の

国に比べて圧倒的に強い分野が出てきています。日本も中国や東南アジアに製造コストの面でかなり

開きがあり，負けていると言われている部分があると思います。しかし，それだけであまり大騒ぎし

ないで，日本の独自能力は何かをきちんと考え，それを生かすことによって他の国にはできない，お

客様ニーズに応える方法があるはずだと認識していただければと思います。皆さん方の仕事，あるい

は企業の中にも，絶対に他社にヒケを取らないものがあれば，それを生かし，強化していくことが大

事です。それが独自能力です。 

3 点目は，独自能力は人が作っているわけですから，社員一人一人がそれを作り出すことが大事で，

社員重視が出てきます。 

最後は，企業の活動が社会から尊敬される存在であること，つまり社会的な責任の遂行と社会との

良好な関係づくりです。 

経営品質は，この 4点で成り立っており，アセスメント基準書の考え方に織り込まれた言葉だと考

えてください。この 4つの考え方は，経営理念や経営ビジョンの中に織り込まれ，全社員が，所属す

る会社や組織の存在する理由や目標は何か，共通の理解を持っておく。そのためにはそれと結びつけ

て自分の役割，日々の活動が何であるかを理解するようになっているかどうかです。 

そのためには，日々のトップマネジメントから第一線にいたるまでの社員との両方向のコミュニケ

ーションが大事です。一方的にトップマネジメントが考えていることを訓話などでお話しされても，

おそらく 1回で 1割の人が記憶にとどめているぐらいだと思います。では，10 回やれば 10 割かとい

うと，そうはいかずに，半分ぐらいの人が，社長が何回も繰り返して言っているのだから大事なのだ

ろうというのが平均的な理解でしょう。徹底して分かったのかを，トップマネジメントが何らかの形

で知る手だてが必要になってきます。 

企業の存在価値・価値前提，我が社は何のためにあるのか，社会のためにどういう価値を提供しよ

うとしているのかを，わかりやすく常にモットーとして掲げておくというのが経営ビジョンです。日

本のどの企業も一般的にお持ちですが，世の中が好景気でそんなことは忘れていても上手くいった時

代がありましたから，形骸化して言葉だけが残り，実態がなくなっている場合があるのではないかと

思います。その場合には，もう一度蒸し返して同じことを言っても，形骸化してしまったものが戻っ

てくるのは難しいので，新しいビジョンや経営理念を再構築し，再徹底する必要があるでしょう。 

ある食品会社に不祥事があって，たびたびテレビで報道されたときに，「お客様第一」「安全第一」

という看板が掲げられているのが映っていましたが，あれが形骸化のよい例ではないかと思います。

本気なのだということがいかに伝わるかが大事です。 

 

経営品質を実現するための基本概念として，クオリティ，リーダーシップ，プロセスと，カタカナ

が 11 項目のうち 8 つあります。分かりにくい，少しひねってある，どういうことなのだとお感じに

なったら，アセスメント基準書を読んでいただくと一つ一つが解説されています。 

 

品質と言わずにクオリティとしたのは，品質というと従来感覚では品物の質ということになり，品
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質改善活動には長年取り組んでいるからいいという話で終わってしまうのを恐れたからです。クオリ

