
 
 

平成12年度 通常総会 特別講演 

「経営を見る目 情報を見る目」～経営品質の向上とナレッジ・マネジメントの構築～ 

日 時 平成12年５月16日（火） 

講 師 日本総合研究所理事，公認会計士 髙梨 智弘 氏 

 

 今日は「経営を見る目，情報を見る目」ということで，話します。 

 中味を一言で言うと，「環境変化に対応してやっている
・
つ
・
も
・
りの経営が，本当にそれでいいのだろ

うか。」ということです。別の言い方をすると，皆さんの企業組織体が最も効率的に動ける有り様を

どうしたらいいのだろうか，どのように経営をよくするのだろうか，という「How」のところが，実

は『経営品質』なのです。経営の中で一番いいやり方，あるいは最も効果的な方法，競争力を上げる

基準があって，それに従ってやるとうまくいくのです。一言でいうと，お客様に視点を合わせたＣＳ

経営とは何かを決めているのが，『経営品質基準』なのです。経営品質基準そのものも「How」（ど

のようにするのか）として大事なのですが，その前に「What」（何をするのか）のところが皆さんわ

かっていないと，Ｅコマース時代で何をやるべきかわかりません。「今の業務をどう変えたらいいの

か。」「お客様がコロッと変わったとき，どうすればいいか。」「そういう話を理解するために何を

したらいいか」も含めて，皆さんと一緒に学習をしていきたいと思います。 

 

Ⅰ 正しいことが正しくない時代 

あなたは「ゆでガエル」になっていませんか？ 

 あなたは，「ゆでガエル」になっていませんか。 熱湯の水槽にカエルを入れると，カエルは反射

的にすぐに飛び出します。しかし，カエルが水槽に浸かっているところに，差湯して，温度を１度ず

つ上げていくと，カエルは環境変化に気づかず，最後にはゆであがってしまいます。ちょうど私ども

の企業も同じことで，気がついたら環境変化に間に合わなかったり，競争相手とは別なことをやって

いたり，あるいはお客様がコロッと変わっていたりして大変な目にあうのです。 

「ゆでガエル」にならないようにするには，10度ぐらい温度差のあるものを，ドッとかけてもらう

ことが必要です。それが，経営品質，ベンチマーキングなのです。経営品質をやると，自分とヨソと

の差がわかるのです。経営品質賞の審査基準は，健康診断ですから，自分の悪いところがわかるので

す。ベンチマーキングは，ベストと比較します。どんな小さな企業にも，「自分たちの技術は，日本

一，世界一だ。」というものを何か持っています。それを自分のところに導入できるのなら，そんな

いい話はありません。 

 

環境変化とはなにか 

今まで正しいと思っていたことが，正しくない場合があります。それは実は時代の要請なのです。

正しいことは正しいはずなのですが，でも正しくないこともあるのだということを，どのように認識

するかがベースになります。そのベースがわかっていないと，経営にいろいろなしわ寄せが出てしま

うのです。ちょっと前まですばらしい社長だ，経営人だと言われていた人たちが，企業とともにこけ

てしまったということはよくある話です。 

それでは，環境変化とはどういうことでしょうか。まず，正しいことが正しくない時代をもう１回

見据えようということです。「従来の社会と，これからの新しい社会とは，違う。」という認識を持

つということです。ここに大きな壁があるのです。皆さんは壁を打ち破ろうとしているわけです。中

には，打ち破って，エクセレント・カンパニーと呼ばれる，利益が出てニコニコしている会社もあり

ます。でも，ほとんどの企業は苦労をしています。それを環境の責任だと言っていると，「ゆでガエ

ル」になってしまいます。結論を言いますと，自分から飛び出しなさい，突き抜けなさいということ

です。 

しかし，それを口で言うのは簡単ですが，一体どうしたらいいのでしょうか。 
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経営環境の変化に合わせる発想 

自分が思っていたやり方は，今までは正しかったわけです。例えば，「本屋」には，なぜ「屋」（屋

根）がついているのか。「書店」は，なぜ「店」が下にくっついているのか。「本屋」「書店」とい

うからには，お店があって屋根があってと，それは当然のことで，正しいことですね。でも，よく考

えてみたら，本質は「本」であり，「書」を売りたいわけですね。そうしたら，屋根も店もなくてい

いではないですか。その発想を「本屋」「書店」だけではなくて，皆さんの会社の中に使えるか使え

ないかがポイントです。 

例えば，アマゾンドッドコム社は，ネットワークの中で本を売っているわけです。これまで，私は，

英語の本を今まで銀座や新宿の「書店」までわざわざ買いに行っていました。１時間かかって行って，

１時間ぐらい探して，１時間かかって帰ってと，計３時間費やして買っていました。 

 しかし，今は，自分の家や会社のパソコンで注文します。所要時間は，ほんの５分です。お金を支

払うのも面倒ではありません。クレジットカードの番号を入れるだけで，本は翌週には送られてきま

す。おまけに，価格は普通だと２割引で，ちょっとしたものは４割引です。 

「今までの正しいことが正しくないかもしれない。」ということは，皆さん自身が考えることです。

なぜかというと，最初に経営環境が変化していますといった時，皆さんはうなずいていましたね。気

がついているのだったら，変化しているものに合わせなくてはいけないですね。 

 

