
データ駆動型社会における
顧客価値創造と

組織能力（品質保証）向上

シンポジウム 概要・提言（まとめ）

電気通信大学

鈴木和幸

第１１1回品質管理シンポジウム
２０２１年６月３日～５日
完全オンライン形式
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図 111QCS データ駆動型社会における品質経営全体スキーム 2



(1) 顧客価値創造への一人一人のニーズとまだ見えていない必要かつ十
分なデータを如何に収集・蓄積・分析を行い，社会共通のメタニーズを
探り出すと共にカスタマイズを如何に図るか

(2) 必要かつ十分なデータに基づく企画・開発・生産・営業・サービス
そして顧客・社会満足度までの一貫したプロセスをどのように構築し，
顧客と社会に満足を与え続ける品質経営を加速しうるか

(3) コトづくりでの信頼・安心を与える品質保証の確実な体系の確立と
その実践と共に，データサイエンス・AI・SQCの駆使を始めとする組織
能力向上を如何に図るか（⇒人財育成・教育）

(4) サプライチェーン全体での品質確保への品質経営のあるべき姿とそ
の自己評価の検討

3

シンポジウムの目的



プログラム
特別講演 森川博之氏 東京大学大学院工学系研究科教授

基調講演 鈴木和幸氏 電気通信大学名誉教授・特任教授

講演 1 出口雄吉氏 東レ株式会社代表取締役副社長執行役員

講演 2 山本圭司氏 トヨタ自動車株式会社執行役員

講演 3 大嶽充弘氏 NECプラットフォームズ株式会社
取締役執行役員専務

講演 4 椿 広計氏 統計数理研究所 所長

グループ討論

総合討論
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デジタル変革「デジタルとは？」

経産省 リアルな世界からデータを集め，分析しリアルな世界にフィードバック
をかける

このループに気づくかどうか？ループを回るのがデジタル

ループに気が付かない点が，悩ましいポイント

必ずしも，最先端技術は必要ない．

古紙回収ボックスにセンサーとSIMカードを設置．

回収量感知による回収時期の明確化により，回収コストが低減．

顧客・スーパーマーケット・回収業者の３者がWin-Win-Win

地方の中小企業に伝えること「Excelでも十分!!」

デジタルに関係ない人でも「デジタル人材」の意識をもつべき．
一人ひとりがデジタル人材

洗濯機は「家事労働を減らす」ためのデバイスだった

→衛生観念の変容：洗濯機の出現時にこれを予想できたか？

今のデジタル化も同様？

＜特別講演＞ 5G/Beyond 5G時代における新たな価値創造へのデジタル経営
森川博之氏 東京大学大学院工学系研究科 教授
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１．気づくことが重要；デジタル化に気づくか否か？気づけば飛躍!!

・FintechベンチャーのTandem Bank：コーヒーショップの応対を銀行の窓口のよ
うにすると，デジタル化できるところが見えてくる!!
・GEの契約書を「簡単にしよう」プロジェクト．

⇒気づけば，そこには驚きがある!!

２．多様性による発見

Customer Successを調査：どういう人を雇うか
例：「技術に疎い人」⇒様々なところから意見が出てくる．そこから，考える．

互いを敬っていれば，問題にはならない．

例：デンマークのスマートシティの議論，子供をはじめ，多様な人が交わって
議論．無駄の効用もある．
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３．利他と共感

パイを奪い合うフェイズからパイを広げるフェイズへ．

デジタル時代の特徴：関わる人・モノが拡大する．

データでつながるようになると，全てがステークホルダーに

皆がWin-Winになる仕組みを考えなければならない．

上流から下流まで，全体が幸せになる仕組みの構築を．

スーパーシティ，スマートシティは全体を見渡しながら，みんなが幸せになるこ
とを考える．IoTもAIもツール．中心となる人は顧客への共感とエコシステムの創
造が重要．

