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これまで５回にわたって経営品質の審査基準の考え方を申し上げてきました。 

 経営品質の考え方は毎年進歩していきますので，今どういうことが経営の中で求められているのか，

それを実現するためにはどのようなやり方が最も効果的なのかということが，2001 年度版には昨年

１年間の討議を経てさらに盛り込まれてきております。それも含めて，総括的に戦略とそのプロセス

を中心にお話しさせていただき，ご理解いただきたいと思います。 

 しかし，勉強をして理解をしても，やらなければ単なる教養に終わってしまいます。今大事なこと

は，やはり実行して企業や組織の中で生かしていただき，最終的に皆さんの企業がもっともっと良く

なる，儲かってもらうということです。不況でも儲かる企業，好況でも儲からない企業がありますが，

不況でも儲かる企業のあり方や考え方を，ぜひ実行していただきたいと思います。 

 しかし，儲けばかりを追求すると，不思議に売上や利益はどんどん逃げていきます。売上や利益の

前にやるべきことがある。経営品質とはそれを言うのだと思います。 

 

１．経営品質向上プログラムとは 

 

構造改革の指針 

 経営品質向上プログラム，経営品質賞の仕組みについては毎回断片的にお話ししてきましたが，ま

とめてお話しすると，次のようになると思います。 

 １つは，日本経営品質向上プログラムというのは社会・経営システムの構造改革の指針だと言える

のではないか。小泉さんが総理大臣になられてから，盛んに「構造改革」という言葉が報道にも出て

きますが，いったい構造改革とは何なのか。一言でいえば，今までの考え方を時代にあったものに変

えていくということだと思います。そのために，社会のいろいろな仕組み，構造を変えていきましょ

うということで，省庁が縮小されたり新しく生まれたり，あるいは金融機関の再編が行われたりして

います。これは，世の中に合わなくなってきた仕組みを直していこうということです。 

 かつては非常に効果的で機能を発揮していたけれど，今の時代には合わなくなってきているという

ものは，いつの世の中にも，また，日本だけではなく，世界中どこにでもあります。時代が変わり，

人間の意識が変わってきて，社会に求めるもの，人間の行動も変わってくる。すると，それに伴って

組織や仕組みが変わればいいのですが，なかなか変わらない。組織が安定していればいるほど変わり

たくない人がいて，それを守ろうとする人が当然いるわけです。 

 一番変革ができないのは，今が一番いい企業です。だれも変わりたいと思っていませんから，変わ

りません。人間はだれしもそうなのですが，50 歳を過ぎるとどうしても保守的になり，安定を求め，

変化することを好まなくなってくる。今がよければずっとこのままであってほしいと思うのは，人間

の本能です。だからなかなか変わらない。「順調なのに，なにも新しいことをしなくてもいい」と，

みんな反対します。 

 しかし，それでは「ゆでガエル現象」で，周りがどんどん変わっているのに自分たちは変わらない，

はっと気が付いたときにはすでに遅いということになります。だから，さらに良くするためにはどう

するかを考えていかなければいけないわけなのですが，そこになかなか気が付いていかないのです。 

 ところが，ちょっと赤字になった，どうも経営がうまくいっていない，かなり人員整理をしなけれ



ばいけないというような企業は，真剣に考えます。真剣に考えないと死んでしまいますから，そうい

うところは改革が進むわけです。だからといって，赤字になれば必ず改革が進むわけではありません

が，今がいいところはなかなか変わらない。社会構造の構造改革の中でも，今がいいところはなかな

か変わりません。当然，ものすごい抵抗があります。 

 企業の場合は利益が歯止めになっています。利益が出なければ絶対的にどうしようもないわけで，

そこで気がつくのですが，官庁や自治体など税金で成り立っているところは利益という歯止めがなく，

成果についての危機意識などが持ちにくい。国が滅びることはない，だから何とかなるのではないか

ということで，効率・能率が悪く，不祥事があっても，中だけでごまかそうという意識が働いてしま

いがちです。評価もないので，ますますおかしくなるのです。そういう中には，どうしてもそれを守

ろうという意識が働いている方が当然何人かいらっしゃいます。 

 しかし，その中でも，改革しなければだめだという意識が芽生えている方がどんどん増えています。

今，各自治体でも，岩手，三重，高知など，いろいろな県が改革に着手しはじめ，それぞれの効果が

出てきました。これは，やはりリーダーの意識の問題なのです。県知事が改革の必要性に気がついて

いれば，当然そういうことが進みます。 

 したがって，構造改革というのは国だけの問題ではなく，企業も全く一緒なのです。いい企業ほど

構造改革を進めにくいのですが，しないとじわじわとおかしくなってくる。それは，そのやり方がま

ずいからではなく，環境が変わっていくからです。時代の認識，考え方が変わっていくわけですから，

それについて変わらないことは非常に大きなリスクなのです。隠れたリスクと考えてもいいのではな

いでしょうか。 

 ではどうすればいいかというときの指針になるものがこの経営品質向上プログラムで，また，審査

基準書に書いてある経営の考え方だと思います。世界五十数か国で実践され，毎年時代に合ったもの

に変化しているものですから，信用していただいてまずまちがいないと思います。 

 