ティというと，いったい何なのか，「おや」と思わせて，それが何かを知ろうとする，そのきっかけ

を作るのが狙いです。基準書の中で半ページ近く説明されていますので，読んで理解していただけば

いいのですが，お客様に何か効率良くお届けするための考え方がちりばめられています。アセッサー

のコースの中では繰り返し，考え方の説明が出てきます。 

ただ，１回聞いたからそれですべてが分かるということではなく，私自身も世の中の出来事や実例

を見るにつけて，ここでいう基本的考え方の一つに相当するとか，そういう考え方もある，そのよう

に理解できると，日々新たな知見が得られています。これは永遠の課題であり，その糸口がここに

11 個並べられているとご理解いただければいいと思います。 

⑩フェアネスと⑪イノベーションは去年から新たに加わりました。⑨グローバリゼーションはその

前から加わっていましたが，日本企業が他の国に比べて遅れを取ったと思われるところが⑨⑩⑪です。

日本の競争力が遅れを取っている理由の１つにグローバリゼーションの遅れがありました。世の中が

どのように変わっていっているかを敏感に察知しないで，ずっと「Japan as No.1 」で来て，これが

変わることがない強みだと思いこんだのが，グローバリゼーションから立ち遅れた理由なのです。グ

ローバリゼーションを入れたのは，世の中に目を開きましょうという理由です。 

⑩フェアネスは，特に昨今の社会的な不祥事によって，日本企業は自浄作用がほかの国に比べると

少ないのではないかと言われたことに対応して，経営の情報を社員や外部にオープンにし，いい意味

でも悪い意味でも批判を仰ごうということです。批判というのはフィードバックですから，悪いフィ

ードバックでもいいフィードバックでも，それを参考にして更なる強化に変えればいいわけです。オ

ープンにしないからフィードバックもされず，組織の中だけで弊害が累積されていって，ある日突然

蓋を開けたときには手遅れになっている。そうならないために，情報を公開する透明性が大事だとい

うことが，ここでいうフェアネスです。トップマネジメントなり経営が方針を出すときに，どういう

理由や背景があって結論を出したのか，あるいは判断がなされたかを公開することによって，いろい

ろなフィードバックが来ます。それに対応するだけのエネルギーが必要になりますが，それは自浄作

用のために必要だとお考えになるのが大事です。 

⑪イノベーションは，先程の独自能力と関連しています。独自能力は一昨年までは競争力の強化で

した。根底にある考え方は同じでしたが，競争力の強化というと，ともすると価格競争や製品の納期

といった，今までの延長線上での単純な競争力と思われがちでした。しかし，そうではなく，ほかが

簡単にはまねができない独自のものを，社員が新しい考え方で作り出していくことをイノベーション

として取り上げようと。そのためには社員の教育，評価制度，育成といったもの全体を通じて，ある

いは戦略の中でイノベーションを取り込んでいくことが大事になってきます。考え方としては，従来

になかったものを歓迎する仕組みが大事だということです。 

 

8 つのカテゴリーから成り立っていると言いましたが，あらゆる組織体・企業が持っている共通の

活動形態を想定して作られています。トップマネジメントと経営層のリーダーシップ，それから経営

における社会的責任はいかにあるべきかという理念をきちんと打ち出すことが，トップマネジメント

や経営層における方向性と推進力になります。それを受けて戦略ができ，戦略を受けて，人を育てた

り，採用したり，活用していく個人と組織の能力向上があります。そして，ものづくりやサービスを

作る仕組みが個人の能力とリンクして出てきて，そのアウトプットが活動の成果です。 

活動の成果には，従来感覚でいう売上や利益はもちろん，それ以外のものもたくさん入っています。

個人がどう育っているのか，あるいは戦略が当たったのか，外れたのか，そのフィードバックを得る

ことによって，全体の仕組みも変えていくようなものになっているかどうかを見ようとしています。 

その前提になっているのが，お客様と市場の理解です。つまり大前提である，お客様はだれか，市

場はどこかをちゃんと理解して，そこにターゲットを絞って，何を提供し，どういうものをお客様は

価値と認めてくれるかという情報を持っているかどうか。日々自分たちが行ったことが，お客様にど

う受け止められているか，きちんと理解されているかどうか。こういったことが大事です。そして，

常にタイムリーに伝えていくこと。今は情報技術を使えばコンマ何秒単位で情報を伝えることができ

ます。それが組織の全体の中枢神経として働くようになっているかどうか。これが情報マネジメント

です。 

こういう仕組みが，大小や業種・業態を問わず，すべての企業に共通してありうるだろうというこ

とで，8つのカテゴリーに分けています。 

組織プロフィールとは，全体を総まとめしたときに，お客様や市場をどうやってターゲットとして
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絞り込んだのか，その背景となるものの前触れです。全体をカバーするようなことだとお考えくださ

