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＜特別講演＞
楽天に於ける原点回帰と最先端テクノロジーを通した顧客価値の創造
～期待を超えた品質提供による、顧客満足の最大化～

＜講演3＞
新たな100年に向けた顧客価値創造活動
～「くらしアップデート業」への挑戦～

＜講演1＞
デンソーのモノづくり革新と価値創造の取組み
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お客様になくてはならない存在となるために　
コマツのブランドマネージメント活動

質疑・応答
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＜講演4＞
DMG森精機における過去10年の日独企業統合と今後の10年
質疑・応答

＜講演5＞
これからの品質経営のあり方
企業価値最大化に向けた「顧客価値創造」と「組織能力強化」の連携
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次回（110回）品質管理シンポジウム案内
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パナソニック㈱
執行役員　CQO

加藤　雄一郎 氏
名古屋工業大学
産学官金連携機構　教授　

※GD：グループ討論の略称。
※テーマおよびプログラムは、変更になる場合があります。
※組織名・役職は、2019年9月17日時点の表記になっております。
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DMG森精機㈱
取締役社長

第109回 品質管理シンポジウム　まとめ

佐々木　眞一

休憩

　終戦後、荒廃と疲弊の中から出発した日本、戦後まも
なく、米国から真摯に品質管理を学び、それを日本の国
民性や企業文化に合わせて進化させてきたことにより、
経済大国としての名を確固たるものにすることができま
した。その結果、“made in JAPAN”は現在でも高品質
の代名詞となっています。

　しかし昨今、多くの企業では品質管理の対象を狭義の
品質として捉え、経営トップにとっても、重大な経営の
関心事とは認識されなくなっている現状も否定すること
はできません。

　日本の品質管理は1970年代TQMへとTQCから活動
の幅を拡げ、狭義の品質（製品サービスの質）からその
対象を企業活動そのものの質として進化発展を続け、日
本産業のブランド力としての日本品質を確立してきまし
たが、企業が1990年代バブル経済の破綻、その後のリー
マンショックへの対応に追われる中、品質の良さを生み
出すプロセスの進化、改革に対して経営トップの関与が
薄らいでしまったことが原因と考えられます。

　激変する経営環境の中、グローバル競争に勝ち残ってゆ
くためには「ビジネスモデルで先行し、現場力勝負に持ち
込めれば日本の産業はグローバル競争で勝つ力を持ってい
る」と言う日科技連・坂根前会長の言葉の通り、経営トッ
プのリードの下、全社一丸となりお客様が真に欲している
価値を見極め提供する「顧客価値創造」というビジネスモ
デルの発想力と、それを実現するための組織能力を獲得し、
それを支える人材の育成をすることが必要となります。

　品質管理シンポジウムでは、第104・105・106・
107・108回で「組織能力の獲得」、「顧客価値創造」をテー
マとして取り上げ、議論を積み重ね、この2つの連携がこ
れからの「品質経営」の実践であることを会員間で理解
を深めてきました。

　今回のシンポジウムでは、この「品質経営」のフレー
ムワークを提案するとともに、みなさんとこれからの品
質経営の在り方を検討し、日本が国際競争力を創出して
いくために必要となる考え、取組みについて議論をして
いきたいと考えております。

12/6（金）　講演 1
デンソーのモノづくり革新と
価値創造の取組み
山中　康司 氏　㈱デンソー　代表取締役副社長

デンソーは創業以来、「先進」「信頼」「総智総力」を大切にした品質経営を
実践しています。その考えのもと愚直にやり続け発展させている人を中心と
した現場力向上の諸活動に加え、デジタル時代の
新たな取組みであるモノと設備を情報で繋ぎ、人
と情報の共創、人が情報を活用した現場改革を紹
介します。
新たな価値創造のための「モノづくり」も「コトづ
くり」も、大切なことは “お客様に寄り添うこと” 
であり、目的やプロセスは同じだと思います。現場
≒市場(価値創造の場)と捉え、現場の真のニーズ
を満たすアジャイル開発手法も取り入れています。
デジタル時代においても、現場力の伝承、技術員・
技能員の育成は重要なことであり、ビッ
グデータ解析などを活用できるデジタ
ル人材育成などにも取り組んでいます。
これら弊社のモノづくりの進化・深化
の取り組みを紹介します。

第109回　品質管理シンポジウム　講演概要

12/6（金）　講演 3

パナソニックは創業以来、事業を通じて世界中のお客様の「くらし」の向上
と社会の発展に貢献することを基本理念とし、家電を中心とした大量生産の
ビジネスモデルを軸に事業成長を果たしてきま
した。ただ、近年のお客様の生活や価値観の多
様化は、単に「良い商品をお届けする」という
従来型のビジネスモデルからの脱却を我々に求
めています。当社の掲げる「くらしアップデート」
は、徹底してお客様視点に立ち、IoTやAIといっ
た技術を駆使し、お客様一人ひとりに最適なく
らしを実現する、という考え方です。この姿の
実現に向けては、業界を超えた企業同士の「共
創」のフレームワークによる価値創出が不可欠
です。お客様やビジネスパートナーと
の「価値共創」による、より良いく
らし・より良い社会の実現に向けた
取り組み、それを支える現場力強化
への挑戦についてご紹介いたします。