経営のＯＳ 

 しかし，書いてあるのは一つの考え方，指針ですから，具体的にどうするかといったときには，や

はりご自分で考えていただかなければいけません。あるいは，それを実践して成功した企業をベンチ

マーキングして勉強していただくことが，絶対的に必要なのです。「これをやれば絶対にいい」とい

う具体的なものがあれば，だれでもやります。しかし，「この薬を飲めばすっかり健康になるよ」と

いう絶対的ものはないわけで，やはりそれは日常の努力しかありません。 

 そういう意味で，経営のＯＳ（オペレーティング・システム）ともいわれているように，基本的な

部分なのです。また，「経営の教科書」と世界でいわれているわけですが，ここがきちんとしていれ

ば，いろいろな改善手法を取り入れても全部動きます。いろいろなコンサルタントの方の意見を聞い

ても，言っていることが非常によくわかり，効果的になります。これをしないで，ただいろいろな資

料を見たり，大勢のコンサルタントの方の意見を聞いても，あれをしなければいけない，これをしな

ければいけないと頭が混乱するだけで，つながりがありませんから，かえっておかしくなってしまい

ます。 

 経営品質のフレームワークの中で整理していただくと，あたりまえですが，経営というものは全部

つながっています。組織は全部つながっているわけです。その中でどの部分を強化すればいいのか，

この改善手法はどの部分のことをいっているのか，コンサルの方はどの部分のことを言われているの

かということが，よくわかります。その中で優先順位をつけておやりになることが，非常に大事なの

ではないでしょうか。 

 

監査ツールではない 

 よくまちがえられるのは，経営品質の審査基準を監査基準だと思われることです。自己チェックリ

ストに使えるということは確かにそのとおりなのですが，監査を行うわけではないのです。 

 今月は審査員の研修が毎週木金土と行われていますが，その中でこういう質問が出ました。「正し

い審査をするためには，その企業のいろいろなことを知らなければいけません。経営品質報告書とい

う 100 ページのもの，レベル評価プログラムですと 30 ページのものがありますが，それだけではす

べては判断できないから，いろいろなデータを集めて，勉強して正しく評価しなければいけないので

すね」と。確かに正論です。しかし，そういうものがなければ審査できないのかというと，いろいろ

な議論はありますが，それはちょっとおかしいのではないでしょうか。 

 その企業の監査をするのではなく，変革の課題を見つけてさしあげることが審査員の役目です。そ

の企業がもっとよくなるには何を変えるべきかと気づいてもらうことであって，監査ではありません
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し，あら探しでもないのです。そこがまだまだ誤解されています。 

 審査とは，改革の気づきを促すものなのです。要は，相手の企業によくなってもらうこと，りっぱ

な企業だと思われて，最終的にはもうかってもらうということです。監査はもちろん大事ですが，審

査と監査を区別して考えないと，おかしくなります。 

 欠点を暴いて「直せ」と言われても，言われた方は不愉快です。そんなことは百も承知している。

例えば不良債権や多すぎる在庫など，だれでもわかるような欠点を指摘するのではなく，それをなく

すためにどうすればいいのか，どういうところに気が付かなければいけないのかということが大事な

のです。社長が気が付いていない，社の雰囲気，流れ，仕組みなどのポイントを教えるのが審査では

一番です。 

 私がある営業所のアセスメントをした２か月ほどあとに，財務監査が入りました。財務監査の担当

者は，帰ってきて「アセスメントなんてさっぱり役に立たない」と言い出しました。「監査に行った

らアセスメントで言わなかったいろいろな問題が出てきた。これは全然見つけ出していないではない

か」というわけですが，この人も全くアセスメントを誤解しています。 

 アセスメントとは監査ではありません。欠点を見つける仕組みではありません。隠されたら一切わ

かりません。それでいいのです。本当に会社をよくしたいと思っている方が，自分たちの経営の実態

をありのままに書いて，またお話しして，その中で気づきを得るものですから，隠していることがあ

ったらわかりません。それはアセスメントの仕事ではなく監査の仕事ですから，監査で見つけてくだ

さい。 

 日本では企業を中心に，非常に監査制度が進んでいます。これは大変りっぱなことです。世の中に

はいろいろなことがありますから，不正を発見するのは必要ですが，考え方が違うのです。改革の気

づきを促すものであり，経営のグランドデザインを考えてもらうことなのです。 

 

経営者の役目 

 経営者の方は，どういう方向に行くのか，何をするのかを考えてください。最終的にそれが利益と

なって戻ってくることを考えてください。経営品質向上プログラムは解決策のヒントを与えるもので

あって，具体的な解決策や処方箋を与えるものではありません。それはコンサルの方に聞いてくださ

い。 

 そこでコンサルタントに「あなたの言うとおりにしたら上手くいかなかった。払った金を返してほ

しい」，これは経営者の言うことではありません。経営者とは経営の全責任を負っていますから，ヒ

ントを得たら，自分の決断でやるわけです。社員から，お客様から，コンサルから，学者から，情報

をどんどん集めますが，どれを選択して実行するかは経営者の決断です。 

 決断をほうりだし，すべて人に決断させてそのとおりにやろうという経営者がまだまだいますが，

そういう方は経営者ではありません。「おれはみんなの意見を聞いてやっている」「民主的にやって

いる」という方がいらっしゃいますが，そうではありません。最終的にリーダーの役目とは，決断を

することです。それをせずに，うまくいかなかったらあいつがだめだ，こいつがだめだと言うのは，

リーダーではありません。そういうことを，経営品質のリーダーシップの中でもいっているわけです。 

 

