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新しい社会を創る 新たな顧客価値創造への変⾰
- ⼈の暮らしの質向上への挑戦 -

2021年12⽉ 主担当組織委員

トヨタ⾃動⾞株式会社 カスタマーファースト推進本 本部⻑

宮本 眞志
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講演 ＆ 座談
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100年企業パナソニックの変⾰に向けた挑戦
＜特別講演＞

津賀 ⼀宏 ⽒ パナソニック㈱ 取締役会⻑

１．100年企業パナソニックの模索
パナソニックのDNA＝世界の⽣活様式を変えること（⽂明開化）

（１）家電を強みにグローバル化しグローバルNo.1を⽬指した。くらし・環境分野を強化した結果
３社合弁で複雑化（2011. ⼤幅⾚字）⇒ Panasonicは何の会社か︖ 社⻑就任し⾃問⾃答を続けた

２．変⾰への挑戦 ＝ 普通の会社に戻る
（１）事業を⾒える化︓家電を⼀産業化、カンパニー制で意思決定を迅速化、⽌⾎、構造改⾰など 経営⼤改⾰
（２）伸びしろを探す︓ ビジネスパートナーと共にお役⽴ちを拡げる ⇒ 地域×事業で伸びる領域に投資＆事業拡⼤
（３）サステイナブルな社会への挑戦 ＝ 「速いパートナーと組んでスピードを向上」（例．家電事業の現地主導化）

３．９年間の社⻑を経て感じること ＝ パナソニックは何の会社か︖ モノが主の時代から ヒトが主の時代へ
（１）技術の進化により A Better Life, A Better World が具体化できる時代へ
（２）ソフトとのかけ合わせで新たな価値を⽣み出す 外部からの⾎で変⾰を加速（チャイナスピードを取り込む）
（３）事業特性に応じた 柔軟性と専⾨性を通じた競争⼒強化が必須

激変する社会へ A Btter Life A Better World
⼀⼈ひとりの⼼の豊かさを実現し、サステイナブルな社会の実現へ挑戦し続ける

素直な⼼で衆知を集めて 未知なる未来へ挑戦する
事業を通じて、⼈々のくらし、社会の発展に貢献し続ける
⼀⼈ひとりに “お役⽴ち” を提供し続ける会社で持続的成⻑を⽬指し続ける
「⽣成発展」へ。発展する社会とどれだけ歩みを共にし、価値を⽣み出せるか が⽣命線
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新しい社会をつくる 新しい顧客価値創造への変⾰
＜基調講演＞

宮本 眞志 トヨタ⾃動⾞㈱ カスタマーファースト推進本部⻑ 【※ 112QCS 主組織委員】

「全てのヒトに移動の⾃由を ヒトの幸せを量産する」
IT新技術で社会要請、顧客の（潜在的）ニーズの⼤きな変化しており、社会とニーズ変化に応えるため、
ESG重視の経営とＤＸに乗り遅れると⽣き残れない。トヨタはCASE, MaaS, Woven Cityの新たな挑戦で
新たなビジネスモデル創出へ取り組み始めた。 「新しい社会、新しい顧客価値創造を継続的に実現」へ
⾃ら変化し挑戦し続ける。

１．トヨタの原点（志） 産業報国
（１）トヨタは創業以来、⼈のため、社会のため ⾃動織機発明、⾃動⾞産業・住宅事業を興業。

⇒ 常に最新技術を探求し、社会とお客様が必要とする新価値創造へ挑戦し続ける。（創業時も今も同じ）
２．100年に⼀度の⼤変化への対応 ＝ 安全で安⼼して暮らせる持続可能な社会の実現への挑戦

（１）全てのヒトに移動の⾃由を提供し、⼈の幸せを量産する新しいビジネスモデル創出 CASE、MaaS
（２）同時に新サービス、新事業で拡⼤する領域の品質保証とお客様サポートの⾰新に取り組み中

→ 世の中、お客様のニーズ変化に対応する ⼀⼈ひとりの改善と挑戦する意識・⾏動変⾰と⼈材育成が必須
３．トヨタの⽬指す姿︓モビリティーカンパニーの挑戦 ＝ 未来につなぐ新しい社会づくりへ（正解はない）