次の手はベンチマーキング，経営品質，ナレッジ・マネジメント 

 ＱＣ（品質管理），ＴＱＣ（全社的品質管理）で有名なデミング博士が亡くなる前に，「最高の技

術者が最高の技術を使って作ったものは最良品だが，お客様が買わなかったらそれは不良品だ」と言

っていました。いかに通産大臣賞を取っていようが売れないものは不良品なんですね。 

アメリカのあるコンピューターの会社は，ＢＥＴ（Break-Even Time）という，損益分岐点のような

発想の仕組みを入れ，大成功しました。開発したプリンタの売上がいっぺんに良くなったのです。何

をやったかというと，『今までの正しかったことが正しくない』という話そのものなのです。 

従来この会社の商品開発の評価基準は，「コストを安く作れ。」，「いっぱい商品を出せ。」とい

うことだったのです。それで彼らは「１年に何個商品を開発した。」，「これだけコストを安くした。」

と言ってボーナスをもらっていたわけです。 

そんな時，問題を発見したのです。「これでいいのだろうか。」と自分の会社を見直した結果，会

社が縦割志向だったことに気がついたわけです。 

デミング博士が言ったように，素晴らしい技術で開発したものは，確かにすべて最良品なのです。

しかし，最良品のＡ，Ｂ，Ｃを売りに出してみたら，Ａは最高に売れ，Ｂはトントンで，Ｃは赤字だ

ったという結果が出てしまったのです。それは，買う人が決めるのですから，しょうがありません。

技術者が決めるのではないのです。しかし，商品の売れ方に差が出てくると，会社としては困ります

から，何をしたかというのが，それがＢＥＴなのです。「販売して損益の結果が出るまで責任を負い

ましょう。」ということです。 

例えば，商品開発の部署で良いものを開発して，今までボーナスをあげていた人たちにも，「商品

を製造し倉庫に入れて，営業して販売の時点までを評価する。」という評価基準を拡大したのです。

すると「売れなかったら，ボーナスはもらえないな。」と商品開発部長は思います。そのために何を

するかといったら，製造部門の人とコンタクトをとり，商品づくりをします。そして，製造部門は，

売れやすく，コストが下がるような商品にします。あるいは営業が売りやすい商品にします。次いで，

お客さまを何人か呼んで，フォーカスグループを作って徹底的にディスカッションもします。「Ａ，

Ｂ，Ｃと３つ作らないで，Ａ，Ｃだけにしよう。」とかいう論議も社内で出てきます。 

そういうことをしようというのが，経営品質，ベンチマーキング，ナレッジ・マネジメントなので

す。 

 

変化する商品とサービスの本質－「意触柔」 

 普通，「いしょくじゅう」というと「衣食住」と書きますが，今日お話ししたいのは「意触柔」で

す。意思を以って，感触を重視して，柔軟で，という「意触柔」です。 

 まず，一番上の「衣食住」は基本的ですから，皆さんの商売の中で，関連している方がたくさんい

ると思います。当然，人間がいる限り無くなりません。でも，伸びはあまりありません。その中でニ
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ッチをうまく使って，儲けている企業がたくさんあるという感覚です。 

 真ん中の「異飾充」というのは，高級志向，バブル型消費です。人間ですから上昇志向があります。

特に日本みたいな成熟した社会は，より良いものを目指しますから，高級志向は無くならないでしょ

う。 

 結局，「衣食住」が105％の伸び率であるとすれば，「異飾充」は115％，「意触柔」はこれからの

もので，130％伸びます。そのように，物事は変わってきたのだと考えていただければいいかと思い

ます。 

例えれば「衣食住」は百貨店型です。 

「異飾充」は，どちらかというとブティック型です。お客さまの好みに合わせて高級なものを高く

売ることです。同じone to oneマーケットを考えながらやるのでも，こちらは高級志向で，どちらか

というとバブル型です。 

「意触柔」は，新しい人たちの好みがころころ変わる中で，その変化に合せていくことです。経営

とすれば日々変わるのですから，それに合わせるのは，大変です。例えると，「百貨店型経営」でも

「ブティック型経営」でもなく，「為替ディーラー型経営」といったところです。 

「意触柔」では，為替が上がったり下がったりするのに合わせるという感じを頭に入れて，経営し

ないと生き残っていけません。 

 この辺が，「今まで正しかったと思ったことが正しくない」，「なかなか，わかっても足が動かな

い」，「地に足がつかない」という現状です。 

 

“黄色い太陽”－文化の違い 

 日本人は，日の丸しかり，「太陽は真っ赤だ。」と思っていますが，世界には「赤い」太陽はない

のです。ほとんどの国では，「黄色い」太陽なのです。今，我々は黄色だと思っている人に，赤いも

のを売りつけようとしているのですから，商売はうまくいきません。そういうことがいっぱいあるこ

とを理解してください。 

 「そんなこと，わが社はお店を１件持っているだけだから，関係ない。地場で売っているのだ。」

と言っていたら大変（な間違い）です。市場を近場だけにしているから，グローバリゼーションは関

係ないのだとは思わないでください。世界中で営業しているマクドナルドが皆さんの近所で急に半額

セールをやっているように，自分の町でも村でもあるという時代なのです。 

 

インターネット時代－これからのＣＳ経営 

 優秀な洋服屋さんがいました。会社は４人だけであまり儲かっていませんでした。しかし，インタ

ーネットで洋服を売り始めると，売上が倍増したのです。普通，仕立て屋さんですから，「仕立てる

のにインターネットではできない。」と，発想してしまいます。「そうではない，売れるのだ。」と

決めて実行したら，本当に売れたのです。インターネットを使って，パソコンの画面に出して，「こ

ういう洋服ですよ。」と相手に送って，相手とやりとりするわけです。また，フィッティングして仮

縫いして，宅配便を使って送るのです。そのコストは，追加でもらうようになっています。そういう

形で大成功しています。今までの仕立て屋さんは，自分の店に来てくれてははじめて商売になったの

です。それがあっという間にインターネットで，日本中がお客さまになってしまったのです。本当に

そういう企業は儲かっています。 

何が起こるかわからない，逆にいうと，何でもできる楽しい時代です。私ももうじき50半ばで，若

くありません。かといって，私が尊敬しているピーター・ドラッカーは90歳で，まだかくしゃくとし

て本を書いています。私以上の年齢の人たち全部が，幸せな世の中になってきました。だって，イン

ターネットの時代です。「若者の時代」など，冗談ではありません。ちょっと足腰が悪くなっても，

頭さえ動いていれば世界中が見えるのです。世界中が動かせるのです。我々にとって本当にいいツー

ルです。だから，これからの時代は我々の時代だと思っています。 

 まず地図をひっくり返すことです。我々は地球の北側に住んでいますから，上の方は北極です。で

も，オーストラリアの地図では，上の方を見ると，南極です。たまたま北半球の人たちが力を持って

いるので，そういう地図が普通になってしまいましたが，ひっくり返してみると逆のことがありえる

ということを，謙虚に賢く見る時代だということです。そんなのいちいち何だ，思われるかもしれま

せん。しかし，それがお客様に合わせるということです。お客様に合わせるのが，ＣＳ経営というこ
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れからの経営です。 

 