パイを広げるための具体的な姿は？

→データの共有が進まないのが課題．
巻きこんで，つないで，パイを増やす

広がるなら共有すべきだが，共有が大きな壁（特に日本）．

欧米も少しづつ共有の流れがある．

パイが広がるエリアでの共有が重要．

与える人が覇権を取れる．Go Giver．

⇒エコシステムには必要な点．もう一度ここを見直しては．
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オンライン・デジタル化によるデータ駆動型社会の必然性は？
ムーアの法則：半導体の集積密度は18~24ヶ月で倍増(毎年2倍)、指数関数的増加
メトカーフの法則：通信ネットワークの価値は、利用者の数の二乗に比例
⇒これからは、オンライン・デジタル化を大前提に。

コロナ感染阻止と経済の両立に向けて
社会体制(行動変容)ー検査体制ー医療体制 における源流段階の市民一人ひとりの
行動変容に資するデータ分析と誰でも理解納得し行動変容を起こすグラフ提示を

本QCSでの”データ駆動型社会”の定義
”顧客・社会のニーズから企画・開発・生産・営業・サービスそして顧客・社会満

足度までの一貫した必要かつ十分なデータの収集・蓄積・分析・活用による顧客・社
会価値創造が為されていく社会”

データ・AI・DX・・・は手段、目的は何か
顧客と社会のニーズに対応するモノとコトを生みだし、社会の持続的成長と人類
の福祉へ貢献すること

トップ・経営層のMindset変革
売上げ・利益を制約条件とし、持続可能な社会への顧客価値と社会価値を最大化
例)   積水化学工業；サステナビリティ貢献製品をKPIに

東レグループ；顧客価値・社会価値の創出は企業の存在意義そのもの

＜基調講演＞ 新常態とデータ駆動型社会における顧客価値創造と未然防止

鈴木和幸氏 電気通信大学名誉教授・特任教授
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意思決定への”目的設定・シーソーモデル・未然防止の三つの七視点”
提案する三つの七視点に基づき、置かれた立場と現状の徹底した把握・理解(デー

タに基づく分析)を行い、意思決定を行う

データ駆動型社会における品質保証
最新のICT＋DXを活用して市場・社内・サプライチェーンを繋ぎ、顧客での使用の

実態把握と潜在ニーズを把握し、世界レベルの顧客価値を定義し、地域・顧客により
異なる要求仕様に対応できる基本フレームを導き出す仕組みの構築を

データ駆動型社会における組織能力向上
高校進学率が98%を超えた今日、“いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、

主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力をはぐくみ、人に優し
く、社会に貢献する”初等中等教育へ向け、産官学の協働と共創が必須

データサイエンス・AI・SQCと人財育成
「問題解決プロセス」を基本動作としそこにQC、SQC、機械学習、AIを目的に応じ

ながら使い分け、固有技術を活用し、新しい知見・ノウハウ・価値を獲得する一連の
プロセスを「データサイエンス」と捉えたい（GDにて討議）

家庭での躾けと初等中等教育での倫理・道徳、データによる問題解決プロセス教育
小学校における教師と保護者の協働。問題解決プロセスへの産官学の協働・共創

サプライチェーン全体の底上げに向けて
トップの強力なリーダーシップとパートナーシップ、特にセキュリティへの自助共

助公助の理解と支援、品質経営度調査の活用を
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＜講演1＞ 素材起点の「共創」による社会価値創造
出口雄吉氏 東レ株式会社 代表取締役副社長執行役員

企業文化

事業を通じて社会に貢献―社会からの信頼
↓

「企業価値」
↓

持続的成長

長期的始点に立った経営―長期の研究・開発（10年～20年）
↓

継続的な研究・開発は競争力の源泉
粘り強い研究・開発は世界を変える

規模は小さくとも短期的に収益を上げる製品を
確保しながら技術を磨いていく

人を基本とする経営 ―社員は財産

人材を育て経営のパフォーマンスを上げる

従業員のモチベーション

企業は社会の公器である
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2050年に新しい価値を提供することによって目指す4つの世界

• 地球規模で温室効果ガスの排出と吸収のバランス達成
• 資源が持続可能な形で管理
• 誰もが安全な水・空気を利用し，自然環境が回復
• すべての人が健康で衛生的な生活を送る

