
第 113 回品質管理シンポジウム 趣旨（案） 
 

テーマ: 顧客価値創造と価値獲得に貢献できる現場⼒の育成と強化 
－コト価値の発⽣が求める現場⼒－ 

 
 コマツ・坂根正弘顧問が「ビジネスモデルで先⾏し，現場⼒で勝負をかければ世界競争に勝
てる」ということをご提⾔され，第 104 回品質管理シンポジウム（QCS)から第 112 回 QCS
にわたって顧客価値創造と価値獲得にかかわる組織能⼒のあり⽅について，様々な視点から
議論して参りました． 
 

ここでは，組織能⼒とは，「組織が，その⽬的を達成するため，顧客指向の⽬的・⽬標・⽅
策を策定する戦略能⼒と，経営資源を適切に調整・組合せ・⼀体化し，協働させるプロセスを
通じて醸成されるマーケティング，設計技術，⽣産/製造技術および技能・知識・ノウハウな
どの機能別能⼒，そして仕事の仕⽅を改善・⾰新することによって，制約条件の下で⽬標を必
達するプロジェクト能⼒から構成されるものである」と考えたいと思います． 

そして，第 110 回 QCS におけるトヨタ九州株式会社・永⽥理社⻑の講演において提⾔さ
れたように，「組織能⼒の育成・強化には現場⼒の育成・強化こそが原点である」との理解か
ら，顧客価値創造と価値獲得に貢献する現場⼒の育成と強化について議論したいと考えます． 
 
 その上で、「現場⼒とは，顧客第⼀の理念の下，全員参加で継続的改善を⾏うことのできる
組織体質を前提として，コト価値の創造と価値獲得に対して効果的かつ効率的に対応する能
⼒」と考えたいと思います．また、「現場⼒」を職場第⼀線の職場⼒と狭義に理解するのでは
なく，「それぞれの現場における⼀⼈ひとりが持つ暗黙知を組織知として体系化する経営トッ
プの粘り強いリーダーシップとミドルのマネジメント⼒など、コト価値の発⽣が求める品質
保証への対応⼒」であると考えたいと思います． 
 

そして，デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化が進展する中で，企業の持続的成⻑
にとって重要な（故）⾼橋朗⽒の⾔われた「質創造」（魅⼒的品質の開発と創造的品質保証），
⽣産性の向上，コスト低減，納期の短縮，安⼼・安全の確保など，コト価値創造と価値獲得が
求める現場⼒とは何か，その現場⼒を育成・強化のためには，だれが，
何を，どのようにしなければならないのか，さらに，そうした現場⼒を
組織能⼒として昇華あるいは体系化するための課題は何か，などについ
て，特別講演・基調講演・事例講演とご参加いただけるみなさまとのグ
ループディスカッションおよび総合討論を通じて，議論して参りたいと
思います． 

 
 

 
 

第 113 回品質管理シンポジウム主担当組織委員 
⼤阪電気通信⼤学名誉教授 猪原正守 

 
 

第 113 回品質管理シンポジウム プログラム（案） 
開催期⽇︓2022 年 6 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜6 ⽉ 4 ⽇（⼟）           会場︓⼤磯プリンスホテル 

⽉⽇ 時 間 科     ⽬ 講演者 

6/2

(⽊)

19:00〜20:10 ＜特別講演＞ 
依頼中 

20:10〜20:30 質疑・応答 

20:30〜22:00 GD（1）、談話室 

6/3

(⾦)