最適解を探せ 

 「物事，周りが変わっているので，自分たちはどういう対応すべきか。」「ＳＯＨＯのように自分

の家で仕事をしたい人たちをどうやって取り込むか。」「能力があれば取り込んで仲間にするにはど

うしたらよいか。」あるいは「新しい社会的責任ということで，ちょっとしたことでもたたかれるが，

どうしたらよいか。」など，そんなことも含めて，やはりキチッとした形でやるのが当然の話です。

それを一つ一つどうやって対応していくかというのが，本来の経営品質なのです。 

 良いものを作ったから売れるという発想ではありません。もちろん，良いものを作るというのが前

提なのですが，全部を見回して最適解は何か探す必要があります。全部には手をつけられませんから，

最適解でいいのです。それをどうやっていくかという基準が経営品質の基準です。ぜひ参考にしてい

ただければと思います。環境が変わる中で，経営品質の基準は，マルコム・ボルドリッジ賞基準のよ

うなアメリカで成功した基準を参考にしていますので，ぜひ使ってください。 

 

従来の考え方と新しい考え方－Whatow 

 例として，システム・コンサルタントのケースで話をします。今も昔も，システムエンジニアがい

ますが，これはこれは「How」（どのようにしてやるのか）の話です。経営陣から何かを作ってほし

いと言われて，そのとおりに作るということです。 

 次に，システム・コンサルタントですが，これは「What」（何をするのか）の話です。何をすれば

いいかがわかるから，コンサルタントといわれるのです。良いものを作っても，それがうまくいかな

い場合があるとします。環境を分析して，ビジネスモデルが何か，そのビジネス・プロセスが何かが

わからないと，自分の会社を動かすことはできません。そういうことができる人たちが，システム・

コンサルタントです。 

しかし，今の時代はもう少し厳しくなってきて，「What」と「How」をくっつけて「Whatow」という

考え方になっています。これは「知識エンジニア／ITコーディネーター」のことです。 

時代が変わってくると，「Howの時代」と「Whatの時代」が大体交互に来るのです。今新しい時代だ

から，何をしたらいいかという，「Whatの時代だ。」と言われているのですが，Whatと話しはじめる

と，「では，どうやったらいいの？」というHowの話が出てきて行き詰まり，絵に描いた餅になって

しまいます。それではと，Howをやっていると現場の話ばかりで，お客様が変わってしまってもその

まま現場で一生懸命やっていきます。そのうち，競争に負けてしまうことになります。 

今の時代は，あたりまえの「Whatow」がなかなか出来ないので，言葉を作ってしまったのです。 

 それが，経営とシステムの融合なのです。21世紀に生き残っていくためには，すべて「Whatow」と

いう考え方をしましょう。そうでないと，成功しないのです。間違いがわからないのです。 

 

「部門最適」のムダ 

 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄという事業部があって，Ｃ，Ｄの事業部が突出しているとします。ＩＳＯ9000シリ

ーズを全部導入して，Ｃはうまくやって，認定もされているとします。Ａは全くできない。Ｄは頑張

っていて，デミング賞を取ったとします。そしてＣやＤなどの部の品質の高いところは売上も利益も

うまくいっていたとします。そして，優秀な事業部の人たちに対しては，利益も出ているのですから，

トップとしてボーナスを差し上げるとします。それが「部門最適」です。 

 経営品質の観点で考えれば，それは間違いです。こちらに低いグループがいるのですから，経営全

体としては良くないのです。突出しているところに，低いグルーブが，情報を流すわけです。または

商品の部品を渡す。またあるいは報告書を出す。数字を出すわけです。質の高い部門から見ると，そ

の情報・部品・報告書・数字は我慢ならないのです。粗すぎるので，「もっと細かく分析してこい。」

という話になって，相手のレベルが低いから返すわけです。逆に一生懸命やったイイものを良い方が

悪い方に渡すと，今度は相手が使い切れない。そのムダは，信じられないくらいすごくあるのです。 

 

「Whatow」による効率化 

 一生懸命仕事をしている人たちに，「あなた，仕事していますか。」と言うと，「私は普通の人の

倍やっています。」と言うわけです。しかし，ほんの20秒見ればよい書類を，３分かかって探してい
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ることがあります。その他にもトイレに行ったり，お茶を飲んだり…そう考えたら，正味，３～４割

しか仕事をしていません。これは実際のアメリカのある調査報告です。 

 そのように考えたら，いくらでも効率化できます。会社で８時間働かないで，５時間にして，「早

く帰っていいよ。」と言って，そのかわり効率化します。それができるのであれば，今までの130％

の仕事をさせて，２～３時間早く帰らせてあげた方がいいのです。もちろん，そう簡単にはできない

話ですが…。 

 でも，そのように物事を見ていく必要があるのだということが「Whatow」であり，具体的に落とし

込んでいくことが必要です。私達には，いろいろな問題が出てくるし，やることいっぱいあるという

ことです。 

 

管理職の新しい役割 

ＣＳ経営や顧客価値創造においては，「今までの上司，普通の上司だったら必要はない。」と厳し

いことをマイケル・ハマーというリエンジニアリングの先生が言っています。ただ，しがみついてい

るだけの上司は，全くいらないのです。 

でも，心配する必要はありません。管理者の新しい役割は，経営品質やベンチ・マーキングなど最

先端の話をスタッフに提供し，指導することで，いいのです。自分がやる必要はないのですから，全

部が全部わからなくてもいいのです。例えば，ベンチ・マーキングだったら，ベストに学んでしまえ

ばいいのですから，そういう動きだけを理解して，「この方向に行くのです。」と教えてあげればい

いのです。 

 

顧客主導 

今，時代は，お客様の価値創造をするのだという方向に来ているのです。それは，良いもの作って

も売れないことがあることを意味しています。だから「顧客志向」や「お客様は神様です」と言って

いるうちは，まだちょっと弱いのです。 

なぜかというと，お客様は「神様」ですから「すみません。」と言えば，お客様が「いいよ。」と

助けてくれることを含んでいるからです。それは自分の側から見てのお客様志向なので，やはり自分

の場所にいるのです。自分の城を守りたい，自分のものを売りたい，自分の利益を上げたいのだから，

当然の話なのですが，売るという行為だけはそうではないのです。 

相手だけの話なのです。こちらの話は何にもないのです。欲しいものが無かったり，いやだったら

相手は帰っていいのです。人間ですから，こっちは売りたいという気持ちでいっぱいなのはいいので

すが，売るということはお客さまだけの話です。顧客志向ではなくて「顧客主導」にならないといけ

ないのです。顧客フォーカス（顧客焦点）という話もあるのですが，「焦点」もまだ自分の方から見

ているという感覚があるのです。要は完全にお客さまの上に乗っかって，自分を忘れるということで

す。そうしたら最終的に，自分の会社が儲かるわけです。 

 