課題

• 気候変動対策
• 持続可能な循環型の資源の利用と生産
• 安全な水と空気の提供
• 医療の充実と公衆衛生の普及促進

顧客との共創による社会的価値創出

• ビジョンの共有：思い・ビジョン・理念を共有しうる企業か否か
• 東レの常識ではなく，パートナー企業の要望に東レの技術が応える

ボーイング・ユニクロ
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品質保証

• 品質保証コンプライアンス体制の強化
• 不正をしない人づくりと職場
• 品質（保証）に関する顧客との契約の適正化
• 測定装置の適切な維持・管理
• 不正をさせない品質データ管理システム
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＜講演2＞ クルマのつながる化とこれからのモビリティ社会

山本圭司氏 トヨタ自動車株式会社執行役員

スマートモビリティ社会

Connected―クルマのつながる化

車載通信機DCMの搭載（交通情報・道路環境・通れた道）

Autonomous―クルマを運転＋ドライバーをサポート

危険回避・衝突軽減・停止機能

Shared & Services―車の稼働率の上昇

Electric―創業時より重要性を認識し，電池開発に取り組む

電動車両のコア技術
（パワーコントロールユニット，モーター，バッテリー）
よりHV，PHV，EV，FCVと多様化が進む

CO2の削減（環境対応）

ヒトが主役，ヒトが中心----人々の豊かな暮らしに貢献
車がsustainableな社会の一つのシステムとなる
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ビッグデータ活用(connected)

• TOYOTA社内設計品質管理

• 販売店

• eケア

• ダイナミックマップ

• バーチャルエージェント

‥

‥

‥

‥

‥

走行データのフィードバックで
市場不具合の早期発見・早期対応

車の故障/整備の予知⇒車の入庫不要

車の警告灯点灯時の
車両データ・遠隔診断とサポート

混雑状況（車の速度による赤・黄・青）
道路監視サービス・通れた道マップ
危険箇所通知(ABS発生件数)・障害物の有無
ワイパー高速作動による気象状況・路面凍結状況

人工知能のエージェントが安全で
快適なドライブをサポート
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懸念

• EVのみ生産で雇用が減少（550万人：80万人減少）

• エネルギー政策の見直しなしには，カーボンニュートラル2050達成不可
Well to wheel 燃料採掘時から走行まで

• サプライチェーン全体でEVシフトに取り組まなければ
一切の競争力を失う可能性あり

• 使用部品が変わるための部品メーカーの対応（3万点→2万点に）
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＜講演3＞ NECグループの社会価値創造と当社の組織能力向上
大嶽充弘氏 NECプラットフォームズ株式会社取締役執行役員専務

Safer Cities

Public Safety
Digital Government
Smart Transportation
City Management
Digital Healthcare

Valve Chain Innovation

Connected Manufacturing
Intelligence logistic & Mobility
Smart Retail cx
Smart Venue
Digital finance

Smart Connectivity

全てをつなぐ

NECプラットフォームズ―ICTプロダクツ・ソリューションの提供を通じ顧客価値を創造

「グローバルOne Factory」のように振る舞い
常にお客様の困りごとの解決を志向した
商品・サービスの開発を目指す

NEC 共通・標準・共有

共創に向かうfoundationの構築・整備 顧客価値創造
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顧客価値創造ものづくり実践で意識している３軸

①顧客価値軸
価値創造視点でのゴール設定

②デジタル軸
デジタル活用で変革を加速

③現場革新軸
弛まぬ改善・徹底した流れづくり

エンドユーザー価値の創造

ものづくりデジタルマインド

お客様に感動して頂ける
情熱とプロセスの共有

―セキュリティ

―デジタル技術で課題解決を高速化
AI/IoT実装で生産性50%向上

―担当するプロセスで品質を作り込む

①顧客価値軸
価値創造視点でのゴール設定
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＜講演4＞ データ駆動型時代のヒト・コトつくり力
椿広計氏 統計数理研究所 所長

日本流ヒトつくりⅠ：問題解決と課題達成
ソリューションの目的は何なのか？

問題（Problem)

現状とあるべき姿(標準状態)とのギャップ

課題(Issue)

