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シンポジウム

まとめ



シンポジウムの目的

一人ひとりの行動を変えることに取り組み効果をあげて
いる組織の実践例を参考に、価値創造・品質保証・安全
確保に寄与する組織文化をつくる取り組みを考える。

 価値創造・品質保証・安全確保のためには、一人ひと
りがどんな行動を取る必要があるのか。

 考え方・価値観が多様化する中、一人ひとりの行動を
変え組織の持つ能力を引き出すためには、どのよう
な取り組み（マネジメント）が求められるのか。

 そのような取り組みの必要性を共有し、組織として実
践・継続するためには何が必要なのか。
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プログラム

特別講演 中村 邦晴 住友商事㈱ 取締役会長

基調講演 中條 武志 中央大学 教授

講演１ 永田 理 トヨタ自動車九州㈱ 代表取締役社長

講演２ 原 和彦 ｱｸｼｱﾙ ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ㈱ 代表取締役社長

講演３ 田中 龍郎 panda･Flight･Academy㈱ 顧問

講演４ 樋口 泰行 パナソニック㈱
代表取締役 専務執行役員

ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 社長

グループ討論

総合討論

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

ｿﾘｭｰｼｮﾝ
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変化する時代におけるサステイナブルな経営
中村 邦晴 住友商事㈱ 取締役会長

 世界で起きている変化
サプライチェーンの分断、デジタル化推進、働き方の改革・・・
技術の進歩によって人のものさし、基準が変わる
Society 5.0（創造社会）：DX × 多様な人々の想像力・創造力

 社会課題とサステイナブル経営
SDGs＋自利利他公私一如＝６つのマテリアリティ
事業の申請→事業の実施→社会からのフィードバック
社会課題への取り組みと新たな価値の創造の両立

 経営者として経験から
高潔な倫理観と高い志を持った人を育てる、良い仕事には夢が
必要、人づくり/仕事づくり/夢づくり
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しぶとい日本のものづくり
～組織能力向上と仕事の変革～

永田 理 トヨタ自動車九州㈱ 代表取締役社長

 デミング大賞受賞時の3つの約束のその後
永続的なTQMの取り組み、TQMの仲間づくり、
TQMを活用した変化への対応 ・・・ 継続的なTQMの実践

 ビジョンの進化と経営戦略
V15（ｵｰﾙﾄﾖﾀNo.1）→V25（世界のお手本工場）→V30（ﾚｸｻｽﾒ
ｰｶｰ）、株主との戦略議論強化

 組織能力の向上
体系化・指標化（技術力/人間力/現場力）→目標決定→
方策（人財育成/しくみ・環境・体制の改善）の検討・実施→評価

 得られた効果
全員参加のTQM推進→しぶとさ（一人ひとりが自律的に行動/組
織全体の一体感醸成・活性化→能力向上→仕事の変革）
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全員参加による付加価値のある売り場の創出
原 和彦 ｱｸｼｱﾙ ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ㈱ 代表取締役社長

 経営理念
豊かさ・楽しさ・便利さの提供←マスメリットの創出（規模・機能の
拡大）←人材：TQMを経営の根幹に据える

 トップのリーダーシップによる明確な経営戦略
ドミナント/ロジステイック戦略、PB戦略

 TQMの継続的な実践
名物・核商品を磨き上げる・おいしさ力を高める活動、標準化と
日常管理（動画ﾏﾆｭｱﾙ・あゆみノート・訓練ｾﾝﾀｰ・品評会、ｳｨｰｸ
ﾘｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）、ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（売り方自慢約1000件/週）、ITの
活用、小集団改善活動（QCｻｰｸﾙ活動、SUM活動、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ活
動、委員会活動）

 Enjoy Axial Session：各人が自立的に動く
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ANAの安全文化醸成の取り組み
田中 龍郎 panda･Flight･Academy㈱ 顧問
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 経営理念・安全理念
誠実な行動/確かな仕組み→安全（事故の未然防止）＋ｸﾗｲ
ｼｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ→信頼・安心

 安全文化の６つの要素
Assertive Culture, Reporting Culture, Learning Culture, 
Flexible Culture, Informed Culture, Just Culture 