12/6（金）　講演 4 12/6（金）　講演 5

楽天はこれまでインターネット業界の中で成長を続けてきましたが、近年EC市場の複雑化
やお客様のニーズの変化という外部環境変化と、企業規模及び海外展開の拡大、また外国

人従業員の増加などの内部環境変化の大きな2つの変化点が
チャレンジとなっていました。企業として様々な改善施策に取
り組んで来ましたが、最終的にたどり着いた楽天としての成功
の鍵は、お客様に向き合い顧客価値を最大化する、という「原
点回帰」と、「最新テクノロジー」の融合でした。社員一人一
人がお客様のことを考え、課題を見える化し、高回転で対策
を打ち、またヨコテンを加速する、という基本品質が文化とし
て根付いた先に、最先端テクノロジーを駆使したリアルタイム
でのお客様の行動や感情の収集、最短リードタイムでの施策
実行、お客様一人一人の属性や趣向に合わせた最適なサービス

の提供など、進化した顧客価値の提供が可能になっ
たと考えています。弊社ならではの地道な活動と
ビッグデータやAIを駆使した最先端の活動の複
合的アプローチのご紹介、また今後の更なる進化
にむけての取り組みをご紹介させていただきます。

12/6（金）　講演 2

コマツにとって主力製品である建設機械・鉱山機械は、海外市場の拡大により、
販売や生産を拡大してきましたが、力をつけてきた競合他社との差別化を図らな

ければこの市場の拡大に合ったプレゼンス（存在）の伸び
は期待できません。コマツは経営の基本として、品質と
信頼性を追求し、社会を含む全てのステークホルダーか
らの信頼度の総和を最大化する事を掲げておりますが、
このステークホルダーの中心に位置づけているお客様か
ら選ばれ続ける存在となるために、2007年より「ブラ
ンドマネージメント活動」を開始致しました。この活動は、
地域毎、分野毎にニーズの異なる、先進的なお客様との
密着度をこれまで以上に向上し、それぞれのお客様が将
来目指す目標を共に見つけ出し、その目標の達成をコマ

ツがお手伝いするものです。この活動を通
じてこそ、お客様もコマツもダントツとな
り、お客様から選ばれ続ける存在になるも
のと考えております。今回はこの活動を顧
客価値創造活動の１例としてご紹介します。

お客様になくてはならない存在となるために
コマツのブランドマネージメント活動
大橋　徹二 氏　㈱小松製作所　代表取締役会長

2008年の世界金融危機をきっかけとして、
日本の森精機製作所とドイツのギルデマイ
スター社（DMG）が経営統合を開始し、そ
の後、現在にいたるまでの取り組みに関し
て、資本・人・商品・工場・販売・I T等の
各分野から振り返り、また今後の10年を考
察する。

サービス・ドミナント・ロジックと呼ぶ新たな価値創造
観の登場後、「モノづくりからコトづくりへ」と言われ
るようになって久しい。しかし、価値創造パラダイムが
転換したにもかかわらず、品質保証の仕組みが旧態
依然のままの企業が少なくない。品質保証の対象
は、「モノのできばえ」から「コトのできばえ」に移行
されるべきである。
本講演では、今日の価値創造観をレビューした上で、
品質管理の重点を「モノのQCD」から「コトの 
QCD」に移行させていくことの必要性と、その実現
に向けて「顧客価値創造」と「組織能力強
化」の両輪を組織的に回していくことの有
効性について事例を交えて解説し、これか
らの時代の品質経営の在り方を検討する。

新たな100年に向けた顧客価値創造活動
～「くらしアップデート業」への挑戦～
上原　宏敏 氏　パナソニック㈱　執行役員　CQO

12/5 （木）　特別講演
楽天に於ける原点回帰と
最先端テクノロジーを通した顧客価値の創造
～期待を超えた品質提供による、顧客満足の最大化～
百野　研太郎 氏　楽天㈱　副社長執行役員　COO

これからの品質経営のあり方
企業価値最大化に向けた

「顧客価値創造」と「組織能力強化」の連携
加藤　雄一郎 氏　名古屋工業大学　産学官金連携機構　教授

DMG森精機における
過去10年の日独企業統合と今後の10年
森　雅彦 氏　DMG森精機㈱　取締役社長

趣

　旨

■リーダー：猪原　正守（大阪電気通信大学　情報通信工学部　情報工学科　教授）・清澤　聡（コーセル㈱　取締役 品質管理・品質保証システム革新担当）
「顧客価値創造と組織能力向上を実現するための、ミドルのリーダーシップ及びフォロワーシップの在り方」