Ⅱ．経営品質時代のベンチマーキングの効果 

 

企業の未来像―プロセス志向と経営品質 

企業の成功要因を３つ挙げろと言われたら，一番簡単なのはＱＣＴ（Quality＝クオリティ, Cost

＝コスト, Time＝タイム）です。 

クオリティ（品質）の中には，品物もサービスも含みます。経営の品質も含むのです。コストは値

段や価格。タイムはサイクルタイムや時間です。何で昔みたいにＱＣＤと，Ｄ（納期）と言わないの

かというと，納期は，お客様のところに持っていくことですから非常に大事なのですが，納期とは，

あらゆるサイクルタイムが合算されて，はじめて納期となるからです。もちろん，お客様のニーズを

できるだけ早い時点で掴んだか，掴んでいないかということもサイクルタイムには含まれてくるので

す。 

 たとえば，クレーム処理について考えると，そういうことを調査したり，お客様苦情処理のベスト

という会社はいっぱいあります。そういうところへ行って，ベンチマーキングしたら楽です。時間短

縮もできます。そういうのが，サイクルタイムです。会社の重要性をＱＣＴで見てもらえば，意外に

わかりやすいということです。 
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ただし，これからの考え方は経営品質です｡そういう「経営を見る目，情報を見る目」で見ないと，

勘違いしてしまいます。 

先程話に出たように部門最適であってもデコボコがあると，縦割り志向になってしまって，全体が

うまくいっていません。そして，いい部門のところだけにお金をあげてしまうことになります。そう

ではなくて，うまくいっている人たちには，「うまく行っていない人たちに水平展開して教えなさい。

教えたことによって，ボーナスをあげるよ。」と言った方がイイわけです。あるいは上手くいってい

る人たちにレベルを下げてもらって，すんなりすっと動いた方が，プロセスだからうまくいきます。

そういうことを教えてあげることが必要だということが，経営品質です。 

「ただ一つだけが良い。」というのはだめです。全体で，「一番お客様が喜ぶやり方は何か。」と

いう視点で見ない限り，勘違いしてしまいます。ついつい会社というのは複雑系の組織ですから，ど

んなに優秀な人でも，それを勘違いするのです。また，わかっているのだけれども，そのとおりには

体が動かないのです。それが普通です。 

しかし，全体最適で謙虚に賢く考えた瞬間に，物事が動きはじめるのです。プロセス志向・経営品

質とは，そういう意味です。 

 

経営品質基準の効果 

 このような全体像で見る基準がなぜ必要かというと，こういうものをちょっと置いておくと，バイ

ブルみたいに使えるのです。 

 この背景にあるのはＭＢＭＱＡというアメリカのマルコム・ボルドリッジ賞です。これを見て，ア

メリカの経営陣が「初めてＴＱＭが何かわかった。足が地に着いた。」と言っているのです。日々お

客さまとつきあって仕事をしていて，いろいろな苦労を知っている本人が考えてできないことを，コ

ンサルタントが来て，こうやりなさいと言って，すぐに直せるのだったら，世界中あっという間によ

くなってしまいます。そういう状況をふまえた上で，「今まで，うまくいかなかったことが，初めて

うまくいった。」と言わしめる経営のバイブルこの基準なのです。 

 マルコム・ボルドリッジ賞の基準を使っている経営と，使っていない経営とはどのくらい違うかを

調べてみました。比較したのは，フォーチュン500のトップ企業と中小企業です。株価の動きから見

たのです。株価には企業の全てが凝縮されていますから。すると，マルコム・ボルドリッジ賞の基準

を使っている企業の方が３倍株価が高いのです。悪いときでも1.7倍ぐらい，平均して２倍強ぐらい

高いのです。効果はちゃんと表れているのです。実際に実証されているのですから，使わない理由は

ないだろうと私は思っています。 

 

プロセスマネジメント 

経営全体を見る。お客様から始まって，リーダーシップを発揮し顧客主導の方向に動かす。戦略を

作り，経営計画を作る。人材育成をする。プロセスマネジメントでは，自分の朝から晩までやってい

る業務そのものの流れを，経営全体から導かれるまま素直に変えてしまえばいいのです。 

環境が変わっているのに，研修が10年前と今年と同じであったら，おかしいです。去年と今年と何

かが変わっているのだったら，研修もどこか変えないといけないのです。もちろん，８割方は使える

かもしれませんが，頭で「お客様が変わっているよ」と自分で思っていて，研修のやり方を変えなか

ったらおかしいのです。去年やったほとんどのことは使えるかもしれませんが，基準に従って導き出

したものは発想が全然違います。変えることで，自然にお客様は満足するのです。そのようにつなが

ったものが経営なのであり，それがハーバードのポーターがいっている本当のバリュー・チェーンで

す。そして，それを全部実行するのが企業です。 

１人で商売をしていると，それがわかります。お客様が満足しなければ，明日から来ないわけです

から。ただ，それが組織となって，10人の会社になって，100人の会社になったというと，問題が起

きます。 

しかし，それは，たった一人でやっているのことと同じなのです。基準はあまり変わらないのです。

日立みたいに７万人いたって，変わりません。ダイムラー・クライスラーのように，45万人いても考

え方は同じです。 
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関係者の満足の調和としての経営品質 

 キーとしてお客様の満足が一番大事なのですが，従業員が動かなければだめです。有名なサウス・

ウエスト航空会社が，なぜ世界一の賞賛される航空会社になっているかというと，「お客様第一」と

言っておきながら，彼らは「従業員第一」と標榜しているからです。「従業員がお客様に接するのだ

から，顧客接点活動をやっているのは社員，人間です。その人間を大事にするのだ。だから彼らは動

くのだ。」という言い方をしています。従業員満足はＥＳ（Employee Satisfaction）と言い，お客

様の満足はＣＳ（Customer Satisfaction）と言いますが，それをイコールにしているのです。察す

るところ，それがサウス・ウエスト航空のすごいところです。 

それを広げていったのが経営者の満足であり，株主の満足であり，利害関係者の満足でもある。そ

れらのバランスをとってやる経営が，今の一番大事な経営なのです。ただ，お客さまにはお金を払っ

てもらいますから，すこし重みをつけてもらってももちろん構いません。 

バランスをとってやる経営をどのようにやるかは，経営品質基準で全体を見ます。経営品質基準の

フレームワークは，８つのカテゴリーに分かれ，そのカテゴリーが21項目に分かれていて，さらに60

項目ぐらいにサブ項目が分かれていますから，そういう形で見ていくとわかりやすいです。自分でチ

ェックしていけばわかります。利用していただければいいのです。 

 