 望ましい行動を生み出す仕組み
Assertion運動、安全教育ｾﾝﾀｰと3万人に対する教育の実

施、ｽﾚｯﾄﾞｱﾝﾄﾞｴﾗｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾓﾃﾞﾙに基づく連携の強化活動、ﾘ
ｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ活動（不安全事象に基づくﾊｻﾞｰﾄﾞの特定、ﾘｽｸの
評価、対策）、原因がｴﾗｰであれば懲罰の対象にしない



ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社の企業変革の取り組み
樋口 泰行 パナソニック㈱ 代表取締役専務執行役員

ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ社 社長

 企業を動かす原動力
戦略、組織能力、文化

 不健全な文化と健全な文化
ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな視野、危機感、多様性、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ思考、
俊敏、ｱｸｼｮﾝ思考

 ｶﾙﾁｬｰ&ﾏｲﾝﾄﾞ改革
目指す姿（ｵｰﾌﾟﾝに意見を交わし、変化に対する感度を高め、短
距離でValueを届け、生きがい・働きがいを大切にする）、ﾜｰｸﾌﾟ
ﾚｲｽ改革、ICT利用、人事制度改革、ﾀﾞｲﾊﾞｼｰﾃｨ&ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ、
業務ﾌﾟﾛｾｽ改革（内向きの仕事をしない）、1 on 1 meeting、・・・

 何のためにを理解してもらい、無理矢理やってもらう
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グループ討論

１班 価値創造・品質保証・安全確保に寄与する組織
文化をつくる上でトップが果たすべき役割

２班 価値創造に寄与する組織文化

３班 品質保証に寄与する組織文化

４班 安全確保に寄与する組織文化

５班 組織の体制・仕組みの工夫による組織文化の醸成

６班 人材育成の工夫による組織文化の醸成

７班 改善活動の推進による組織文化の醸成

８班 組織文化の評価・診断と結果の活用



 持続的に発展していくためには何が重要なのか
トップはビジョンを根気よくわかりやすく伝えて組織文化を醸
成する、正しい危機感を持つ、的確なタスク・場を部下に与え

る、全員が高潔な倫理観を持つように啓蒙、よい仕事には夢
が必要、ビジョン・組織文化の進化が必要

 行動を変え，組織の持つ能力を引き出すためには
部下に権限を委譲し責任を取る覚悟を持つ、方針展開の中
にビジョンを組み込み個人までつなげる、成功体験を持たせ
る、チャレンジングな仕事を与えることによって成長を促す

 組織として継続・継承するためには
トップはビジョンを根気よくわかりやすく伝えて組織文化を醸
成する、正しい危機感を持つ、的確なタスク・場を部下に与え

る、全員が高潔な倫理観を持つように啓蒙、よい仕事には夢
が必要、ビジョン・組織文化の進化が必要（論点１と同じ）
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11２班（価値創造）

 価値創造に寄与するための意識・態度，行動は
現場最前線で体験を発見、お客様のありたい姿を考える、社
会・お客様・仲間の役に立ちたい、正しいコト（目的）視点で
やる、失敗から学ぶ・成長する、究めたい・突き抜けたい・長
所を伸ばす・尖らせる、役割を担う・共創協働

 価値創造に寄与する組織文化をつくるためには
理念・ビジョン・ミッションの浸透、失敗を許容する・奨励する
評価、失敗を恐れる人たちを揺さぶる、出る杭を見つけて伸
ばす（時間・場）、仲間を広げる

 組織として継続・継承するには
人事評価のプロセス保証・マネジャ教育、価値共創する仲間
を理解する機会づくり、「失敗の許容」をしくみ化する



12３班（品質保証）

 品質保証に寄与するための意識・態度，行動は
ﾄｯﾌﾟは品質の重要性を理解しダイレクトに想いを伝える、管
理者は人を責めず仕組みを直す、一般社員は標準を順守し
人重視のルールへの改善提案をする

 品質保証に寄与する組織文化をつくるためには
品質重視の会社の仕組みを整え、職場の良い雰囲気・ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝを確保・維持し、その上で、顧客価値・満足度向上/全
員参加/絶え間ない改善の考えで活動を推進する

 組織として継続・継承するには
Know Whyの教育・後継者に文化を繋ぐ仕組み、自工程完
結の推進と再発防止の徹底による未然防止とその見える
化、ﾁｬﾚﾝｼﾞ/ﾙｰﾙ遵守の両立、IoT利活用と三現主義の共存