現状とありたい姿とのギャップ

統計は「科学の文法」(K. Pearson, 1892)
プロセスに基づく科学の定義

科学の適用範囲（Scope)
科学を特徴づけるのは対象ではなく，そのプロセスである．
あらゆる知的方法を用いて真実を確かめること

科学的プロセス：知識マネジメントプロセス：認識の進化
分解：Analysis; 事実の周到な分類と事実間の関連性と順序の観察
総合：Synthesis; 創造的想像に支援された科学的法則の発見
妥当性検証：Validation; “自己批判と全ての人が等しく妥当性を認めるか否かを検証

データ駆動型時代のヒトつくりの原理
知能活用のプロセス知を示すDeming-石川のQuality Management
2015 ISI会長 Nair,「統計学の最大の産業貢献はDeming-石川の[統計哲学]である」

統計家(statistician)
統計的方法を用いてデータを収集・分析し，ビジネス，エンジニアリング，
科学分野など実世界の問題のソリューション提供を支援

18



データ駆動型時代でも骨格は維持
フェイズ毎の適用技術が進化するだけ

問題解決の文法
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111QCS
総合討論
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1班：品質経営へのサプライチェーン全体の質向上へのトップの役割

２班：顧客価値創造への顧客ニーズの収集・蓄積・分析・活用の

基本理念と基盤構築

3班：データ駆動型社会における顧客価値創造のあり方と異質で

新たな価値次元の創出プロセス

4班：データ駆動型社会における開発・設計

5班：データ駆動型社会における生産と営業・サービスの

プロセス構築

6班：データ駆動型社会における品質保証

7班：データ駆動型社会におけるデータサイエンス・AI・SQCの

融合と人財育成

8班：データ駆動型社会における「これからの品質経営

（顧客価値創造と組織能力獲得・向上）」のあるべき姿と課題

ＧＤ各班のテーマ
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GD1班 論点とまとめ
① データドリブンによる顧客価値創造における組織課題

② 組織課題に対するトップの役割

③ トップが役割を果たすための提言

トップは人間性尊重に基づいたビジョンづくり，組織風土づくり，
仕組みづくり，人づくりを行う

トップは想いを引き継ぐ人を育てる（例：コマツの三代）

※経営者の背中を押す

日科技連がその役割を担う（デミング賞/品質経営度調査）

新たなビジネスを創出しようとする企業に国が補助金を出す
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GD2班 論点とまとめ
① 顧客ニーズの収集・蓄積・分析・活用に向けた取り組みには，どのような成

功／失敗例があるか．[基本理念の抽出]

② 過去の取り組みや，現在の仕組みの中で課題となるものは何か．将来に向け
た，改善すべき点は？[基盤の必要要素]

③ 持続可能な顧客価値創造につなげるための，データ収集・蓄積・分析・活用
のあるべき姿は何か．

基本理念 ＝ 顧客視点の，顧客を包含するパートナーシップ

現場レベル・・・潜在ニーズの掘り起こし

経営層レベル・・・ビジョンの共有

基盤 ＝ 顧客視点のプラットフォーム・プロトコル

PF要素の自由な選択と組み合わせ

顧客のやりたいことをスピーディーに実現

既存のPF資産も活用可能
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GD3班 論点とまとめ
①データ駆動型社会が実現する顧客とのコト価値共創の構図はどうあるべきか．
②これまでとは異質で，新たな価値次元（イノベーション）の創出を皆で発揮させ
るプロセス・環境とはどうあるべきか．
③自分ごと化できる新規事業創出の顧客価値創造活動体系（コト価値思考で新たな
価値次元を皆で見出し，新規事業を開発する創出体系）のあるべき姿とは．

①イノベーションとは
・「今までの市場にない新規事業を創発すること」
・「価値の進歩ではなく，これまでとは異なる新たな価値次元の変更を行うこと」
・「顧客・社会の生活スタイルを変える新しい社会インフラのようになること」

②コト価値思考とは
・「製品のハード・ソフトは価値を実現するための道具にすぎず，価値は顧客が道具を使いこなすことによって生まれる」
・「サプライチェーン全体が生み出す価値に加え，顧客の使用プロセスまでを一気通貫した総合的な価値で捉える」
・「顧客の顧客，さらにはそれ以降の顧客の使用価値までも，顧客と共に創造する」