（１）住⺠とエンジニア・発明者による新しい街 Woven City = 「ヒト中⼼の街」 「実証実験の街」 「未完成の街」
⇒ 全ての⼈が幸せに暮らせるモビリティー社会の創造へ （モビリティーカンパニーとしてのテストコース）

持続可能な社会の実現 ＝ ESG重視の経営、DX推進を通じ
⼈と社会が必要とする新しい顧客価値を継続的に創出する “私たち⾃⾝が変化する”ことが⼤切
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＜講演１＞

持続可能で豊かな社会をつくる ⽇⽴の社会イノベーション
東原 敏昭 ⽒ ㈱⽇⽴製作所 代表執⾏役 執⾏役会⻑兼CEO

１．⽇⽴の企業理念、創業の精神
優れた⾃主技術製品の開発を通じて社会に貢献する（和・誠・開拓者精神）

（１）和︓⽇⽴グループと社会の調和を図り、誠︓社会の信頼を得ることを第⼀に考え、誠実な姿勢で事業活動を展開
開拓者精神︓未知のものへ挑戦し、地球社会の基本課題解決のために積極的にイノベーションを⽣み出すこと。

２．社会イノベーション事業のビジョンと取り組み
社会課題解決し価値を提供⇒ ⼈々のQOLの向上と顧客企業の価値向上（社会価値・環境価値・経済価値）

（１）⼯場中⼼の製品、テクノロジー提供に加え、お客様の課題解決、社会課題の解決へ“協創による顧客課題解決”
（２）サイバーとフィジカルをつなぎOT×IT×プロダクトを組み合わせ社会に価値を提供（千件超実績、Lumada Solution Hab)
（３）WEFのLighthouseに⽇本で初めて選出 第４次産業⾰命をリードし社会への貢献を⼀層強化、世界へ発信
（４）様々なお客様との協創 デジタル技術で匠の技の伝承（ダイキン⼯業との協創など）
（５）⾃社取り組みを応⽤し事業を通じて環境への貢献を加速（CNや循環型社会）
（６）多数パートナーと協⼒し多様化する社会課題を解決（エコシステムイノベーション、LumadaアライアンスPGMなど）
３．品質活動の変⾰ ＝ Safety>>Quality>Delivery>Cost, Quality First, 落穂拾いの実践

社員2/3がノンJPNM&Aでグローバル拡⼤する社会インフラ事業へ⽇⽴品質のグローバル展開を展開（落穂精神・落穂拾い）
トップの発信が何より⼤切。トップのリーダーシップで組織、社員は変化する。⽇本リーダーの適切なサポートが重要。

OT×IT×プロダクトの強みを活かしモノづくり・品質にこだわり社会に貢献
⽇⽴の創業理念に則り、限られた資源、リソーセスで⼈中⼼の持続可能な社会づくりの実現を⽬指し、
社会イノベーション事業を加速し社会イノベーション事業を加速する。
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超スマート社会におけるまちづくり －産学協創の挑戦－

＜講演２＞

出⼝ 敦 ⽒ 東京⼤学⼤学院 新領域創成科学研究科 研究科⻑・教授⻑

１．より良い未来社会の実現 Society 5.0 に向けた「産学協創」 （⽇⽴東⼤ラボ、H-Utokyo Lab）
超スマート社会実現に向けたビジョンを提⾔（ポストコロナへ社会課題解決モデル発信 技術開発/政策提⾔）
（１）ハビタットイノベーションPJT（まちづくり）＝ データ駆動型⼈中⼼（People-centric Smart City） の実現
（２）エネルギーPJT = ネットゼロ社会実現に向けたトータルエネルギーシステムの構築
従前の都市計画評価基準は通⽤しない。住⺠のQOL向上（個別最適）と都市マネジメント（全体最適）の評価が必須
今後の重要施策 … レリジエンス、QOL、CPS/デジタル、地域創⽣、ニューノーマル、環境