13４班（安全確保）

 安全確保に寄与するための意識・態度，行動は
危機感を持つ、懸念事項を自発的に報告、5Sの重要性を理

解、お客様の利用状況・後工程を理解、コミュニケーションが
大切であることを理解

 安全確保に寄与する組織文化をつくるためには
危険体験塾/異業種の安全啓発センターへの訪問/事故の再
現DVD、業種や会社を超えて事例を共有、2Sから/トップに

よる厳しい指導・指摘、顧客の利用状況の現認、理念と目的
を明示、小集団活動のような自発的な活動と第三者チェック
の両輪

 組織として継続・継承するには
安全最優先へのコミットメントと組織への浸透、人材育成（希
望者、全員）、曖昧さの解消・形式知化



14５班（体制・仕組み・活動）

 行動を変える、能力を引き出す体制・仕組み・活動
醸成したい組織文化を組織のミッションやビジョンとして明文
化、組織の目標達成の方策や活動の計画・展開・実践を管
理する仕組み（方針管理・日常管理）、活動結果から組織の
根本的仮定・価値観・行動原理を蓄積する仕組み

 様々な体制・仕組み・活動をどう統合・連携させるか

全体が見える体制・仕組み、活動の計画・実施、実
施結果の評価、横串を刺す委員会・専門部署

 組織として継続・継承するためには
経営理念・ミッション・ビジョン等の明文化、組織文化として変
えるべきもの・変えてはならないものを常に整理、トップの信
念とリーダーシップ（デミング賞挑戦等）



15６班（人材育成）

 行動を変える、能力を引き出す人材育成の取り組み

ﾐｯｼｮﾝ・ﾋﾞｼﾞｮﾝ・ﾊﾞﾘｭｰの共有、組織能力明確化と向上、

経営戦略・組織能力にリンクした人材育成、全員参加のビジ
ョン経営、貢献の見える化、公平な評価、ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝとﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ

 様々な人材育成の取り組みをどう統合・連携させるか
環境変化→方針管理・日常管理実行のための組織能力→教

育の必要性→人材育成WG→実施

 組織として継続・継承するためには
①トップの理解とリーダーシップ（OS）、②組織能力・人材育成
を方針に取り上げる（組織能力・人材育成のKPIの設定と方策

検討・実行・評価・振り返り）、③貢献の見える化（ﾋﾞｼﾞｮﾝと改善
ﾃｰﾏのつながり）、④組織能力と人事制度との結び付け、⑤公
平な評価、⑥尖った人材(出る杭人財）の発掘と活用



16７班（改善活動）

 行動を変える、能力を引き出す改善活動
継続的教育、改善のテーマ区分、自工程完結（間接）、部門
横断、客観的レベル評価、ＱＣ検定（共通言語）、成果と経営
指標の接続、貢献度合いの「数字による見える化」、・・・

 様々な改善活動をどう統合・連携させるか
方針管理、プロジェクト・プロジェクトリーダー育成、部門間の
レベル調整、全体最適と部分最適、何をやるか明確にする、
各部署の役割の明確化、大部屋・フリーアドレス、気軽に立
ち会議、・・・

 組織として継続・継承するためには
トップの姿勢（改善活動の重要性を言い続ける）、ほめる、表
彰制度、処遇と成功体験、推進側の熱意、キーパーソンの
育成、面倒見･関心、QCサークル活動を基軸、楽しくできる
環境、・・・



17８班（評価・診断）

 把握すべき組織文化とは何か
①変化への対応力（事業構造の変化、環境の変化、事業継続
性に寄与）、②定常業務の確実な実施（従業員の意識）、③様
々なステークフォルダーへの配慮

 組織文化を評価・診断する方法
目的：変化・多様化・相反へ対応できているかを見る←項目：ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、能力←方法：組織構成員の「価値観が

競合する行動」の観察（質問に対する即答率、同一質問に対
する上司と部下の間/前後工程の間の応答の違い）

 評価・診断結果をどのように活かすのか
①合併会社のベクトル合わせをする、②要の機能強化に必要
な組織文化を強化する、③課題となっている組織の壁をなくす



総合討論（１）
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論点１：顧客価値創・品質保証・安全確保のためには一
人ひとりがどんな行動を取る必要があるのか

 ２班（価値創造）：現場最前線で体験を発見、お客様のありた
い姿を考える、社会・お客様・仲間の役に立ちたい、正しいコト
（目的）視点でやる、失敗から学ぶ・成長する、究めたい・突き
抜けたい・長所を伸ばす・尖らせる、役割を担う・共創協働