問題提起 コト品質の継続的維持・向上を考えた「プロセス」の定義が必要
（未定義）・コトの事業創発に対する成功確率を高める構想プロセスの構図．

・売り手と買い手の“相互評価”を生みだす価値共創のあり方の提案．
・“資源化した情報”を最大活用する「プラットフォーム」活用のあり方．

既定義 コト売りには常に「価値」の陳腐化に対する品質向上が必要
（ﾓﾉ･ｺﾄ） ・「モノ（Goods）」は「コト（Service）」の中の一部．

・「コト」は売切りでは無く継続して顧客より評価され続ける．
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GD4班 論点とまとめ
① データを活用した開発・設計の現状
② データ駆動型社会における開発・設計のあるべき姿
③②の実現における問題点とそれを解決するための課題は何か

• 設計開発→付加価値を生む商品を開発し続けて，
世界一の商品を手に入れる

• 継続的に利益を上げられるようなしくみ（営業利益）

• 顧客に寄り添う

• ダイレクトコミュニケーション，BM活動

• 参与観察（社会学のアプローチ，行動データ，言語データ）

• アンテナショップ，コラボレーションルーム，
VR・サイバースペースの活用

• ローカライゼーション

• 顧客に刺さるように，ターゲットに寄り添う．
平均化しない．

• 顧客のプロセスを徹底的に知る！
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GD5班 論点とまとめ
① 生産の現状とデータ駆動型社会におけるあるべき姿
② 営業・サービスの現状とデータ駆動型社会におけるあるべき姿
③ デジタル化を活用した上記①②への課題解決とプロセス構築

論点①

• 自律的な生産計画

• 組織：組織の壁を取り払う(人的交流)

論点②

• 変化に対するデジタル化で速い対応(目的明確化)

論点③

• win-winの信頼関係
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GD6班 論点とまとめ
① 品質保証上でDXの実装による利点，うまみ，留意事項は何か．
② サプライチェーン全体で品質確保するための品質保証体系とはどのようなものか
③ DXの構想設計段階で押さえておきたい品質保証上のポイントは何か

論点①

トレーサビリティの向上．新たなデータの収集による問題メカニズム
の明確化

将来的には，顧客側の使用状況が明確でなくても，他のデータを使い
顧客のニーズに対応

論点②

品質保証のビジネスモデル認識

閉じられた（対象とすべき範疇が明確）モデル

品質保証の実践方法

企画・設計段階で想定する

論点③

解析能力も含めた組織全体としてのマネジメント能力
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GD7班 論点とまとめ
①データ駆動型社会において必要なデータサイエンス・AI・SQCとは

②顧客価値創造へ向けてデータサイエンス・AI・SQCをどのように融合すればよいか

③これらの融合されたデータサイエンス・AI・SQCにおいて，どのような人財育成を
すればよいか⇒初等中等から企業・社会組織までの人財育成プロセス

「データサイエンス」 の定義：
「問題解決プロセス」を基本動作とし，そこにQC，SQC，機械学習，AIなどを目的に応じな

がら使い分け，固有技術を活用し，新しい知見・ノウハウ・価値を獲得する一連のプロセス

論点①ともに問題解決の有効な道具として両利きで使いこなすことが大切

論点②問題のレベル(①~⑤)と問題解決プロセスとして検討 (7班のスライドNo.4)

論点③問題解決の教育は，現在でも人材教育の根幹であり，小中高の算数・数学科の
学習指導要領の生きる力そのものと考えられる．

かつての日本の技術競争力を支えてきたことから，問題解決を支えるデータサイエンス
教育は全国民に必要である．
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GD8班 論点とまとめ
①データ駆動型社会におけるこれからの品質経営はどうあるべきか．
データ駆動型社会で何がどのように変わるか
②データ駆動型社会において，TQMの何をどう強化すべきか．
③ ②を行う上での課題は何か．その解決のために何をなすべきか．