２．Society 5.0の位置づけ 〜これまでの都市構造の活⽤と転換〜 公・⺠・学の協創アプローチで課題解決へ
サステイナブルな都市（全体最適）と⼈間中⼼の社会（QOL向上）両⽴が課題
５つの課題︓①地域社会受容性、②共創の場に住⺠不在、③SCを担う⼈材不⾜、④多様な住⺠⽣活の質向上、⑤データ連携・活⽤

→ 住⺠のQOL向上実現へ、社会受容、リビングラボ、⼈材育成、QOLで都市評価、データインフラのエコシステム 及び
推進体制づくり︓公・⺠・学 連携による リビングラボで多様なステークホルダーのオープンイノベーションを加速

３．Society 5.0 実現に向けたスマートシティーの段階的な発展シナリオ
Smart City導⼊…Digital/Intelligence/Cyberの新技術 と データ連携基盤（都市OS)の開発、導⼊
Connected Community…IoT（モノ）/IoV（⾃動運転など）/IoH（ヒト）で暮らしやすい街、魅⼒的街＝DX社会

プラス ⾼度情報網（Beyond 5G)、情報銀⾏ の整備
Quality-of-Data Society…データの質と信頼性⾼い情報基盤、制度で産業エコシステム形成
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顧客価値を創造し続けるスマートコンストラクション最新の挑戦

＜特別３＞

四家 千佳史 ⽒ ㈱⼩松製作所 執⾏役員 スマートコンストラクション推進本部⻑

１．顧客の⽬標を理解するブランドマネジメント（BM）活動が スマートコンストラクションの始まり
ICT建機販売では顧客現場の真の課題解決にならない→現場プロセス全体俯瞰し顧客の課題を解決する決断
BM活動で お客様の⽬標と 現状のギャップを理解し、顧客と⼀緒に課題を解決する
お客様の“コト”を最適化するダントツソリューションに着⼿（⽬標・ビジョン決定、⽅法論無しでスタート）
（１）コマツ⾃ら、現場に⾏き、プロセスを理解し、真の現場の顧客課題を理解
（２）個々の課題をアジャイル開発で順次提供 （ドローン測量、設計図⾯３D化、ICT建機、SCアプリ・サポート）
２．モノビジネスからコトビジネスへスマートコンストラクション 建設現場全体のパフォーマンスを向上

プロセスの縦のデジタル化（置き換え）を推進し実現。今後は全体を横で繋ぎ現場全体のパフォーマンス向上へ挑戦
３．より⾼次元の価値創造へ︓DXスマートコンストラクション －顧客コト価値の創造－

顧客の業務全体を整理し、未デジタル化業務を抽出 → 施⼯プロセスDX化を提⾔（独）
（１）施⼯業務全体のプロセスを整流化、デジタル化し、施⼯現場をリアルタイムで⾒える化→⾼速でPDCAを回す
（２）オープンPF戦略、コト最適化・マネタイズクローズ戦略、実績を⾒える化・最適⼿順を創るパートナー戦略の３レイヤー
4．コトの品質レベルを担保するための取り組み︓

コト品質保証サポートシステム（仮称）… 17のSDPを⾼いレベルで維持しコンサルが価値提供
顧客のコトプロセスと同期し、提供すべきSDPの品質を維持するコンサルタントサポートサービス （開発中）

）

建設⽣産プロセスをデジタル技術で最適化することで変⾰が起こり、⽣産性・安全性・環境適応性が⾶躍的に
⾼まる。モノづくりからコト価値づくりを実現するビジョンをよりスピーディーに世界規模で実現するために、
スマートコンストラクション事業をスピンオフ、新たなパートナーと「株式会社EARTHBRAIN」を発⾜。



⾃治体DXを⽀えるコニカミノルタの⾮財務価値 〜お客様と共に作り込む品質〜

＜講演４＞

武井 ⼀ ⽒ コニカミノルタ㈱ 常務執⾏役

⾃治体DXの具現化⽀援を通じ、お客様にとって価値あるサービス品質を作り込む
創業以来100年以上に渡るモノづくりの現場で培った「メーカー⼒・品質作り込みノウハウの強みを活かし、
課題提起型カンパニーとして、地⽅⾃治体の現場に⼊り込み、お客様と共に業務の可視化、データに基づく
業務フローの改善提案と⾃動化に取り組む