■リーダー：中條　武志（中央大学　理工学部　経営システム工学科　教授）・酒井　和憲（アイシン・インフォテックス㈱　システムソリューション事業基幹系　嘱託）
「“事業まるごと人財（顧客価値創造の企画・設計ができる人財）”の育成方法」

■リーダー：太田　雅晴（大阪学院大学　経営学部　教授）・髙橋　勝彦（広島大学　大学院工学研究科　教授）
「顧客価値創造を図る組織能力獲得に向けての品質経営推進活動の課題は何か」

■リーダー：渡辺　喜道（山梨大学　大学院総合研究部　准教授）・小野寺　昭則（㈱小松製作所　スマートコンストラクション推進本部 副本部長、建機マーケティング本部国内販売本部 副本部長）
「コト価値創造を支える企画・開発過程のあり方」

■リーダー：金子　雅明（東海大学　情報通信学部　経営システム工学科　准教授）・丸山　一彦（和光大学　経済経営学部　経営学科　教授）
「「顧客の成長を共創する」という視点に立脚した営業の在り方」

■リーダー：鈴木　秀男（慶應義塾大学　理工学部管理工学科　教授）・西村　忠雄（パナソニック㈱　品質・環境本部　安全・品質部　部長）
「「コト価値の実現」という視点に立脚した品質保証体系の在り方」

■リーダー：飯塚　悦功（東京大学名誉教授）・宝田　和彦（豊田鉃工㈱　前代表取締役社長）
「「ビジネスモデルの持続的進化」に必要な組織能力の獲得と強化」

❶顧客価値創造経営を推進していく際のポイント
は？（現状の推進阻害要因、成功に導くキーファ
クターなど）

❷その推進ポイントに対するトップが負うべき役割と
は？

❸その役割を効果的/効率的に発揮するために求め
られる要件とは？
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109QCSグループ討論 テーマ・趣旨・論点

■リーダー：光藤　義郎（文化学園大学　生産工学研究室　特任教授）・北村　晋（トヨタ自動車㈱　カスタマーファースト推進本部　監査改良領域　業務品質改善部長）
「ビジネスモデルで先行し現場力勝負に持ち込むには、トップはどのようなリーダーシップを発揮すべきか？」

※各班25名～30名を定員としております。先着順となりますので、第1希望の班が定員に達した場合、第2希望とさせていただく場合がございます。
※組織名・役職は、2019年9月17日時点の表記になっております。

VUCAの時代と称されるほど、不確実性が高まり予測不能と言われる中、お客様に選ばれ続ける企業として存在価値を最大化し
ていくために、トップのリーダーシップの重要度はより一層高まってきています。その中でトップは、中長期の方針を提示し、リス
クの伴う決断をタイムリーに行い、スピーディーにPDCAを回すことで、組織全体を望ましい方向へと導いていくことが求めら
れます。特に、ビジネスモデルで先行し現場力勝負に持ち込むためには、顧客価値創造など外部適応の活動と、その具現化に求
められる組織能力獲得など内部適応の活動とをバランスよく推進していくことが求められます。そこで１班では、このような顧客
価値創造経営の推進に当って、トップはどのようなリーダーシップを発揮すべきか、その方向性や内容、要件などを各社の取組
みや課題/現状認識などを元に密度の濃い議論を進め、最終的なアウトプットとして具体的提言をまとめていきたいと思います。

❶顧客価値の創造に向けた戦略策定のために各社が取り組んで
いること。

❷その戦略策定を実施可能な実行計画に展開・実施するととも
に組織能力として標準化するためミドルとしてリーダーシップお
よびフォロワーシップを発揮する上での課題や問題点は何か。

❸その課題や問題点を解決する上で変革あるいは構築しなければ
ならないものは何か。また、そのために注意すべきことは何か。

❶顧客価値創造の企画・設計ができる人財に求めら
れる能力は何か。

❷そのような人財を育成するための教育・仕組みの
現状はどうか、課題は何か。

❸育成のために、今後どのようなことを実践するの
がよいか。

❶これからの品質経営を考えるとき、現在の品質経
営推進活動の課題は何か？
❷これからの品質経営推進活動に向けた課題を解決
する方策はどのようなものか？
❸考えられる課題解決方策の中で、既に実施中ある
いは現在計画中の取組の状況や課題は何か？