い。 

このようなフレームワークを使うことによって，健康診断であるならば心電図を撮ったり，肺活量

や血圧を測ったりするように，全体の体力を見ていくのがこの 8つのカテゴリーによって洗い出され

る診断の内容です。 

その前提として，皆さんが達成しようとしている目標は何か。スポーツ選手ならサッカー選手にな

ろうとしているのか，水泳の選手か，あるいは棒高跳びなのか，マラソンなのか。目標（組織プロフ

ィールで表すもの）とするものがあるならば，鍛える場所が違ってくるわけです。診断した結果が同

じであっても，今後，どこを鍛えたらサッカーの選手として強くなれるのか，あるいは棒高跳び選手

として強くなれるのか，それぞれトレーニングを行うべき場所が変わってきます。それが組織プロフ

ィールで，何を目指すかがきちんと定義づけられていれば，出てきた結果をどう活用するかが変わっ

てくることになります。それが，経営品質アセスメントを行うアセッサーの仕事だとお考えください。 

 

それぞれ８つのカテゴリーには配点があります。全体が 1000 点満点で，配点そのものは毎年見直

されますが，大幅に変わることはないと思います。1000 点満点を目安としていただくと，今まで受

賞された企業は 600 点以上 700 点強ぐらいで，700 点を大幅に超えて取られた企業はそうそうありま

せん。全世界でもおそらくないと思います。まして，ほとんど満点の 900 点は，今までなかったと思

います。 

渋谷にある生産性本部でも毎年いろいろな企業をアンケートによって調べていますが，日本の企業

の中でサーベイを行いますと，毎年少しずつ上がっている傾向はあるようですが，300～400 点の間

が平均的企業です。それぞれのレベルに対して，分かりやすい意味づけをしています。 

 

一番下の 0～99 点レベルは「意識なし」。つまり，何をやっていいかも分からないし，やる気がほ

とんどない。そんな会社は存在が許されませんから，消えてなくなっているはずです。それは別とし

て，今までのままでは上手くいかない，何かしないといけない，しかし何をやっていいか分からない

というのが，「気づき」のレベル（Ｃレベル）で，100～299 点です。場当たり的に経営層が１つず

つぐらいは手を打っているが，必ずしも効果が明確ではない状態です。 

それを超えると，Ｂレベル「基本的な仕組み」となります。つまり，改善の仕組みなどを持ち，継

続的に経営層が眺めて，今年はここまでいったのであれば来年はこのようなことをしようと，基本的

な仕組みが各部署単位では行われ，それをトップマネジメントも眺めてはいます。平均的企業が，こ

のレベルを少し出たあたりにあると見ています。 

それを超えますと「体系化・標準化」のＡレベルで 500～699 点です。このレベルは組織ごとにバ

ラツキがあってはまずい，組織全体が足並みをそろえていく必要があろうと。もう一つ組織単位で良

くやっていても，会社の全体最適化を目指さないと上手くいかないことに気づいて，体系的な取り組

み，全社的な標準化が行われます。大体，こういったものができてくると 500 点を超えているでしょ

う。 

受賞企業はそのレベルをさらに超えて，現状に常に満足することなく，他社が何をしようとも自分

たちは自分たちでもっと良くしようと，全部ではなく一部で取り組んでいる「改善と学習」。「体系

化・標準化」に上乗せしてこういったことが行われていると，700 点のレベルにいきます。そういう

おおよその目安を考えてください。 

この成熟度モデルという考え方は，アメリカのカーネギー・メロン大学をはじめとする学者の提唱

としてあり，企業というのはいっぺんにレベルが上がることはなく，一つずつクリアすることで上に

上がっていくことが可能であると言われています。地道な継続努力が必要だということです。ただし，

成熟度モデルといっても，人間は年をとったら後戻りすることはないのですが，これは後戻りするこ

とが大いにあります。ある年にあるレベルを達成したから，そのままで改善を止めておいてもそのレ

ベルが永久に続くというわけにはいかないのです。周りが動き，人も変わっていくからです。したが

って，継続的な改善と学習が永久に必要になります。この成熟度モデルは，あるレベルで留まってい

れば追い抜かれ，やがて相対的には下がるということにご注意ください。 

 