ビジネスパートナー 

お客様が満足する価値を創造する仕事は，経営者だけ，あるいは，従業員だけでできるものではあ

りません。 

販社があれば販社の人たち，商品を輸送するのであれば送り届ける人たち，一部アウトソーシング

するのだったらアウトソーシングの関係者，仕入先があるのだったら仕入先の人たち，こういうビジ

ネスパートナーがあってこそです。 

 この考え方は何をいっているかというと，協力関係です。昔の下請みたいに，「今回は泣いてくれ，

次，いいときにお返しするから」という話では済まないのです。右肩上がりならいいのですが，環境

が悪いのです。そういう時代の中では，顧客満足に対して，このパートナーたちも一緒です。 

経営品質基準の中の研修制度を，自分の正社員と同じように，部品を提供してくる企業にも，同じ

研修をしなくてはいけません。自分の正社員は大事だから，教育しようと思っているのならば，その

教育は，部品屋さんにもした方がいいに決まっているではないですか。何もお金まで出さなくても，

「やったら？」と言うだけでもいいのです。ビジネスパートナーも同じ教育をした方がいいのです。

自分が必要だから，自分のスタッフに教育しているわけです。周りの一緒に協力する企業がやってい

なかったら，自分に跳ね返ってきます。それが経営品質であり，そういうことを含んでいるという意

味です。それは大事です。あたりまえの話だけれど，できないと決めつけていたのです。 

 

経営品質で考える癖 

常に経営品質で物事を考えるくせをつけるのに，一年くらいかります。私も，スタートしたのが19

89年ですから，今で11年です。真剣に始めてから７年くらいです。でも，いつでもそういう発想がで

きるために１～２年かかりました。ですから，皆さんも１年くらいかかると思うのです。 

理解するのは簡単ですが，自然に町を歩いていても，「あれはベスト・プラクティスだな。」「あ

のおじさん，何かやっているけれ，これってベンチ・マーキングだな。会社に行って言おう。」と，

いつでもそうやって目に飛び込むようになるには，一年かかります。 

でも，そうなったら意外に動きはじめます。自分だけではなくて，スタッフも巻き込んで皆にやら

せてあげると，もう楽で本当の左団扇になるのです。そこまでを，10年の目標，５年の目標で作れば

いいわけです。 

 

クオリティ・ジャーニー 

世界ではこのことを，「クオリティ・ジャーニー」と言っています。品質を上げていく旅です。 

そのために，途中でＩＳＯ9000を取るとか，こういう講演を聴くとか，生産性本部の経営品質研修

を受けるとか，ベンチマーキングの資格をスタッフに取らせようとかいうように，ずっと連続して実

行していく継続的改善を，クオリティ・ジャーニーと言っています。それが大事です。いろいろなこ

とを皆さんに言っていますが，結局はこの，たった一つです。 
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会社は何をすべきか，どのようにすべきか，Whatowとくっつけて利益を出すやり方がこれなのです。 

 

見えない知識を見えるものに 

 この絵（省略）を見てください。船長がいて，こんなことを言っています，「この船，ちょっとお

かしいなぁ。何か変な感じがする。どうも大きな円を描いているだけで，前に進んでいない気がする。」

と。絵を見ると，この船には，左舷には屈強な男たちがいて，右舷にはそうでない，ひょろっとした

男たちがいる。つまり，右と左の漕ぐ力，バランスが違うために，船が回転しているだけなのです。 

何を言いたいかといいますと，今，企業では，ほとんどが知識なのです。モノを作るのもそうです。

知識を導入して機械にやらせているだけです。あらゆることの九十何％は，皆さんが持っている知識

なのです。あるいは，どこかで知識を買ってきてるのです。 

知識は目に見えません。だからこの船のように，あるところに知識のいいすごいのがいて，こちら

側にいないということが，わからないのです。 

中国生産性本部と同じような団体で，ＡＰＱＣというのがアメリカにあって，そこのカーラ・オデ

ールという理事長が，「知識は個人個人に集積して，平均すると８割は外に出してない。」と言って

います。俺は９割，会社のために出しているという人もいるかもしれません。でも平均して８割は暗

黙知のままで，形式知にしていないのです。 

形式知，つまり言葉でしゃべったり，教えてあげたり，文章で書かないと相手に通じるわけがない

のです。「同じ釜のめしを食った」とか，「目をみればわかるだろう。」というのは昔の話であって，

今はわかりません。知識は見えないのです。知識に形はありません。 

 ということは，適材適所に配置したつもりでも，知識が偏っているかもしれないのです。適材適所

に人事部長が決め，社長がＯＫし，４月から発令し，この絵の船のように大きく円を描いて前へ進め

ないということがないと誰が言えますか。知識は見えないのです。 

それでも今，皆さんの会社の商品が売れているのは，皆さんの会社のブランドや経験などで，今ま

でのお客さまが買ってくれるからです。でも，本当に適材適所に人材を配置できていたら，あと３割

多く売れたはずです。それは，オポチュニティ・ロス（機会損失）と同じです。 

売れたはずなのに，見えないからわからなかったのです。だれも評価しないし，だれも非難されな

いから，黙っているだけです。「大変だな，環境が，競争が。」と言っているだけです。 

知識が見えれば，直せるではないですか。それを，ぜひ，実行して欲しいのです。 

 

日米の競争力の逆転 

アメリカが日本を追い抜いてしまったので，日本もそのいいところ取りをして上がろうと取組んで

きました。 

大体1994年ぐらいに，アメリカと日本の競争力はひっくり返りました。ちょうどアメリカのクライ

スラーが，ネオンという車を9000ドル，換算で100万円以下で安く出した時です。日経新聞の１面に

出てきて，驚きました。皆さんも記憶があるかもしれません。その辺からひっくり返りました。ダオ

ス会議で有名なスイスのＷＦでも，あるいはＩＭＤというビジネススクールの発表でも，日本の競争

力はこのころまで１位だったのです。1991～1993年ごろから落ちはじめてしまい，ＩＭＤの評価では，

去年16位です。それを復活させるのが，今，皆さんの仕事です。我々の仕事です。一緒にやっていき

ましょう。良くするのだから，楽しみがあります。経営品質とベンチマーキングと，ナレッジでやろ

うということです。 

 