現行の改善手法を生かす 

 ある大手企業で経営品質の話をしましたところ，社長と常務の方が「今，私どもでやっていること

がそのまま生かせるのですね。これはいい手法ですね」とおっしゃったのが非常に印象的でした。い

ろいろやると，「それはだめだからこれをやりなさい」「それは古いからこれをやりなさい」と，それ

までのことは全部否定された。しかし，経営品質ではそういうことは全くありません。要するに，考

え方と基本的なＯＳですから，それをきちんとやれば，今までしてこられたことは何もむだになりま

せん。 

 ただ１つ注意してほしいことは，今までされていることの効果が上がっているか，それをして最終

的にもうかっているかということです。これが，意外にチェックしていない方が多いのです。本来は

手段なのに，それ自体が目的になってしまい，結果はどうかわからないが，やっていればいいという

ことになる。しかし，そうではなく，やはり効果が出ているかどうかが問題です。 

 いろいろな改善手法がありますし，どれをおやりになってもいいわけですが，それが会社の体質に

合っているか，効果的かということは，よく見極める必要があります。それぞれの確立された改善手

法で成功している企業はたくさんあるので，その成功事例も学ぶことです。ちょっと試して効果が出

ないからだめだと判断するのではなく，やり方が不十分だとか，まちがっているということもあるか

もしれません。 
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 しかし，最終的にそれが自分の会社に合っているかどうか，本当に効果が出ているかどうかはしっ

かり見ていかなければいけません。効果が出ていなければ，利益が出てこなければ，合わないのです。

それはおやめになった方が得策で，費用をかけるだけむだではないかと思います。 

 そういうものをきちんと見ていく仕組みを，経営品質向上プログラムでは見ています。この中では，

常にレビューというかたちで，各審査項目について全部，うるさいくらいに「見直していますか」と

出てくるのですが，なぜこんなに言うかというと，裏を返せば，見直していない企業が圧倒的に多い

ということです。 

 

２．パフォーマンス・エクセレンス 

 

パフォーマンス・エクセレンス 

 英語の言葉の持つ意味は日本語以上に強く，Performance Excellence というと，イギリス人やア

メリカ人に聞くと大変な言葉です。「エクセレンス」は，日本では「卓越性」といういい言葉があり

ますが，もっとわかりやすくいえば「ダントツ」です。ほかとは全く違うすばらしさです。「パフォ

ーマンス」は，毎日努力をして得た結果で，単なる結果ではありません。 

 そういうものを求めていく中にある中心的な考え方が，「顧客本位」ということです。ＣＳ

（Customer Satisfaction）といっても，単なるにこにこ運動や挨拶運動ではなく，戦略的に，最終

的に業績につながるようにＣＳを考えていくことです。単にお客様にこびを売ったり親切にしたりす

るような情緒的なものではなく，もっと戦略的に，科学的に考えていくということです。 

 2001 年度版アセスメント基準書の考え方を整理すると，次の５つにまとめられます。 

 

社会システムとしてみる 

 １つは社会システムとして考えるということです。社会システムの対極にあるのは科学技術的に考

えることで，１＋１は必ず２になるという考え方です。ところが，社会システムの場合は１＋１が２

にならないことがあり，いろいろな現象がその中に入ってきます。 

 今日，いつ雨が降るかということは，科学技術である程度の予測はできても，ぴたりと当てること

はできません。だからおかしいということはないのです。我々が一歩外に出れば，どんなことに遭遇

するかわかりません。これが世の中です。企業はそういう不確実性をもった社会の中に生きています

から，「こうすれば絶対こうなる」というものはありません。いろいろな組み合わせで思わぬ効果が

出てきたりもします。 

 そういう社会システムで考えなければいけません。「経営品質の基準書どおりにやったが，さっぱ

り会社がよくならない」というものではないと思うのです。数人がやっただけでよくなるものではあ

りませんし，意識を変えていくことですから時間がかかります。ただ，変わるとすごい力を発揮して

きます。 

 

価値前提に立つ 

 次が，価値前提に立つということです。企業として，世の中には２つのやり方があると思うのです

が，１つはただひたすら利益を追い求めるやり方です。経費節減，在庫削減，営業はいかにしてお客

を攻略するかで，１つでも押し込んでこい，金を強引に取ってこい，これに徹するやり方です。一時

期の日本の企業はこういう傾向が非常に強く，それで成功した企業がもてはやされましたが，極端に

やりすぎていろいろな社会問題が起こり，去年は２～３社がつかまりました。これは，もうかればい

いという金欲だけの企業です。 

 もう１つは，そうではなく，どういうかたちで世の中の役に立つか，どういうかたちでお客様が望

んでいることを実現していくか，価値を実現していくかという考え方に立ってやる企業です。この２

つの企業では，ずいぶん対応が違ってきます。 

 昨年起きたいろいろな事件のときも，考え方で対応策が違ってきました。お客様のことを真っ先に

考え，お客様にまずお詫びをして，いかにして事故を防ぐかとすぐに手を打つ。または，その前にい

かにして自社のロスを少なくするか，いかにしてお客をごまかすか，どうせ細かいことはわからない

のだからうまくごまかしてしまえ，むだな金をかけるなという会社もある。どう動くかは，経営者の

考え方です。 

 お金と利益のどちらを取るか，どう社会貢献をしていくか，お客様に対してどう価値を高めていく

か，それで対応は 180 度違ってきます。単にリスクマネジメントをしているとか，マニュアルがある
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というものではなく，そのときの考え方で変わってくるわけです。 

 