8:30〜8:50 主催者挨拶、趣旨・ねらいの説明 
佐々⽊ 眞⼀ 
⼀般財団法⼈⽇本科学技術連盟 
理事⻑

8:50〜9:40 ＜基調講演＞顧客価値創造に貢献できる 
組織能⼒の源泉である現場⼒の育成と強化 猪原 正守 ⽒ 

⼤阪電気通信⼤学 名誉教授 
9:40〜9:50 質疑・応答 

9:50〜10:00 休憩 

10:00〜10:50 ＜講演１＞時代・社会の変化に応じた構造変⾰ 
（トップの現場⼒）

真茅 久則 ⽒ 
富⼠フィルムビジネスイノベー
ション㈱  
代表取締役社⻑・CEO

10:50〜11:00 質疑・応答 

11:00〜11:10 休憩 

11:10〜12:00 ＜講演２＞持続的成⻑を⽬指したキャタラー流品質経営 
（どんな環境変化にも対応しうる事業継続を実現するための現場⼒）

砂川 博明 ⽒ 
㈱キャタラー 
代表取締役社⻑ 12:00〜12:10 質疑・応答 

12:10〜13:10 昼⾷休憩 

13:10〜14:00 ＜講演３＞よきモノづくり」に向けた現場主義による組織能⼒の強化
（企業理念の共有により組織能⼒向上を実現している各層での現場⼒）

⻑⾕部 佳宏 ⽒ 
花王㈱  
代表取締役・社⻑執⾏役員 14:00〜14:10 質疑・応答 

14:10〜14:20 休憩 

14:20〜15:10 ＜講演４＞イノベーション創造のための企業⽂化醸成 
 （イノベーションを創造し続ける現場⼒）

⼩野 有理 ⽒ 
ダイヤモンドエレクトリッ
クホールディングス㈱ 
代表取締役社⻑ CEO 兼  
グループ CEO

15:10〜15:20 質疑・応答 

15:20〜15:30 GD 趣旨説明 猪原 正守 ⽒ 

15:30〜15:50 休憩・移動 

15:50〜18:00 GD（2） 

18:00〜19:00 ⼣⾷ 

19:00〜20:15 GD（3） 

20:30〜22:00 談話室 （⾃由参加） 

6/4

(⼟)

8:30〜10:00 GD 報告（10 分×8 班、予備） 
司会︓猪原 正守⽒ 
報告︓各班リーダー 

10:00〜10:15 休憩 

10:15〜11:35 総合討論 

11:35〜11:50 第 113 回品質管理シンポジウム まとめ 猪原 正守 ⽒ 

11:50〜12:00 次回（114 回）品質管理シンポジウム案内 114QCS 主担当組織委員 

12:00〜 昼⾷・解散  

※テーマ及びプログラムは変更になる場合があります。※組織名・役職は 2021 年 11 ⽉ 30 ⽇時点の表記になっております。 
 

 

更新:2021.12,06 



ＧＤの班編成と主旨 
 
第 1 班 コト価値創造が求める現場⼒の育成・強化に対する経営トップの役割 
 コト価値創造と価値獲得は，モノ機能の品質保証を中核としたビジネスモデ
ルのあり⽅に対してエコシステム化を求めています．そして，TQM の活動要素
である⽅針管理，⽇常管理，機能別管理などのトップダウンマネジメントのあり
⽅も変⾰を求められています．⼀⽅，QC サークル活動（⼩集団改善活動）を通
じたボトムアップマネジメントのさらなる強化が求められています．ここでは，
こうしたコト価値創造と価値獲得に応えられるトップダウンとボトムアップの
維持・改善・⾰新活動を通じた「現場⼒」の育成と強化に対する経営トップの役
割について議論していただきたいと考えます． 
 
 
第 2 班 コト価値創造が求める⻑期的商品開発戦略とアジャイル戦略の両⽴ 
 ビジネスモデルで先⾏するためには，世界中のだれも気づいていない顧客の
潜在ニーズ（コト）を把握することが起点となります．しかし，顧客⾃⾝も気づ
いていないコトは時間軸で成⻑あるいは変化するため，シーズ技術の研究開発
を魅⼒ある製品へと結実させる⻑期的視点に⽴った商品開発戦略と，潜在ニー
ズに対する仮説⽣成とデータに基づく仮説検証のサイクルをスピーディにまわ
すアジャイル戦略の両⽴が求められています．ここでは，こうした視点から，⻑
期的商品開発戦略とアジャイル戦略の両⽴の実現に貢献できる現場⼒の育成と
強化について議論していただきたいと考えます． 
 
 
第 3 班 顧客の期待価値を超えるコト価値づくりとフロントローディング化 

グローバル化と ICT 技術の発展によって，「モノ価値づくり戦略」を基盤とす
るビジネスモデルでは「コモディティ化」が持続的成⻑の障壁となり，顧客の期
待価値を超えるコト価値づくりが求められます．そこでは，顧客のオペレーショ
ンプロセスに対する理解に基づく⾃社のサービスデリバリプロセス再構築とと
もに，AI，IoT などの IT 技術を有効活⽤による⼿戻りのないコト価値づくりプ
ロセスの構築が求められます．ここでは，顧客期待価値を超えるコト価値づくり
と企画・設計プロセスのフロントローディング化に貢献できる現場⼒の育成と
強化について議論していただきたいと考えます． 
 