 ３班（品質保証）：品質の重要性を理解しダイレクトに想いを伝
える、人を責めず仕組みを直す、標準を順守し人重視のルー
ルへの改善提案をする

 ４班（安全確保）：危機感を持つ、懸念事項を自発的に報告、
5Sの重要性を理解、お客様の利用状況・後工程を理解、コミュ
ニケーションが大切であることを理解

 ８班（評価・診断）：変化への対応力、定常業務の確実な実施、
様々なステークフォルダーへの配慮



総合討論（１）（続き）
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 顧客価値創と品質保証、安全確保のための行動は異なる。チャ
レンジ vs 守り（失敗をしない）、基本を忘れない。

 他方、品質管理（保証）では隠れている失敗を顕在化させること
が大切。安全確保でもAssertive Cultureが求められる。

 “コミュニケーション”は、共通して重要となる行動。共創・協働、
想いを伝える、共通の言葉をつくる、理解する・共有するなど。

 “学ぶ、改善する”も共通している。

 “全員参加”も重要。価値創造に全員が取り組む、隠れているリ
スクを全員で洗い出し未然防止するなど。

 価値創造、品質保証、安全確保のいずれにおいても、ベースと
して“信頼関係を築く”ことが大切。

 組織文化に取り組む上では、まず、価値創造・品質保証・安全
確保のために求められる行動の、相違点と共通点を認識する必
要がある。



総合討論（２）
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論点２：行動を変え組織の持つ能力を引き出すために
は，どのようなマネジメントが求められるのか
 １班（トップ）：部下に権限を委譲し責任を取る覚悟を持つ、方

針展開の中にビジョンを組み込み個人へ、成功体験を持たせ
る、チャレンジングな仕事を与えることによって成長を促す

 ２班（価値創造）：理念・ビジョン・ミッションの浸透、失敗を許
容する・奨励する評価、失敗を恐れる人たちを揺さぶる、出る
杭を見つけて伸ばす（時間・場）、仲間を広げる

 ３班（品質保証）：会社の仕組みを整える、職場の良い雰囲気
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを確保・維持、顧客価値・満足度向上/全員参加/
絶え間ない改善の考えで活動を推進する

 ４班（安全確保）：危険体験塾/事故の再現DVD、業種や会社
を超えて事例を共有、2Sから/トップによる厳しい指導・指摘、
顧客の利用状況の現認、理念と目的を明示、小集団活動の
ような自発的な活動と第三者チェックを両輪として機能させる



総合討論（２）（続き）
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 ５班（体制・仕組み・活動）：醸成したい組織文化を組織のミッ
ションやビジョンとして明文化、目標達成の方策や活動の
PDCAを管理する仕組み（方針管理・日常管理）、活動結果か
ら組織の根本的仮定・価値観・行動原理を蓄積する仕組み

 ６班（人材育成）：ﾐｯｼｮﾝ・ﾋﾞｼﾞｮﾝ・ﾊﾞﾘｭｰの共有、組織能力明確
化と向上、経営戦略・組織能力にリンクした人材育成、全員参
加のビジョン経営、貢献の見える化、公平な評価、ﾄｯﾌﾟﾀﾞｳﾝと
ﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ

 ７班（改善活動）：継続的教育、改善のテーマ区分、自工程完
結（間接）、部門横断、客観的レベル評価、ＱＣ検定（共通言
語）、成果と経営指標の接続、貢献度合いの「数字による見え
る化」、・・・

 ８班（組織文化の評価・診断）：目的：変化・多様化・相反への
対応、項目：ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、能力、方法：組織構成員
の「価値観が競合する行動」の観察



総合討論（２）（続き）
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 醸成したい組織文化を組織のミッションやビジョンとして明文化
すること、トップが目指す組織文化の姿をわかりやすく表現し繰
り返し伝えることが大切。

 良い文化と悪い文化を区別する。時代の変化に応じて区分を見
直す。顧客価値、楽しさは加えることを考慮すべき要素。

 方針管理や日常管理の仕組みを活用して、場を設け、ビジョン
を一人ひとりの行動、成功体験につなげる。

 改善は本来的には挑戦的で楽しい活動。改善が適切に評価さ
れるようにすることが大切。改善が業務の複雑化につながらな
いようにする工夫が必要。ビジネスモデルの革新が改善の積み
重ねの中から生まれるという面もある。