１．コニカミノルタの⽣き残りを懸けた変⾰（沿⾰）
ʼ03年コニカ・ミノルタ経営統合、ʼ06年創業事業撤退、ʼ13年経営体制再編しDX加速 ⇒中期経営計画DX2022

（１）デジタルワークプレイス事業＝お客様の熟成度に合わせたサービス・価値創造を⽀援
（２）測定なくしてコントロールなし 〜ギャップを（徹底的に）数値化〜 プロセス改善をモデル化

【顧客現場で業務調査→ BPR⽀援ツールを⾃治体の現場で協創 → 施策検討〜実施】 を永遠に廻し続ける
２．お客様と共に作り込む品質 業務量可視化なくしてDXなし（全国80以上の⾃治体と協⼒した⾏政業務改⾰への挑戦）
（１）⾃治体職員の困りごとを現場で調査、⼀緒に原因分析し改善施策を協創、提案 ⇒複数⾃治体で業務を⾒える化
（２）市⺠サービス向上実現へ改⾰すべき業務領域を絞り込み ⇒紙中⼼から電⼦中⼼への業務フローへの転換を提案、実装
（３）業務プロセスを⿃瞰し対象作業までドリルダウンし、対費⽤効果の⾼いICTツール採⽤により顧客の潜在ニーズに応える
３．総務省⾃治体⾏政スマートプロジェクトで愛媛県＋11市町と協創、実現可能モデル実証

⾃治体DX⽀援プラットフォームで⾏政業務改⾰に挑戦し続ける
（１）合同業務量調査・複数⾃治体で標準化 ⇒ AI-OCR・RPA共同利⽤、持続可能な介護サービス、災害対策標準化
（２）共通する業務フローを整流化しモデル業務フローを設計 ⇒標準化したITシステムの導⼊・実装
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座談1
1. 先⽴つものは，⾃社製品の今後ではなく，社会的課題

実現すべき未来の課題を設定する。達成すべきこと，組織内外で明確に共有する

2．ビジョン設定の勘所は︖
いかに，ビジョンを定めるか。いかに，未来に達成すべき課題を定めるか。

3．脱⾃前主義
ビジョンの実現には，⾃社の経営資源では実現しえない場合が多い。逆に，⾃社経営資源で実現することに
こだわれば，実現できることのスケールは⼩さい。では，ビジョン実現に向けた必要な経営資源をいかに集めるか。

座談2
1. 顧客Do︓顧客指向の徹底（顧客Doからはじめよう︕）

⾃社製品の今後をかんがえるという発想は⾏き詰る。むしろ，分野を決めて象徴的ペルソナのユーザーを定め，
彼らが未来に何を実現したいのかを可が得ることが肝要だ。

2．⾃社Do︓そのために，我々は何をすべきか。
そのような顧客Doに応えるために我々は何をすべきなのかを考えよう︕我々Do（Ex︓コマツ陣営Do，KM陣営Do）

3．モノづくりの組織オペレーションから，
コトづくりのオペレーションに変⾰することの重要性
顧客Doに応えるべく経営資源を出し合い陣営全体でどんな組織能⼒発揮の組織オペレーションを再構築すべきか。
モノづくりに浸りきっている企業の場合，コトづくりは聞こえはいいが，⾃分たちの部⾨が⼤きく変わることでの抵抗がある。
如何にして，オペレーション変⾰を図るか。
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【＃112QCSの狙い】

新しい社会づくり、新たな顧客価値創造に必要となること

変化する社会やお客様ニーズから新しい顧客価値を継続的に創出するために

企業が創出すべき顧客価値を定め、実現に必要な組織能⼒を獲得する

令和⼤磯宣⾔の訴求

新しい社会を創る 新たな顧客価値創造への変⾰
- ⼈の暮らしの質向上への挑戦 -

＜総合討論＞
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皆様のご協⼒に御礼申し上げます。

有難うございました︕