 
第 4 班 デジタルトランスフォーメーションによる⽣産性の⾼い現場の実現 

デジタルトランスフォーメーション（DX）があらゆる企業活動のあり⽅を変
⾰しようとしています．ある意味では，顧客の DX 化されたオペレーションプロ
セスに対応できる⾃社ビジネスプロセスの DX 化が求められています．そこで
は，DX を利活⽤することによる販売代理店とサプライヤーおよび⾃社のオペレ
ーションプロセスにおけりあらゆる現場のさらなる⽣産性向上が期待されてい
ます．ここでは，AI や IoT などのＩＣＴ技術を核とした DX 化の推進よって⽣
産性の⾼い現場を実現するための課題と解決策について議論していただきたい
と考えます． 

 
 

第 5 班 あらゆるプロセスにおけるムダの排除とモノ・情報の整流化 
ビジネスモデルで先⾏し，「現場⼒」で勝負をかければ世界競争に勝てる」た

めには，顧客⾃⾝が気づいていない未解決課題の創造・実現という不確定要素の
頻発するビジネスロセスのＤＸ化が求められます．しかし，ＩＣＴ技術の活⽤に
よるビジネスプロセスのＤＸ化が「現場⼒」の構築に結実するためには，顕在化
している既存のオペレーションプロセスのムダを排除するのみでなく，ＤＸ化
を通じた潜在しているムダの顕在とモノ・情報の清流化を実現することが基盤
になると考えます．ここでは，あらゆるプロセスにおけるムダの排除とモノ・情
報の清流化における課題と解決策について議論していただきたいと考えます． 
 
 
第 6 班 あらゆる価値づくりプロセスにおけるパートナーをも巻き込んだ効果

的・効率的な価値創造 
コト価値づくりは，従来の新製品開発活動におけるコスト低減のあり⽅に変

⾰を求めています．特に，製新製品開発プロセスにおけるリバースエンジニアリ
ングやティアダウンによるコスト設計，サプライヤーを巻き込んだ VE・VA 活
動の推進といった Reactive な活動は，ＡＩや IoT などの ICT 技術あるいは SQC
活⽤によるデータ解析による Proactive なコスト低減活動への変⾰を求めてい
ます．ここでは，あらゆる価値づくりプロセスにおけるパートナーをも巻き込ん
だ効果的・効率的な価値創造のあり⽅について，その課題と解決策を議論してい
ただきたいと考えます． 

 
 
第 7 班 新技術開発における「緊密性」と「オープン性」の両⽴の実現 

モノ価値づくりは，B2B ビジネスにおける「規模の経済」から「範囲の経済」
への変⾰を求めています．特に，新製品開発において「個々の部品機能適合のみ
でなく，部品間機能の擦り合わせによる製品開発」をベースとする新技術開発に
おいて，「規模の経済」を実現する中でクローズドイノベーションをベースとし
た「緊密性」と，「範囲の経済」を実現する中でアウトソーシング・オープンイ
ノベーションをベースとした「オープン性」の両⽴を実現することが求められて
います．ここでは，新技術開発における「機密性」と「オープン性」の両⽴を実
現するための課題と解決策について議論していただきたいと考えます． 

 
 

第 8 班 ⼀⼈ひとりの持つ暗黙知の標準化による⼈材の育成と強化 
ビジネスモデルで先⾏し，現場⼒で勝負をするためには，コト価値創造に貢献

できる⼈材育成のあり⽅に変⾰が求められています．特に，団塊ジュニア世代の
退職を迎える中で，それぞれの組織に散在している⼀⼈ひとりの保有する暗黙
知（個々⼈の保有技術・技能・知識・体験・ノウハウ）の世代を超えたコミュニ
ケーションによる伝承，ＩＣＴ技術利活⽤によるデジタル化，維持・改善活動を
通じた知の標準化による⼈材の育成と強化が求められています．ここでは，コト
価値創造に貢献できる⼈材の育成と強化における課題と解決策について議論し
ていただきたいと考えます． 