組織の成熟度を評価する 

 昨年度，経営品質賞を受賞した中小企業で，東京にある武蔵野さんという会社の社長の小山さんは，

セルフアセッサーの資格を社員が取って，何が一番よかったかというと，「社員全員が価値前提で考

えてくれるようになったことです」とおっしゃっていました。もちろん社員にはノルマがあり，それ

で成績を査定されるから必死です。しかし，あそこでは，ダスキン（※㈱武蔵野はダスキンのフラン

チャイジー）の浄水器の事故が起きたとき，どのように社員が動いたか。 

 社長が命令する前に，お客様に迷惑をかけてはいけないということで，休みの日にもかかわらず，

全員が出てきてお客様のところへ行き，何千軒という数のお客様への対応が，午前中ですんだそうで

す。かえって新しく注文までもらえたということでした。もちろん情報システムの仕組みなどもあり

ますが，一切お客様に迷惑をかけなかった。そのように動きはじめたということは，すばらしいこと

です。 

 今までは，社長はわかっていたから命令し，それで社員が動いたのですが，「今日は休みなのにな

ぜ行かなければいけないのか。でもまあ，社長命令だからしょうがない」という感じでした。これで

はお客様のところでの対応も違うわけです。お客様の方はそれを敏感に察知します。だから，今回は

逆に新しい注文までもらったりして，それが業績の拡大になり，社員も満足する。そういう気持ちに

変わっていけるかどうかということは，大変大きなポイントです。 

 その会社は４～５年かかっているわけですが，着実に社員の動きが変わり，企業の成熟度が高くな

ってきています。受賞した企業は，やはり違うのです。大きい小さい，あるいは商売の中身ではあり

ません。わずか百数十人の会社ですが，あの成熟度には大企業といえども追いついていないのが現状

ではないでしょうか。そういうものを見ていこうということです。 

 

成果指標を達成するために，活動指標を定める 

 次に大事なのは，成果指標を達成するために活動指標を定めることです。これが今年非常に強調さ

れている部分です。リーダーシップを発揮して，お客様の意見を聞き，戦略を考えて，プロセスを考

えて，人の教育をして，情報システムを整備して，それでどのような結果が出たかといった考え方で

はなく，その結果を出すためにまずどのような目標にするか，具体的に数値できちんと書くことです。 

 どこの企業でも売上や利益の目標は昔からはっきりとあるわけで，これはあたりまえです。しかし，

売上や利益以外に，品物の事故率を何％下げましょう，お客様の満足度を何％上げましょう，その他

人材の指標，プロセスの指標など，いろいろな指標があります。それをきちんとデジタルに全社的な

ものとして明示し，それを各部門がブレークダウンして部門ごとの指標とするのが，活動指標です。 

 目標値，評価尺度・指標を定めていき，そのつながりを重点的に見ていきます。これがいわゆるバ

ランススコアカードの考え方と一致するわけです。経営品質賞の審査員はどこを見ているかというと，

成果指標と活動指標のつながりです。事実に基づき，「よくやっている」「頑張っている」ではなく，

そのレベルはどうなのか，データで出して事実で判断しています。 

 この事実とは，単に数量的なデータだけではなく，現場やお客様の動きをきちんと見て確認したう

えでとらえてください。結果のデータが，23 の審査項目の評価尺度・指標とどうつながっているか

が明確になり，そのように経営が動いているかどうかが極めて明快になります。逆にいうと，社長は

これですっきりするわけです。非常にはっきりして経営がオープンになり，見やすく，みんなが理解

しやすいものになると思います。 

 

プロジェクトマネジメントの考え方で進める 

 プロジェクトマネジメントにはいろいろなやり方がありますが，何も難しいことを考える必要はあ

りません。要は，プロジェクトチームを中心に進めれば，非常に効果的だということです。プロジェ

クトチームは，縦割りの組織ではなく，横のつながりです。縦の弊害は，全世界どこにでもあります。

一貫して経営品質で求めているのは，横のつながり，横のプロセス，横のリーダーシップを発揮する

ことなのです。 

 縦というのは自社の都合です。社内で管理するのに最も都合のいいやり方が，指揮命令系統を全部

持っている縦社会です。世界の軍隊は全部縦社会なのは，その方が命令が早く伝わって責任者がはっ

きりし，管理しやすいからです。ところが，お客様の立場から見れば，縦社会は最もやりにくい，困

った組織です。例えば，電話をかけると「担当が違うので電話を回します」ということになり，それ

でほとんど客を失っていきます。縦社会の弊害です。 
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 ですから，サービス基準などを作って横展開し，どこが電話を受けようとわかるような横のプロセ

スを作っていきます。プロジェクトマネジメントという手法は完全に確立されており，ＩＳＯ10006

やＰＭＩの手法を学ばれると，非常に効果的に動きます。 

 

３．組織プロフィール 

 

2001 年度アセスメント基準 

 経営は，分解してみると非常にわかりやすいものです。会社の構造というと，社長がいて，専務と

常務がいて，どういう組織があって，ここに工場があって，という組織図を皆さん思い浮かべます。

しかし，この構造図では，かたちではなく，するべきことがわかります。これを頭に入れておくと非

常に有効で，この中でいろいろな現象を結び付けていくと，とてもよくわかります。 

 飲食店でも，注文してから出てくるのが遅い場合，何かプロセスがおかしい。調理場を見ると，人

はやたらとものすごく忙しそうに動いている。やはり手順がまずいことがわかります。すぐに出てく

るところは，機能的に動いています。プロセスの差，価値創造のプロセスが非常に大事だということ

が，そういうことからもわかります。 

 このフレームワークの中で見ると，いろいろなものの，単なるかたちではなく，その中身が見えて

きます。 

 