ベンチマーキングとは 

 アメリカで，ちょうど今と反対のことが過去にありました。アメリカで発明され日本で使われてい

たＴＱＣに日本のいい所をプラスアルファして，アメ 

リカのものにしましょうと…。 

 いいやり方をヨソから持ってくるのが，行政だったら行革だし，企業だったら企業の変革・改革で

す。 

改善より，少し大きいです。改善だけで打ち勝てればいいですが，そこまではいきません。改革・

変革しなければ太刀打ちできません。 

要は「ベストに学ぶ」ということです。経営品質賞の基準で言えば，６番目であるベンチマーキン
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グです。情報を収集して分析し活用しましょうという話です。一言で言うとヨソのベストを発見して，

実際に自分の日々の業務を見直そうということです。 

 

ベンチマーキングの目的 

ベンチマーキングの目的は，①変革を加速する。②現状打破をしないと競争に打ち勝てないから，

それを打破するやり方を明確にする。③お客様の満足度を得る。④コンセンサスをとるために，事実

に基づく状況を作り出す。と言うことです。 

ほかのツールと違い，「またコンサルティング？」とか，「改善・改革はもう飽きているよ」とい

うとき，コンセンサスを得やすいのです。今までだと，リエンジニアリングなど何をしてもそうなの

ですが，「だれが責任を取るの？」「どうして成功することがわかるの？」という話が，いつもくっ

つきます。 

ベンチマーキングは，最初から成功事例があるわけです。だから，だれも反対できない。「新聞に

○○会社さんがこういうことをやっていると出ていたでしょう。あれを学びにいくのですよ」と言っ

て，反対する人はあまりいないでしょう。そういうやり方だからいいのです。 

ただ，どこで学ぶかというのは大きいです。どこまで深堀できるかというのは，ベンチマーキング

の手続きの話なのです。それを今，東京で６日間にわたって教えています。時間があればまた広島で

もやろうと思っています。それで会社が変わってよくなるわけですから，６日間ぐらいの勉強はいい

と思うのです。 

 

ベンチマーキングで参考になるプロセス 

 ベンチマーキングの疑問として皆さんに言われるのが，「本当に参考になるの？」とよく質問され

るのです。今まで７年間ぐらい，徹底的に日本でやってきました。何十社と教えてきました。本当に

参考になります。なぜ参考になるかというと，「経理システムがだいたいどこも同じだろうから，参

考になる」などはよくわかるのです。あるいは，顧客苦情処理システムや，プロセス担当の人間のや

るやり方は，わかるわけです。あるいは，トップセールスマンにここへ来て話させて，全部ノウハウ

を話してくれたら，プラスになることはわかります。 

 でも，「商品開発だとわからない。」となります。「相手が商品開発を教えてくれるはずがないか

ら，無理でしょう。」と言われますが，「そんなことはないですよ。」と言いました。商品開発も，

商品開発プロセスなのです。競争相手が何を開発しているのかは，スパイみたいですから，そんなこ

とは必要ないのです。自分で開発すればいいのです。そうではなくて，開発の時間を短くするとか，

コストを安くするとか，開発のアイディアをいっぱい出すとか，出すために何をしているか，という

のはプロセスなのです。 

 例えば「うちは商品開発部に人員が20人いて，そのうち技術関係なので19人が工学部出身，１人だ

け文学部がいますが，工学系が好きな人です。御社はどうですか。うちと違ってどんどん商品を出し

ますね。」と質問します。商品を見せろといったら，出してはくれないかもしれませんが，「どのく

らいの比率で，どんな人が部隊にいるのですか。」というと，「うちは文科系と理科系と半々ですよ」

ということを教えてくれます。すると，皆さんは「なぜ半々なのだろう」と思いますね。そういうこ

との積み重ねなのです。 

 あるいは，「どこから情報をもってくるのですか」ときくと，「名前はいえないけれど，アメリカ

のシンクタンクから聞いているのですよ。」とか，「コンサルタントが入っているのですよ。」とか，

あるいは「いろいろなチームワークで，がやがやとディスカッションをしているのです。」とか，い

ろいろなことが出てくるのです。プロセスだけを教えてくれるのです。今何を開発しているのかは，

教えてくれません。しかし，プロセスはそっくりなのです。自動車を作っても，指示棒を作っても，

カットするとか成形するとか，組み立てるとか，コーティングするとか，プロセスはそっくりです。

だからそういう意味で，いい考え方が自社に使えるのです。それがベンチマーキングです。 

 

ベンチマーキングのマネージャーとは 

 「ベンチマーキングをやることがマネージャーなのだ」と言っているのが，大成功したジャック・

ウェルチです。マネージャーは訳すると，管理職・管理者です。今までは組織ピラミッドの三角形の

中で管理するものだったのですが，今は違うと彼も言っています。だから成功するのです。管理する
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のではなく，変革を取り入れ，良いやり方をもってくる人が，管理職なのだということです。それに，

目をやればいいのです。人を管理するのは大変ですが，「自由にお前たち，やれ」といって，自分は

良いやり方を探し回っていればいいのです。そういう組織を「学習する組織」と呼んでいます。そう

したら成功しますというのが，ジャック・ウェルチが言っている話なのです。 

 

ＴＱＭ・ＪＱＡ・リエンジニアリング・ベンチマーキングの関係 

今まで，ＱＣ（クオリティ・コントロール）からＴＱＣ（トータル・クオリティ・コントロール）

へ，そしてＴＱＭ（トータル・クオリティ・マネジメント）と進んできました。でもこのまま進んで

いるだけではだめなのです。 

抜本的に質を上げるためには，リエンジニアリングが必要ですが，すべて仕事を止めてできるわけ

ではないし，そんな素晴らしい発想は自分たちだけではできない。それでは，どこからか持って来ま

しょう，というのがベンチマーキングです。 

プロセスベンチマーキングであれば，ほとんど使えます。リエンジニアリングとイコールと考えて

いいです。それをまたＴＱＭで推進していきましょうということなのです。 

 そのときに，自分たちのレベルを評価するのが，日本経営品質賞の経営品質の基準です。これは，

人間でいう健康診断みたいなもので，何が悪いかがわかります。そして，悪いところを直せばいいの

です。ベンチマーキングを使って直せばいいのです。そんな難しい話ではありません。そのようにし

て，抜本的に良くなりましょうということです。 

 