ここで，皆さん方に自問自答していただきたいと思います。ご自身の企業で全体としては，お客様

はおぼろげながらでも決まっているはずですが，では組織にとってお客様はいったいだれですか。お

客様がわかっているならば，そのお客様の声は早く確実に伝わっているでしょうか。こういったこと
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を自問自答していくと，伝わっていない，あるいは伝わっているがまだ十分ではないと，改善しなけ

ればいけないことにお気づきになると思います。 

それから，お客様の声に応えるばかりではなく，ニーズを先取りしてつかまえることはできている

でしょうか。お客様の声を聞いてからものを作っていたのでは，ソニーが作ったウォークマンのよう

なものはできません。録音できないテープレコーダーを作ってみろといって，出来たのがウォークマ

ンだと言われていますが，お客様のニーズに先行して，やがて欲しくなるのではないか，試してみよ

うということがないかぎりは出てきません。お客様のニーズを先行して把握する仕組みを持っている

かどうか，あるいはアイデアを社員の中から出す仕組みになっているでしょうか。 

また，組織的最適化は行われていても，全体最適化を行うような，組織を超えた連携や協力体制は

十分でしょうか。協力しても何の得にもならないと現場の人が思っているかぎりはしません。ですか

ら，協力すると，会社にとっても本人にとってもプラスになるような仕組みが必要です。評価制度を

もう一度抜本的に見直す必要があるかもしれません。 

現場のことは現場に判断させ，任せることが一番ですが，現場の若造には任せられないとおっしゃ

るかもしれません。事例は悪いかもしれませんが，最近，アメリカの軍隊でも見直して，第一線にす

べて任せようと。いちいち司令部に報告させ，指示を出していたのでは間に合わない，その間にもミ

サイルは飛んで来ます。ボルドリッジ賞の考え方はアメリカのペンタゴンにもかなり普及しており，

第一線に任せていくことがいかに大事かを学び取ったようです。 

企業においても現場のことは現場で，お客様に対応している人がお客様から何か言われたら，「そ

れは私にお任せください。お客様のためになるようにします」という答えが返るようになっているか

どうか。あるいはものづくりの現場でしたら，その人の一存でパッと変えられるようになっているか

どうか。そのためには相当いろいろな教育や訓練が必要になってきますし，評価制度も変えなければ

いけません。 

次に，悪いニュースはともすると上に伝わりません。今いろいろな事例が起こっていますが，現場

がそこまでやっているとは思っていなかったとか，現場がやったに違いないが，自分は聞いていなか

ったと上層部はおっしゃいます。これは悪いニュースが伝わるようになっていないからです。アサヒ

ビールでは，悪いニュースを持ってきた社員をまず褒めて，では会社としてこういう手を打とうと，

すべて会社のアクションになって伝わっていきます。そうすると，伝えた側も伝え甲斐がありますし，

会社が良くなることにもつながって経営層も得をします。したがって，悪いニュースは早く伝わるよ

うにしなければいけません。 

悪いニュースを持っていって，「なぜそんなことが起こったのだ」と持っていった人間が叱られる

ようなら二度と持っていきません。ですから，何か悪いことが起こったら，人が悪いと言う前に仕組

みが問題だと考え，人を責めないで仕組みやプロセスの改善に結びつけているかどうかが大事です。

また，悪いニュースを伝える背景として，何でも言える組織風土でないといけません。言ったらまず

いのではないかというのがあると，本来言うべきことも言わなくなります。 

最近は問題の再発防止とか予防と言っていますが，本当にそれがそうなっているかどうかです。現

実に起こった問題だけを潰しているだけではなく，二度と同じような問題が起こらないようにするた

めの仕組みが大事になります。 

こういったことを絶えず自問自答していただくだけでも，かなり経営品質は改善できるのではない

かと思います。 

 

企業・組織の健康診断と体質改善経営品質向上プログラム～卓越した業績達成を目指して～ 

経営改革の取り組みには，アセスメント基準書によってアセスメントをきちんと行うことも大事で

すが，それ以前に，トップマネジメントあるいは経営幹部としての考え方を持たないと，いくらかた

ちのうえでアセスメントを行ってもだめです。組織の枠を超えたリーダーシップに始まり，リーダー

シップを発揮すべき幹部や組織の長の方々は根底にある考え方をいくつか変えていただく必要があ

ります。 

 