組織プロフィールをみる 

 2001 年度版の事業概要は組織プロフィールと名前が変わり，わかりやすくなりました。全くの偶

然ですが，アメリカのマルコム・ボルドリッジ賞もオーガニゼーション・プロフィールが新しく設け

られました。しかし，日本経営品質賞の方がはるかに中身を重視しています。 

 まず，価値提案（バリュー・プロポジション）ということがあります。企業を識別するときの１つ

の見方として，この考え方自体は十数年前に出た本にあったのですが，要はお客様に独自の価値を明

確に示しているかということです。 

 具体的にいうと，今までの法則や実例から，価値提案には次の３つのタイプがあります。１つは顧

客満足を高めることを目標にして，重点的に行う。２つ目は製品のリーダーシップを重視し，新しい

ものを次々に出していく。３つ目はオペレーション（業務）の効率化を推進し，改善していくことで

す。 

 顧客満足を企業経営の中心的課題に据えていることで有名なアメリカのノードストロームという

百貨店では，売っていないものでも返しに行くと買い取ってくれるという話さえあります。これは本

当かうそか確認していませんが，そこで買ったものは，不満なら１か月後でも返しに行けばそのとお

り引き取ってくれます。 

 お客様の満足が一番大事というのは，英語でいうと Customer Satisfaction ではなく，Customer 

Delight，感動の世界です。さらにその上は Customer Intimacy，全面的に信じて何の不安もないと

いう状態です。 

 ノードストロームやリッツカールトンの顧客対応は，表面的ではなく，心底お客様最優先で，その

ためにいろいろなことを考えています。例えば，お客様は必ずお名前でお呼びする，２回３回来てい

るお客様についてはデータを全部取っておき，そのお客様のウイスキーやお茶の好みも枕の好みも全

部わかっていて，どこのリッツカールトンに行っても，そのとおりにきちんとなっています。「ホテ

ルとは旅先で泊まる所ではない。帰ってくる我が家だ」ということで，その方の我が家を実現するの

がリッツカールトンのポリシーになっていて，非常に快適なのです。 

 次の製品のリーダーシップでは，ソニーのように，ほかよりも常に新しい製品がどんどん出てきて

更新していきます。製品のサイクルが速く，しかもすべてはっとするような新しい製品を出して，お

客の満足を得るということです。 

 もう１つは徹底したオペレーション活動の効率化で，コスト低減をし，ほかが 100 万円かかること

を 50 万円で，ほかが１か月かかるところを半月でするぐらい優れたオペレーションをしていきます。 

 企業を見るとき，この３つのうちのどこに当てはまるのかを見ていきます。もちろん単純に１つだ

けではなく，組み合わせがありますが，中心的なバリューがどこにあるのかを判断するのです。そこ

で，カテゴリーの１から７まで，どういう方法と仕組みがあって展開されているかを見ます。 

 また，事業ドメインはどうなのか。お客様はだれで，そのニーズをどのように聞いているのか，そ

れに対してどう応えているのかを見ていきます。組織プロフィールといいますが，要するに１つの企
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業の見方，経営の見方です。 

 次に独自能力で，コアコンピタンス，ケイパビリティとありますが，要するに，ほかとは違った能

力ということで，これが非常に大事です。 

 次がポジションで，業界のリーダーなのか，チャレンジャーなのか，フォロワーなのか，ニッチャ

ーなのかというかたちで見ていくと，企業の実態が非常によくわかってきます。 

 競争環境は，マイケル・ポーターの言う５つのファンクション（新規参入の脅威，売り手の交渉力，

買い手の交渉力，代替品の脅威，業界内の競争）それぞれについて競争環境を作っていかなければい

けないという話ですが，これも頭に入れておく必要があります。 

 変革認識とは，いったい今どのように変わろうとしているのかという変革目標と戦略を見ます。 

 そして，最終的に，どのように評価・改善し，学習し，ベンチマーキングしていくのかという自己

変革能力も見ていく必要があります。 

 以上が組織プロフィールを見るポイントです。こういう視点で見てくると，非常にその企業がよく

わかる，逆にいうと，皆さん方が自分の企業の実態がわかってきます。単にもうかっているとかいな

いとか，いい人がいるとかいないとかといったかたちだけの問題ではなく，ポイントがはっきりする

ことによって，次々と方策が生まれてくるわけです。 

 

４．ビジョンはなぜ必要なのか 

 リーダーシップ発揮の仕組みの中で，経営ビジョンがあるか，それを社長はどのように伝えている

か（口で言うだけでなく，実際に行動で伝えているか，現場へ行って自らフェース・トゥ・フェース

で話をしているか），伝える仕組みをどのように評価・改善するかということは，よくいわれること

です。しかし，その前に，ビジョンはなぜ必要なのでしょうか。 

 この図は藤原直哉さんの『大逆転のリーダーシップ理論』の中に出てくる考え方ですが，アメリカ

のリーダーシップ研修で教えている内容とほぼ同じです。 

 要するに，未組織の状態の企業はカオス状態で，ばらばらです。ビジョンとは，将来こうなるとい

う一つの絵です。絵を描いて見せる，あるいは具体的な数値でもいいでしょう。ミッションとは任務，

バリューとは価値観で，これをきちんと決めることによって整列させます。戦略とは人員配置図だと

いっているのですが，整列させないと，みんなが同じ方向を向かないわけです。そして，ゴールへ向

かわせる。 

 ゴールに成功，あるいは莫大な利益があるのですが，そこに向かうためには，このビジョン，ミッ

ション，バリューが絶対に必要なのです。これを示して推進していくのがリーダーシップです。 

 リーダーシップを発揮しない，これらを何も決めていない企業はまさにカオスのままで，社員が優

秀であればあるほどばらばらになります。みんな自分の勝手で都合のいいように考えるからです。そ

れは，活性化でも何でもありません。 

 企業はいわゆる価値前提に立ち，１つの目標をきちんと決めていく。ビジョンを示し，ミッション

を示し，バリューを示すことで，社員やビジネスパートナーなど，その事業に関連する人々が同じ方

向に向いて努力を始めます。そのようにリードしていくのがリーダーの役目なのです。 

 そういう意味ではビジョンは絶対的に必要で，ビジョン，ミッション，バリューが明確になってい

る会社は非常に永続性があり，もうかっていることが実証されています。 

 軍隊でも同じで，どこを攻略するかというビジョン，どういうことをやるかというミッション，ど

ういうかたちで攻めていくのかというバリューがはっきりせず，兵隊が勝手なことをしたら，戦争に

は勝てません。 

 