Ⅲ 知識社会で人の心をつかむ経営 

 

今，なぜナレッジ・マネジメントなのか 

ただ，イイものを持って来ただけで物事がうまく動くのならば，それほど難しくありませんが，実

際にはなかなか動きません。例えば，素晴らしい情報システムをＡ工場，Ｂ工場，Ｃ工場で取り入れ

たところ，使い勝手が全然違った，効果が違ってしまったということは，よくある話です。あるいは，

「同じ仕組み，同じソフトを入れました。」とか，「同じ仕組みを企画部が作って導入しました。」

「同じ書類を作ってやらせました。」それでも，効果が違います。 

それは当然のことです。そこには「人」がいるからです。そこのところが，ナレッジ・マネジメン

トです。ここまでやらないと，本当の経営品質の向上にはならないと 

いうことです。それさえ皆さんがわかっていれば，あとは皆で協力して，「お前，これを勉強して

くれ。」という話なので，そんなに負荷がなく動きます。 

 

経営品質向上のためのナレッジ・マネジメント・モデル 

 ベンチマーキングを実際に細かくやっていき，レベルを上げていくと，ナレッジなしには動きませ

ん。その状況から，エクセレントと言われている世界の企業が，今，急激にナレッジの方に動いてい

るのです。今までの手法の限界を少し悟ったのです。それは，人が絡んくるからです。経営品質には

人が絡めてあるのです。 

 そして，今，ベンチマーキングや経営品質を世界中が実行して良くなった結果，日本が追い抜かれ

てしまったのです。だから，我々もそれに負けないようにやりましょう。 

 

最も賞賛される知識企業 

今，世界で50か国以上の国が国家品質賞を持っているのです。大きな国では，経営を上げよう，レ

ベルを上げようと，それは法律になっているのです。一方，日本では民間でやっています。ほとんど

の国は法律なのです。日本ではそれを参考にして，民間で実際にやっているのです。例えば，皆さん

がその賞を取った企業に行って話を聞くのも，一つのベンチマーキングです。 

もう１つ，ナレッジ企業（知識企業）のリストが出ています。フォーチュン500社と同じような形で，

テレオス（Teleos）というイギリスの調査会社が毎年出しています。我々が知っているような企業が

いっぱい出ています。ルーセント・テクノロジー，マイクロソフト，ゼロックス，ヒューレットパッ

カード，ＩＢＭとか，いろいろな企業が出ています。 
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知識パフォーマンスの８つの要因 

 テレオスの「最も賞賛される知識企業」ランキングの選出基準，つまりナレッジがうまくいけば，

経営品質がうまくいくという基準を８つ挙げます。 

①ナレッジ・プログラムの全体の品質 

これは，経営の計画の中に，知識戦略を入れるということです。知識戦略を企画部で何人か集まっ

て，私たちみたいな人間が一人参画して，一緒に創り上げるのです。 

皆さんも，いろいろなものを参考にして，１回書いてみて，それを企画書・経営計画の中に入れ込

んでみてください。皆さんが書いてある経営計画の中に，ナレッジベースを入れていくのです。 

②ナレッジ・マネジメントに対するトップ・マネジメントの支援 

 これは当然，必要です。社長に猛反対されていたら困るので，社長を説得しなければいけません。

あるいは勝手にやれというなら，ニコニコしてやればいいのです。 

③ビジネスの全領域のイノベーションへの貢献度 

 「イノベーション」というと，技術革新を思い浮かべます。実は，経営品質を勉強するとわかるの

ですが，革新というのは全部のイノベーションなのです。だから経営陣の頭の変革，意識改革も革新

だし，あるいは掃除の人たちを革新させて，お客様にいい言葉で話をさせるのも革新です。商品開発

もそうです。工場のプロセスもそうです。 

例えば東京ディズニーランドです。そこでは，掃除している人がいっぱいいます。東京ディズニー

ランドでは，掃除の人たちに，「あなた方はセールスマンと同じように，我が社を背負って立ってい

るのです」と教えているのです。きれいにするのは，掃除の仕事なのだから当然だけど，もっと大事

な役割として，お客様の満足に合わせているのです。 

きれいだからお客様は満足，それだけではありません。ほとんどのお客様は，何かがあるときにイ

ンフォメーションへ行きますが，みんながみんな，インフォメーションに行くわけではないのです。

インフォメーションのところへ行くまでに，目につくのが掃除をしている人たちなので，その人に聞

いてしまうのです。「マジックマウンテンはどっち？」「トイレはどこ？」「レストランどこ？」と。

そうするとその尋ねられた掃除の人たちは，お客様と一番の接点でくっついている人であり，つまり

一番大事な人となるのです。 

その人はちゃんとお客様のお問い合わせに答えてあげられるでしょうか。「私は掃除の係だから知

りません」と言うのに比べると，「こちらですよ」と言ってくれたり，「あちらでございます。」と

言って一緒について行ってくれたりするのでは，全然違うのではないでしょうか。だから，あそこの

企業，東京ディズニーランドはリピーターが多いのです。だから，儲かるのです。イノベーションは

いろいろなところにあるのです。経営品質をやると，それがわかってきます。 

 ほかに５つほど項目がありますが，残念ながら，全部をお話している時間はないので省略します。 

 

個人のナレッジを会社のナレッジに 

ナレッジマネジメントの流れは，暗黙知（個人の知識で表出化されていない知識）を出させるとい

うことがまず一つです。 

知識を出したら損だと，思うようではまずいですから，知識を出した人が得するようにすることで

す。個人のノウハウを出させる仕組みを作ることです。その仕組みを作り，だれかがだれかに何かを

教えてあげたら，ボーナスポイント１だと点数をつけてもいいのです。何でもいいから，仕組みを作

ってあげないと誰も暗黙知を出してきません。 

そして，個人が出したノウハウは，今度はグループのノウハウにします。そして，グループのノウ

ハウは，会社全体のノウハウへと動かすのです。 

知識を個人からグループ，グループから会社全体に持っていくには，情報システムが必要となりま

す。Ｅメールなどを含めたものが必要です。 

個人・人が大事と言いました。ある仕組みを作ったとして，その仕組みは個人が，人が動かしてい

くのです。一番楽な会社の形態は，会社がこれを勉強しろといわなくても，個人が自分で考えて自主

的に勉強することです。場合によっては，個人でお金を払って，自己実現するために勉強してもらっ

て，それが会社のビジョンと個人のビジョンに整合性があり，うまくいく形態が一番いいに決まって

いるのす。 
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能力（脳力）開発の３軸構造に基づいた適材適所 