論点①

顧客価値創造に向けたデータの積極的な活用
以前から収集されていたデータをさらに活用
他業種との共創，協創による顧客価値創造
PDCAの質の向上

論点②③

変わらず重要なこと

方針管理，日常管理，人材育成，全員参加

今後強化すべきこと

提供すべき価値とどのような能力を持つべきかの明確化

コト品質保証に対応できる組織能力の獲得
29



1. 基本理念と基盤（GD2）

2. 顧客価値創造活動の体系図（GD3）

⇨モノの開発プロセスからコトの開発プロセスへ

3.コトづくりにおける内部適応について（GD6）

⇨１組織だけでない品質保証体系図の軸

4. DXへの期待と実際（GD6）

5. オールジャパンとして初中等教育～企業までの
一貫教育（GD7）

総合討論の着目点：
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1. 基本理念と基盤（GD2）

1）顧客価値創造を主眼とする顧客，関連業社，同業者を
巻き込んだパートナーシップの構築．

2）トップの役割がさらに大きく．後押しする仕組みが必要

2. 顧客価値創造活動の体系図（GD3）
⇨モノの開発プロセスからコトの開発プロセスへ

1) 社会インフラの構築を踏まえた情報収集と資源化（外部適応）．

2) GD3班まとめスライドp.5の顧客ニーズの顧客が，
a customer か the customerかが鍵を握る．顧客価値創造においては，
a customer であり，個に対する計り方，即ち一人一人（個人）に届く
個客ニーズ探求の体系が重要

3) 潜在的な付加価値を見つけてその先の個客に刺さる設計と開発．

総合討論のアウトプット
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3.コトづくりにおける内部適応について（GD6）
⇨１組織だけでない品質保証体系図の軸

1）1組織のみに閉じた品質保証体系は昭和の過去のもの!!

現在では，品質保証体系の各フェーズが異なる企業体

2) フェーズと異なる企業/部門間をつなぐデータの中身と

その流れを深く理解し，これを構築する3次元体系図が必須

➢ コトづくりの品質を保証する3次元体系図の深い議論

➢ 水平分業された製品の品質保証体系との共通点

➢ コトづくりでは，品質保証体系図の繋がり(矢印)の中身・要点を明確にし，担保する
ことが必要

3）さらに，情報・データのトレーサビリティ，データの変換

を理解することが重要．
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4. DXへの期待と実際（GD6）

1）矢印ではなく，徹底的なQFDを実現すること．

2）「技術情報の連鎖を解明する」ことが，DXに期待される点の
一つである．

3）DXの利点，うまみに関する期待は高い．うまくいった例なども
見えつつある（エレベーターの事例など）．

4）プロセスを変えていくための一時的な負担が，後から価値を
上げていくことを，どのように説明するか．
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5. オールジャパンとして初中等教育～企業までの
一貫教育（GD7）

1）産官学が連携した日本全体での人材育成

・早い段階から家庭と学校のコラボによる倫理・道徳教育を

・夢を持たせるような教育を

2）地道に丁寧に教育することの重要性

⇨現実の問題では，テキストのように整った問題だけではないゆえ，
データの質を見極める意味でのリテラシーも必要

⇨すべての人がデータサイエンティストになる必要がある訳ではない．
必要とするデータリテラシーのレベルを定めて教育することが重要．

3）学校教育において授業を変えていくという動機を後押しするような
産官学の連携，情報共有が重要

⇨今回のQCSの講演を学校の先生方に視聴頂き，企業が何を目的に掲げ，
どのような戦略で研究開発などを行っているかを知って頂く

4）教育のeco-systemにおけるゲートキーパー（保護者，コミュニティ，
企業界など）を巻き込んだムーブメントを起こす 34



5）データを扱うことを学校教育で実際に行っていくためには，
産業界からの手助けと入試などで問うことも必要．

(共通試験のサンプル問題では既に掲載あり)

6）顧客を生徒と読み替えれば，顧客価値創造は同じ枠組みとなる
であろう．個客対応は，ＴＱＭ側が，学に学ぶことが多い

7）数字に関する天性の感覚の違いは影響するか？

本質を見極める能力（抽象化）への影響は？

統計教育に基づく数字に関する感覚を養う

探究型の学びにより得られる実際的能力

底上げとしての能力育成
チームによる問題解決による個の特性の発揮

以上
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