５．戦略 

 

戦略とは 

 嶋口充輝先生によると，戦略とは，いくつかの正しい可能な方向の代替案の中から，一つの有望な

代替案を選択し，そこに集中的に経営資源の配分を行い，成果をつくっていく行為だと定義づけられ

ています。 

 戦略とは，一つの仮説です。優れた人の中には好奇心の強い人が多いのですが，長年培われた経験

や経営品質の知識，お客様の情報など，どんどん情報を頭の中に入れていきます。それはどんどん右

脳にしまわれていき，ばらばらに入っているのですが，時間とともに整理されて，何か現象が起きた

ときに，そこからぽーんとひらめきとなって出てくるわけです。 
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 いろいろな経験をする，知識を得る，経営品質のフレームワークの中で経営の一つの仕組みが頭に

入っている，その中で勘が出てくるのです。「これがよさそうだ」というひらめき，あるいはアセス

メントでいう「気づき」です。優れた経営者ほど，気づきが多いのです。いろいろ言われても気づき

のない人は，ほとんど勘のない人です。勘のない人は仮説を立てることができませんので，いわゆる

戦略を立てられないのです。 

 経営とは，やはり仮説検証です。だれも先のことはわかりませんので，作ったものが当たるかどう

かは，大体の確率でしかわかりません。経営品質でお客様の声を聞いてやれば当たるといいますが，

そのお客様の声がまたばらばらで，１人の意見でもそのときの気分で変わってしまいます。大勢のお

客様の意見を聞き，どれが大事かひらめくのが勘です。そして，仮説を立てて当たるかどうか検証す

る。それが一つの戦略です。「いくつかの正しい可能な方向の代替案の中から一つの有望な代替案を

選択し」，どうやって選択するか，自分の勘で選択する。「そこに集中的に経営資源の配分を行い」，

仮説を立てて検証し，「成果をつくっていく行為」，成果が出てくるかどうか，ここで出てくるのがツ

キなのです。 

 「言っていることは勘とツキだけじゃないか」と言われそうですが，正しい勘と当たるツキを身に

つけるには，いろいろなことを勉強しなければいけません。何も勉強しないで，勘とツキだけでは経

営はできません。きちんと勉強して，いろいろな情報が入って凝縮されて初めて出てくる，これが人

間の能力のすばらしさです。好奇心を持って常に考えるからこそ，多くの気づきを得るのです。それ

が戦略だと思います。そういうことを見つけていかなければいけません。 

 １か月ほど前の「日経ビジネス」でイトーヨーカ堂の鈴木社長が言っていましたが，イトーヨーカ

堂の社員とセブン－イレブンのオーナーで何が違うかというと，いわゆる仮説検証能力が全然違う。

セブン－イレブンのオーナーは，毎日のように天気を調べ，近所のイベントを調べ，お客様の顔色を

見て，どんなお弁当を何個用意するか，自分で判断する。当たれば売れる。つまり，仮説を立てて検

証して，当たれば業績が上がる。ところが，イトーヨーカ堂の方はそれをしていない。問屋のいうま

ま商品を並べ，売れなかったらバーゲンセールに出して売り払い，在庫をなくす。そういうことを長

年やってきたから，全然仮説を立てていない。「これからイトーヨーカ堂の中で昇格させていく社員

は，仮説検証能力のある人だ」と言われていました。 

 売り場を任せて結果を出すには，勘とツキがなければだめです。どんなに優秀でも，勘の鈍い人，

勉強しない人には任せられません。どんなに勘のいい人でも，ツキのない人はだめです。その人がや

ると何だかわからないが売れないということがありますが，これはツキがないからです。ツキがない

人には，非常に悲観的に考えるような人が多いようですが，要するに仮説検証能力が大切なのです。 

 仮説を検証して当たるということは，本当に大変なことです。株式投資では，ウォール街の人たち

がコンピュータを駆使して仮説検証をしています。どの株が当たるか，最新の数学の知識を入れて，

プログラムを組んで確率を計算していますが，あとはその人のツキです。そのように，仮説検証とい

う力が戦略というかたちで出てくるのだと思います。 

 戦略とは，紙に書いた計画書のことではありません。岡本正耿先生は『マーケティング・プラクテ

ィス』の中で「企業全体が成果目標に向かって全社的に動いている状態をいう」と書いているのです

が，フロントラインの社員が戦略の担い手です。戦略とは経営企画室で作られるのではなく，実際に

日々顧客と接している第一線の社員が，顔の見える顧客に対して実行しているものです。 

 しかし，最終的に決断するのはリーダー，経営トップです。決断しない人がリーダーになっている

から，会社がおかしくなる。情報を集め，どこに経営資源を配分するかは，役員会で決定するにして

も，最終的には社長の腹で，自分の経験や知識に基づく勘で「これをやれば当たる」というものをや

っていく。当たらなかったら，仮説検証能力がないのですから，社長は辞めていただくしかありませ

ん。やはりもっとツキのある人にやってもらわなければしかたありません。そういうものだと思いま

す。 

 顧客主導戦略とは，「セールスは売って終わり。顧客は買ってから始まる。顧客とのよい関係を創

り上げ，それを維持・発展させていくのが営業であって，全売上の 75％は約３割の固定客で達成さ

れている。既存顧客へのサービスコストと新規顧客の獲得コストの差は１対６」ということです。で

すから，その２～３割の人をいかに選び出してくるかということも大事です。 

 小売店は，セグメンテーションということをよくいわれていますが，安売りのビラをいくら撒いて

ももうかりません。それよりも固定客を優遇する方がはるかにもうかるということがだんだんわかっ

てきまして，カードなどを作ってそれを選び出そうとしています。バーゲンやディスカウント専門の

ご婦人は，毎朝チラシを全部見て，安いところにしか行きません。目玉商品だけ買われたら，絶対も

うからないわけです。その場しか売れないので，身は細っていくだけです。 
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革新能力を評価する 