まず，部門や組織中心の管理体制・強化体制を変えていかないといけません。お客様や市場が最も

優先すべきことで，目先の売上や利益にとらわれないことが大事です。今期の利益を犠牲にしてまで

とおっしゃるかもしれませんが，現在の業績，売上や利益は今までの仕組みの累積の中で出てきてい

るものですから，今，小手先のことをしても即変わることはないのが大部分です。ただ，それはすべ

てではなく，非常に即効性のある部分，例えばお客様から「おまえの会社は変わった」と言われるよ
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うな手の打ち方はいくつかあります。品質の向上は製造現場で手を打てますし，もし価格競争力がな

くて，一時的な利益は犠牲にしてもお客様の信頼が先だというのなら，価格体系を変えることも可能

です。また，お客様との接し方を変えるのはすぐにできることです。お客様との信頼関係を最優先す

るならば，そちらにすぐ手を打つことによって，お客様から見たら何か変わったということは少なく

ともいえると思います。 

それから，部門・部署よりも全社・グループの長期目標優先で，部門・部署の目標を達成すること

ですべて良しとせずに，全社目標を達成しなければ部門・部署の長といえども良い評価は得られない

ようにすることが大事です。 

また，第一線社員の裁量・判断範囲を増進し，それを会社として支援します。これはエンパワーメ

ントという言葉で，第一線社員が自己の判断でいろいろなことができるようにします。そのためには

社員の権限，知識，情報といったものを増大していく必要があります。 

これからは，従来のきちんと決められたことをやっていく管理・監督型のマネジメントから，率先

してリスクを冒してでも，会社のため，あるいはお客様のためと思ったら行動を起こすタイプのリー

ダーが必要になります。最近，アメリカの経営学の専門学校では，リーダーの定義を「自己を犠牲に

して他人を成功に導くことのできる人」としているそうです。それをアメリカの経営学の中で教えて

いるというのが面白く，日本のお株を奪われているようなところです。 

 

日本経営品質賞の考え方の中では，特定の方法を強制していません。ここでは 6つの方法を，言葉

よりも中身を理解していただくために挙げています。 

 

お客様志向・お客様満足とは，ターゲットとするお客様や市場のニーズに的確に応え，満足を与え

ることで，それができれば，企業にとって重要な成果（利益・売上・マーケットシェアなど）はひと

りでについてくるものです。つまり，お客様のニーズに応えた結果が企業の利益であり，これを逆に

考えてはいけません。企業である以上，利益や売上などを無視することはありませんが，手段を選ん

でください。お客様・市場のニーズに的確に応えた結果，企業は利益を上げ，売上を伸ばし，マーケ

ットシェアを拡大することができるのだと思います。 

ここで大事なことは「真実の瞬間（moment of truth）」です。この言葉を作り出したのは，ＳＡ

Ｓ（スカンジナビア航空）の会長でした。航空会社が本当にお客様にとって信頼できるかどうかを決

定づける，お客様との対面時間を調べたところ，平均して 15 秒だそうです。つまり，お客様は窓口

やスチュワーデスなどとの 15 秒の対話によって，その会社がいいか悪いかを判断している。だから，

その 15 秒に集中してお客様の信頼を勝ちうる社員の教育やサポートする仕組みが必要だということ

を言っているのです。 

次に，お客様から苦情が来るとあまり喜ばない風習がありますが，苦情は大変な宝物なので，如何

に上手に取り上げて自社の改善に生かしていくかが大事です。『苦情という名の贈り物』という本も

出ています。それから，お客様満足度とは，単に満足を測定して終わりにするだけでは意味がありま

せん。満足したお客様が再購入し，他者への紹介につながっているかどうか，声なき声を聞く耳があ

るかどうかが大事です。 

 

プロセス・マネジメントとは，お客様からみて，当たり外れがないことです。「次工程はお客様」

という考え方を徹底していただければ，従来のＴＱＣの中でもよく言われたことなので大丈夫だと思

います。 

 