❶コト価値の創造はなぜ重要か？
❷企業がコト価値視点の企画・開発に移行できない
理由は何か？
❸コト価値の企画・開発に必要な機能やステップは
何か？

❶「顧客の成長を共創する」ための営業の在り方につ
いての、各社の取り組み、課題、現状を共有する。

❷「顧客の成長を共創する」ために、これからの営業
が持つべき組織能力はどのようなものか。

❸その組織能力を発揮するためには、従来の社内の
仕組みやプロセス、方法、組織体制などをどのよ
うに変えればよいか。

❶コト価値の提供にあたり着目すべきポイントは何か。
❷コト価値獲得手段を、企業が製品・サービスとして
具現化するときに考慮すべき点は何か。

❸次々とコト価値を創造するために品質保証体系はど
うあるべきか。

❶ビジネスモデル：ビジネスモデルの構想において重
要な視点は何か。
❷組織能力：ビジネスモデルの成立に必要な組織能力
の獲得に重要なことは何か。
❸持続的進化：ビジネスモデルの持続的進化に必要なことは何か。
❹組織能力の強化：ビジネスモデルに持続的進化に必
要な組織能力の強化の方法は何か。

 

顧客価値創造と組織能力向上を果たすためには、トップ方針を受けたミドルが、顧客の求め
る価値の本質を理解するとともに、これを確実にする部門方針を策定・展開できる仕組みを
構築しなければなりません。また、ミドルは、そうした活動を通じて獲得したことを組織能
力として標準化し、これをベースとしたSDCAサイクルを確実に廻すことのできる現場力を構
築しなければなりません。2班では、こうしたミドルのリーダーシップおよびフォロワーシッ
プの在り方について、各社の取組における現状を共有し、具体的な提言をまとめていきます。

顧客は何をしたいのか、何ができるようになりたいのかを考え、それに応える自分たちの事
業を描くためには、特定の部門や製品にしばられることなく、俯瞰的かつ長期的な視点でそ
の全体像や戦略を考えることのできる“事業まるごと人財”の育成が不可欠です。顧客価値
創造（コトづくり）の企画や設計（実現方法の検討）ができる人財を育成するための教育や
仕組みについて、各社の取組の現状と課題を共有し、具体的な提言をまとめていきます。

これまでの品質経営は、既存顧客の価値を高めるための組織能力の獲得や強化に力点が置
かれていたのではないだろうか。今後は、新たな顧客獲得に向けて顧客価値創造活動を図る
ことと、そのために必要な組織能力の機動的な獲得・強化によって、持続的な企業価値の増
大が望まれます。４班では、そのような品質経営の推進活動について議論します。その活動
には、どのような機能が必要となるのかを、各社の品質経営推進活動に関する取組や課題の
現状を踏まえながら総合的な観点から検討し、具体的な提言をまとめていきます。

サービス・ドミナント・ロジックなど今日の価値創造パラダイムは、製品・サービスの使用を通
じて得られる価値（コト価値）に着目することの重要性を説いています。しかし、企業における
実際の現場では、企画段階から製品の機能や仕様が検討の中心になっている場合が少なくあり
ません。新たな価値創造のパラダイムに基づき、顧客のコト価値に応えるハード・ソフト・仕組み
を創造していくために、これからの企画過程ならびに開発過程はどうあるべきか。5班では、企
画・開発過程について各社の取組や課題、現状を共有し、具体的な提言をまとめていきます。

これからの営業機能には、商品やサービスを単品として顧客に提供するにとどまらず、顧客
の成長を考え、寄り添い、顧客はどうなりたいたいのか、そのために何をしたいのかを考え
る、いわゆる「顧客の成長を共創する」ことが求められ、その実現手段としてどのような商品
やサービスを提供すべきかを考えて実践していく組織能力が必要となります。第6班では、こ
れからの営業が持つべき組織能力と、それを実践するための仕組みやプロセス、方法、組織
体制などについて、各社の取組や課題、現状を共有し、具体的な提言をまとめていきます。

顧客に価値を提供するにはサービス・ドミナント・ロジック（価値は顧客がモノを使いこなすことに
よって生まれる）の考え方が重要となります。そのため、品質保証は顧客の使用プロセスを含めな
ければ完結せず、組織の品質保証体系も製品やサービスの要求仕様を満たすための体系にとど
まらず、提供した製品・サービスを通じて顧客が価値を獲得するまでのプロセスを含めた品質保
証体系を構築する必要があります。7班では、コト価値の高度実現という視点に立脚した品質保
証体系のあり方について、各社の取組や課題、現状を共有し、具体的な提言をまとめていきます。

事業の持続的成功のためには、ビジネスモデルの持続的進化が不可欠であり、顧客・市場
の構造的変化、技術革新、競争環境の構造的変化に対応していかなければなりません。そ
して、そこで企図される顧客価値創造を実現するために必要な組織能力を獲得・強化しな
ければ、まさに絵にかいた餅になってしまいます。８班では、そのために必要な組織能力
を獲得・強化するための方法について、各社の取組みや課題を共有し、具体的な提言をま
とめていきます。
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