 変化が激しい市場環境では，いかに早く変革できるのかが成功を左右します。勘を磨き，ツキを呼

び，早くするということが大事です。今は世の中がどんどん変わっていますから，じっくり考えてい

たのでは遅くなってしまうわけです。 

 

自己変革能力をみる 

 組織プロフィールの変革に関する認識と，各審査項目の評価・改善の関係，それから，独自能力，

競合，顧客・市場動向に基づく顧客・市場の選定，戦略性と独自能力を重視した活動，事業概要に示

されたコアコンピタンスとそれを活用したプロセス，自己変革を促す社員重視の環境づくり，こうい

うところを審査員は見ていきます。逆にいうと，その辺が自分の企業を見るときの１つの見方になり

ます。 

 

経営戦略３Ｃ 

 自分の企業とお客様と競合の関係を見ていただきたいのですが，最終的にはお客様のことを一番よ

く見てください。どちらかというと，ほとんどの方は競合他社のことばかり気にして，お客様のこと

をあまり気にしないのですが，もっとお客様のことを大切にしてください。競合他社は絶対に物を買

ってくれませんので，利益をもたらしてはくれません。あたりまえです。利益をもたらすのはだれか

といえば，お客様なのです。 

 ただ，競合他社が何をしようとしているのか，その強みと弱み，独自能力との差別化ポイントは知

らなければいけませんが，ここで大事なのは，お客様のセグメンテーションです。すべてのお客様に

満足を与えることはできません。それは逆に経営資源のむだづかいになりますので，ターゲット顧客

を絞り込み，潜在顧客（将来お客様になっていただく方）をいかに発掘していくか，なぜ今は自分の

ところのお客様でないのかということも，よく調べて直していく。この方が，経営戦略的には効果が

高いのです。 

 

創発と戦略フォーメーション 

 戦略とは，いわゆる戦略スタッフが考えるものではありません。現場での思いがけない戦略

（Emergent Strategy），「創発」といったものが非常に効果的です。 

 ポストイットやＪＲ東日本の「大清水」など，ヒット商品は現場から生まれた戦略から生まれてい

ます。トップの意図した戦略や戦略スタッフの検討した戦略は，現実的にはやはり実現できない戦略

にぽろぽろ落ち込んでしまいます。それに対して，現場での戦略は現実的な戦略につながってきます。

それは，現場で感じた皮膚感覚でやっているからで，非常に勘が鋭く，机上の空論とは大きな開きが

あります。したがって，そういうものを大事にする仕組みを作っていくことが大切です。 

 

６．顧客本位 

 

苦情対応 

 顧客の苦情は，減らすものではなく，解決するものです。これは大事なことです。お客様の苦情は

だれでも聞きたくないものですが，これを減らしたら，お客様の本音がわからなくなります。 

 アメリカのグッドマンという人が，10 年ほど前に膨大なデータから次のような法則を見つけ出し

ました。１つは「苦情を持った顧客はそのことを９～10 人に話す」という法則です。２つめの法則

は，「苦情が迅速に解決されると，96％の人は再び取引したいと思う」。３つ目の法則は「苦情が解決

された顧客は，そのことを５～６人に話す」というものです。 

 このように，苦情は減らすのではなく，迅速に解決することによって売上の増加につながっていく

ことが，データで示されているのです。 

 

個客に応える 

 一倉定さんは，中小企業の経営の神様といわれている人です。去年亡くなりましたが，いろいろ理

屈を言うよりも，こういう大経営学者の言っていることは非常に説得力があるので，ご紹介します。 

 まず，会社の真の支配者はお客様であると言われています。「この支配者は会社に対して何も命令

しない。命令しないけれど，自分の意に添わないときは『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」。そのとおりです。だから怖いのです。会社の真の支配
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者は，社長でもなく，株主でもなく，お客様です。 

 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」と言われています。いくら内部で経費を節減したりしても，収

益は出てきません。 

 さらに，「好業績を実現する根本原理はただ一つ，それは『我が社の事情は一切無視し，お客様の

要求を満たす』こと」であると言われています。 

 この先生は，別に経営品質の大家というわけではないのですが，言っていることは同じです。 

 個人のお客様に応えることが大事です。お客様を分けていくと，最終的には個人で，一人一人です。

お客様が会社でも，その企業の中の購買担当者，あるいは直接の担当者というふうに，やはり個客で

す。ＣＳ，ＣＳといいますが，いかに商品を売り込むかに焦点を絞るのではなく，いかに一人一人の

心をつかむかということを考えてください。 

 「顧客から個客へ」という考え方が大切です。 

 

 

７．プロセスとプロジェクトマネジメント 

 

プロセス 

 社内外の顧客に対して製品・サービスを創造し，提供する一連の活動をプロセスと定義しています。 

構成しているのは一連の活動の流れと人，機械，道具，技術，材料です。測定は，時間と人と材料で

判断します。プロセスが改善されているというのは，時間が短くなっているか，人が減ったか，材料

が減ったかということです。非常にシンプルで，そういう点で見れば，まずまちがいありません。評

価は，お客様の要求に適合しているかどうかです。 

 長く待たされる飲食店は，絶対にだめなプロセスです。あるいは出てきたものがまずいということ

であれば，品質も悪いけれども作るプロセスも悪いということになります。 

 これは先程の岡本先生の言葉ですが，「プロセスの本来の意味は，過程，経過，手続きである。こ

こでいうプロセスは，部門的機能ではなく，企業が独自の『顧客価値を創造していく仕組み』を指し

ている。だから，プロセスは部門横断や機能交差（クロスファンクション）等とも呼ばれるのである」。

つまり，横展開が大事だということです。 

 