ベンチマーキングとは，もともと東洋的な思想です。「井の中の蛙」で，世の中のことを知らない

のではだめです。「他山の石」で，だれからでもものを学ぶ。よその石は質が悪いと馬鹿にするので

はなく，その質の悪い石からでも学ぶことはできるはずです。「孫子の兵法」は，自分を知り，敵方

を知ることによって競争や戦争に勝ち抜くことができるという考え方です。こういった考え方をベン

チマーキングして，他社を知り，いい事例を学び取って自社の中に取り込もうということです。 

 

エンパワーメントとは，お客様や市場の現場を最もよく知っている第一線社員にできる限り任せる

ための仕組みが大事だということです。 

 

そして，従業員が満足しないと，企業はいい成績を上げることは可能ではありません。私が居りま
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した外資系の企業では，従業員満足とお客様満足とはきわめて密接な関係があることがよく知られて

います。従業員が満足していないとお客様の満足も下がり，売上も落ちます。つまり，お客様が満足

してくれないから買ってくれないわけです。 

 

従業員の満足というととかく誤解を招きますが，給料が高くて保養施設が多ければ満足するという

意味ではないのです。従業員が本当にやりがいを持って，自分の組織，あるいは自分の所属する企業

が誇りに思えることが大事です。これが従業員の満足の根底にあると思います。そのためには上司と

の良好なコミュニケーションが大事です。 

 

また，情報の共有も大事ですが，昨今はいろいろな技術がありますから，そういったものを駆使し

ていただくことです。 

 

企業・組織の健康診断と体質改善これからの経営におけるビジネスパートナーとの連携 

～独自能力の合成による競争力強化～ 

日本経営品質賞の中では，ビジネスパートナーを本来なら区別すべきではないという考え方を持っ

ています。つまり，自社と対等な立場で，自社組織の中の一部という考え方で付きあっていただくと

いうのが，根底にある考え方だとご理解ください。そのためにはお客様の声がビジネスパートナーの

ところにも届くようにする仕組みが大事なので，社内と同じように扱ってくださいということです。 

 

 

最後に，経営品質向上プログラムを実践した企業がどのような効果を認めているかです。 

 

日本経営品質賞を受賞した企業とそうでない企業では，前者はすべてのカテゴリーが平均してお客

様の満足度も高く，その結果としての業績も高くなっています。逆に後者はお客様満足度が低く，業

績も低いという結果になっており，帰納法的な言い方ですが，お客様満足度と業績とは密接な相関が

あります。 

次に，フォーチュン誌の有力 500 社の株を全部１株ずつ買ったと想定してください。これを一つの

目安とすると，ＭＢ賞を受賞した企業の株だけを買った場合はその 3倍もうかります。つまり，受賞

企業はそれだけ株主の価値も高いということです。申請したけれども受賞にはいたらなかった企業で

も 2倍もうかります。フォーチュンの 500 社よりも，経営品質に取り組んでいる企業は，顧客価値だ

けでなく株主価値も高い，すなわち業績もいいのです。 

他の品質向上プログラムとの両立についてですが，皆さん方の中には，ＩＳＯ9000 やＩＳＯ14000，

あるいは従来型のＴＱＣ，ＴＱＭに取り組んでいらっしゃる企業もあるかと思いますが，どうか両立

させてください。そういったものをいらないというつもりは毛頭ありません。ＩＳＯ9000 は，日本

経営品質賞のカテゴリー5（プロセス・マネジメント）の非常に重要なポイントを占めています。た

だし，それが上手く戦略や経営ビジョンと結びついているかどうかが大事なところです。また，ＩＳ

Ｏ14000 はカテゴリー２の社会的な責任の遂行と結びついているかどうか，その一部ではありますが，

その中に取り込んでいただきたいと思います。ＴＱＣ，ＴＱＭについてもＩＳＯ9000 と同様に，上

手に会社の究極のゴールであるビジョンや戦略と結びつけて，実践するための手段として取り込まれ

ることが大事でしょう。 

 

 

経営品質向上には終わりがなく，永遠に続きますので，何か一つをやって終わりではなく，これか

らの取り組みに邁進していただければと思っています。 

（終） 
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