 安全確保では基本を忘れないことが大切であるが、リスクの顕
在化と未然防止の視点からは品質保証、価値創造のため取り
組みと共通するところもある。

 PDCAの視点から考えると、組織文化（人の行動）を評価・診断
する方法（デミング賞等を参考）の開発が必要。



総合討論（３）
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論点２－２：様々な体制・仕組み・活動、人材育成、改善
活動をどう統合・連携させるか

 ５班（体制・仕組み・活動）：全体が見える体制・仕組み、活動の
計画・実施、実施結果の評価、横串を刺す委員会・専門部署

 ６班（人材育成）：環境変化→方針管理・日常管理実行のための

組織能力→教育の必要性→人材育成WG→実施

 ７班（改善活動）：方針管理、プロジェクト・プロジェクトリーダー
育成、部門間のレベル調整、全体最適と部分最適、何をやるか
明確にする、各部署の役割の明確化、大部屋・フリーアドレス、
気軽に立ち会議、・・・

 機能別委員会、方針管理と連携を強化し壁を低くする取り組み

（気軽に立つ会議等）、組織能力をキーに環境変化への対応と
方針管理と人材育成とを結びつける



総合討論（４）
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論点３：取り組みの必要性を共有し，組織として実践・
継続するためには何が必要なのか
 １班（トップ）：トップはビジョンを根気よくわかりやすく伝えて

組織文化を醸成する、正しい危機感を持つ、的確なタスクを
部下に与える、全員が高潔な倫理観を持つように啓蒙、よい
仕事には夢が必要、ビジョン・組織文化の進化が必要

 ２班（価値創造）：人事評価のプロセス保証・マネジャ教育、
価値共創する仲間を理解する機会づくり、「失敗の許容」をし
くみ化する

 ３班（品質保証）：Know Whyの教育・後継者に文化を繋ぐ仕
組み、自工程完結の推進と再発防止の徹底による未然防止
とその見える化、ﾁｬﾚﾝｼﾞ/ﾙｰﾙ遵守の両立、 IoT利活用と三
現主義の融合

 ４班（安全確保）：安全最優先へのコミットメントと組織への浸
透、人材育成（希望者、全員）、曖昧さの解消・形式知化



総合討論（４）（続き）
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 ５班（体制・仕組み）：経営理念・ミッション・ビジョン等の明文化、
組織文化として変えるべきもの・変えてはならないものを常に整
理、トップの信念とリーダーシップ（デミング賞への挑戦等）

 ６班（人材育成）：①トップの理解とリーダーシップ（OS）、②組織
能力・人材育成を方針に取り上げる（組織能力・人材育成のKPI
の設定と方策検討・実行・評価・振り返り）、③貢献の見える化（ﾋﾞ
ｼﾞｮﾝと改善ﾃｰﾏのつながり）、④組織能力と人事制度との結び付
け、⑤公平な評価、⑥尖った人材(出る杭人財）の発掘と活用

 ７班（改善活動）：トップの姿勢（改善活動の重要性を言い続け

る）、ほめる、表彰制度、処遇と成功体験、推進側の熱意、キー
パーソンの育成、面倒見･関心、QCサークル活動を基軸、楽しく
できる環境、・・・

 ８班（評価・診断）：合併会社のベクトル合わせ、要の機能強化に
必要な組織文化を強化、課題となっている組織の壁をなくす



総合討論（４）（続き）
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 トップの信念とリーダシップ（人材育成、改善活動、組織文化の
重要性を言い続ける）。

 腕をつくり、場（TQM大会等）をつくり、成功体験を通してやる気
を持った人を一人でも増やす活動を愚直に継続する。



まとめ
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 顧客価値創・品質保証・安全確保のためには一人ひ
とりが“正しい”行動を取る必要がある。

 人の行動を変え組織の持つ能力を引き出すために
は、体制・仕組み・活動（方針管理・日常管理）、人材
育成、改善活動などを通して、そのためのマネジメン
トを実践する必要がある。

 人が変わり経営環境が変わる中でこのような取り組
みを継続するには、トップがリーダーシップを発揮し
てビジョンを明確し双方向で根気よく伝えること、そ
のもとで様々な取り組み（人事制度を含む）を総合的
に統合・連携させることが大切。



熱心な講演，グループ討論をいただき，

大変ありがとうございました。
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