プロジェクトマネジメント 

 プロジェクトとは，特定の目的を達成するように作られた臨時組織（プロジェクトチーム）による

活動で，最適なプロセスの管理手法です。これは西村克己さんという方が言っています。 

 目的を定めた統合マネジメントで，スコープ（対象・範囲）がどうなのか，期間はいつまでにやる

のか，費用はどのくらいかかるのか，クオリティのレベル，組織体制，コミュニケーション方法，リ

スク，調達など，すべてをマネジメントしていきます。 

 ＰＭＢＯＫ（プロジェクトマネジメントの知識体系）が 1996 年から 1997 年に作られ，ＩＳＯでも，

その仕組みをきちんと行うために 10006 が 1997 年に制定されました。いろいろなやり方でプロジェ

クトマネジメントの進め方が標準化されており，こういうものもお読みになると，プロセスを効果的

に動かすことができるようになります。 

 

プロジェクト組織はなぜ有効か 

 職能別組織とプロジェクト組織の違いを考えると，従来の縦割りの組織では，何かをやろうとする

と，どうしてもだれがどこでやるかが問題となり，評価は大体上司が行うことになります。プロジェ

クト組織の場合，目的は何か，何をするかが問題になり，最終的にはお客様が評価します。そして，

成果を重視し，目的達成後には解散をしますので，次々にその時代やお客様のニーズに合ったプロセ

スが構築されていきます。したがって，非常に変化によく対応できます。 

 

８．達成指標を定める 

 

経営品質活動の成果 

 2001 年度版の番号になっていますが，中身は同じことです。これを一つの成果指標として目標値
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を設け，それに対して活動指標を設けます。次のバランススコアカードの考え方と同じです。 

 財務的視点も，顧客の視点も，全く同じです。社会貢献の視点がバランススコアカードの標準の中

にはないだけで，否定しているわけではありません。企業によっては，ほかの方でもっと大事なもの

もそこで付け加えていけばよいということになります。 

 

評点（スコア）の考え方 

 経営品質の中では，点数だけではなく，組織のまとまり具合を「成熟度」として見ていきます。し

たがって，スコアは成熟度を判定して評価するものであって，何点という点数の集合体で評価するも

のではありません。 

 成熟度の考え方は，過去 60 年以上にわたって広く用いられてきた経営品質原則に基づき，フリッ

プ・クロスビー氏が提起した成熟度のフレームワークをもとにまとめられています。 

 

成熟度による改善の目標設定 

 経営品質の評価は，ＤからＡＡＡまで６段階に分かれています。一般的な評価モデルは５段階なの

ですが，経営品質はパフォーマンス・エクセレンスですから，かなり高いレベルを要求しておりまし

て，ＡＡＡ（ベストプラクティス）が上にあるのです。 

 Ｄレベルは意識なしの状態ですが，クロスビー氏は「半信半疑の状態」だと言っています。要する

に，経営品質をやって本当に効果的なのか，もうかっているのか，まだ半信半疑なのです。これをす

ると絶対にもうかる，会社がよくなるということが確信できていない状態で，ほとんどの企業はそう

です。ところが，一生懸命やっているとだんだんわかってきて，Ａレベルになってくると，これをす

れば絶対に会社はよくなると確信している状態になります。 

 最初は意識なし，半信半疑の状態で，次の気づきの状態がＣレベル，基本的な仕組みができている

普通の状態がＢレベルで，それが社内で標準化されて確信の段階に移るとＡレベル，ＡＡレベルは改

善と学習ということで，常に学習されていくことが重視されています。 

 経営品質の中では，経営は知識を創造していく仕組みで，日常業務は学習だと考えています。した

がって，社員を知的創造者と見ていますから，単にコストとは考えません。新しい価値を生み出して

くれるのが社員なのです。 

 リストラの本来の意味は，社員の首を切ることではありません。会社の考え方，バリュー・プロポ

ジションや理念を大きく変えるのがリストラなのです。製品のリーダーシップからお客様中心に経営

理念をシフトして，会社の体制も変えていこうというのがリストラです。そのために考え方が合わな

い人，不要な人には辞めてもらい，新しい人を入れるということですから，決して人員整理だけでは

ないのです。 

 このようなかたちで，成熟度による改善の目標を見つけていきます。 

 

９．トップからの改善 

 

 経営品質はトップからの改善です。上から直していくのですから，現場の改善ではないのです。で

すから，トップの方によくご理解いただきたいと思います。ただ，日本の企業は，どちらかというと

実際に動かしているのは，ここにいらっしゃっている方々のようなミドルの方のようです。アメリカ

の場合はトップが直接やりますからミドルは邪魔になっていますが，日本の場合はそうではありませ

んので，まずミドルの方が理解して，トップを動かしていただきたいと思います。 

 ＴＱＣやＩＳＯは，要するに現場の改善ですから，トップの考え方は変えられませんでした。社長

にもの申すことができるのは，お客様しかいないわけです。社員がいくら言ってもなかなか聞いてく

れません。一番効果的なのはお客様です。お客様があっちを向いたら物が売れなくなるので，はっき

りわかります。この経営品質では，まずトップから理解してもらうことが一番大事です。 