① スキル開発 今までの能力開発は，ほとんどが技術軸なのです。営業のやり方というスキル，経

理部だったら連結財務処理だから，借方・貸方は当然として，連結調整勘定とは何かがわからな

かったら，処理はできませんし，化学工場だったら，化学式がわからないと話になりません。そ

ういうことは，皆勉強してくるではないですか。それが技術軸で，スキル開発，能力開発はほと

んどそれで今までカバーできたのです。 

 

②交流分析 

 しかし，今は工業社会から知識社会に移ろうとしている時期なので，もう少し知識の問題や人間関

係があります。もちろん，上司と部下の関係もあります。これは交流分析をやると，よくわかる話な

のです。 

 ついつい会議に遅れてきた人に対して，「何で遅れたのか」と言った場合，「すみません。」と言

って，頭を下げて座って，しょうがないなと思うタイプの人がいます。言い訳をするタイプの人がい

ます。中には，「しょうがないでしょう！」と言って，喧嘩になる人もいます。そういう自分の性格

とは何かをみてから，人間関係をどうしましょうというのが，交流分析です。 

 

③ハーマンモデル：人間の４つのタイプ 

今からお話する「ハーマンモデル」というのは，適性のことです。今の仕事が自分に合っているか

どうかの話です。 

私は公認会計士でもありますが，「私には公認会計士は合っていないのではないかな。」とずっと

思ってきたわけです。会計の数値でもって，経理部長に「数値合いません，おかしいのではないです

か。」と言っていたわけですが，どうも合わないなと思っていたのです。 

逆に，今の仕事は大好きです。それは前向きに，言いたい放題言わせてもらっているせいかどうか

はわかりませんが…。 

ハーマンモデルでは，人間の性格を４つの性格パターンに分けています。ネットハーマン，ハーマ

ンモデルと呼ばれるこれは，ＧＥの研修所長と，ノーベル化学賞を取ったロジャー・スペリー先生が

一緒に開発して，創り上げたものです。これは100万人以上をチェックして実証されたものです。 

右脳，左脳では十分には分けにくいので，もう一つ上下に分けて，動物的な下部の方（辺縁系）と，

大脳新皮質の上部の，知的で人間のあとから造られてきたところに分け，左脳がＡ，Ｂ，右脳がＣ，

Ｄ，上がＡ，Ｄ，下がＢ，Ｃと，４つにうまく分けられます。 

 

人間のタイプを知ってセールスをすれば… 

私は夢を追う，夢追い人のタイプなので，私のところへ車を売りにくるのだったら，Ａ型の人が来

たら，私は絶対に買いません。 

私のところへ来て，「いい車ができました。Ａ社，Ｂ社，Ｃ社，Ｄ社と比較した結果，我が社の車

は400メートル，よーいどんで走った場合に，10秒いくつでちょっとだけ勝ちます。燃費は，１リッ

ターでこれだけ少なく走ります。そして多く走ります。だから我が社のはいいです。」と，機能をい

っぱい説明するのです。私にとってみれば，そんなことどうでもいいことです。今の時代は，ほとん

ど同じではないですか。競争するわけではないのですから，興味ないのです。 

私はこういう人間なので，「乗ったときに雰囲気がいい，ゴージャスだ，格好いい，楽しい，夢が

ある」車が欲しいといっているのに，こういうタイプの人は，ついつい資料を持って「こんなにいい

車だ。」と説明してしまうのです。 

逆に，うちの息子のところに私みたいなタイプが行って，「これは格好いいですよ。雰囲気がいい

ですよ。売れてますよ。こんなにいろいろなカラーがありますよ」とセールスすると，「車は走れば

いい。安全に走らなければいけない。車なのだから，夢とか何とか格好はどうでもいいのだ」と言う

わけです。 

相手がわかっていないで，何でセールスができるでしょうか。あるいは何とか売ることはできます

が，相手がわかっていたらもっと楽に売れることはわかりますね。 
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ハーマンモデルによる個人能力と組織能力の整合性 

会社のなかでいえば，Ａ部長はどの部分も一様に強いとか，Ｂ課長は左側が突出しているから，財

務長に合っているとか。右側が突出しているＣスタッフは，企画がいいです。逆にこういう人は経理

に配置しないほうががいいです。 

そしてそれを合算したのが，この会社，この組織です。たとえば，営業部だったら，左側に偏って

いる形は，ちょっと難しいですね。財務ならいいですが…。 

これでいけば，うまくいっている組織をベンチマーキングでができるではないですか。例えば，×

×の何がしという部門がうまくいっているというのであれば，そこはハーマンモデルがどういう形な

のか調べるのです。自社と同じ部門が，どうもうまくいっていないのならば，その部門を取り出して

きて，何でうまくいっていないのか，うまくいっているところと比較検討するのです。 

人の中身を合算すると，こうなるというものが出てくるのです。そういうものを全部理解してやっ

ていって初めて，いい経営ができるという話です。 

私の図をちょっと見せます。右上が強いのです。４つのうちの強い範囲が行動パターンにどうして

も出てしまうのです。他の性格ももちろん持っています。でも，何かディスカッションしたり，何か

買うという場合，行動パターンの強いところや好き嫌いが，どうしても出てしまうのです。私はＤが

一番強くて，次にＡが強い型なのです。普通どこか一つ強いのです。 

４つとも全部強い人が３％ぐらいいるのですが，そういう人は，ＣＥＯ（トップの人，社長）にな

った方がいいのです。ＣＥＯが私みたいに強いところに差のある人だと，自分と似たタイプの人を，

できると思ってしまいます。経営全体から見たら，勘違いなのです。 

 一方，財務部長はＡが強くていいのです。経営全体で個々の性格パターンを合わせるていけばいい

のです。ぜひ皆さんの会社で一回やっていただくと，経営品質もうまくいきます。調査は，120問ぐ

らいでそれほど難しくない質問をします。生産性本部に言っていただければ，別の機会にできると思

います。 

 

おわりに 

 経営品質全体を上げて良くしましょう。もう一回，社会が変わってきたのだということを認識して

やってくだされば，皆さんの将来は皆さん自身が保障できると思います。ぜひ頑張っていただきたい

と思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 


