
テーマ：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 －人の行動を変えるメインテーマ

プログラム 開催期日：2020年12月3日（木）～12月5日（土）
会　　場：大磯プリンスホテル

月　日 時　間 科　目 講  演  者

12/3
（木）

12：00～

12/4
（金）

12/5
（土）

＜特別講演＞
三菱電機における社会課題解決による価値創出と品質経営

＜講演2＞
全員参加による付加価値のある売場の創出

＜基調講演＞
価値創造・品質保証・安全確保に寄与する人の行動と
それを生み出す組織のマネジメント
＜講演1＞
しぶとい日本のものづくりへ　～組織能力向上と仕事の変革～

質疑・応答

質疑・応答

GD（自己紹介）
談話室（自由参加）

質疑・応答

＜講演3＞
ANAの安全文化醸成の取り組み
質疑・応答

＜講演4＞
パナソニック コネクティッドソリューションズ社の企業変革の取り組み
（仮題）
質疑・応答
GDの趣旨説明
GD（１）
夕食
GD（２）
談話室（自由参加）

司会：中條　武志 氏
報告：各班リーダー

中條　武志 氏
総合討論

次回（111回）品質管理シンポジウム案内、連絡事項

昼食・解散

昼食・休憩

主催者挨拶 佐々木　眞一
（一財）日本科学技術連盟　理事長

11：30～11：40
10：00～11：30
9：45～10：00
8：30～9：45
21：00～23：00
19：10～21：00
18：00～19：00
16：15～17：50
16：05～16：15
15：55～16：05

14：20～14：30

12：20～13：10

9：20～10：30

8：40～9：20

20：40～21：00
21：00～22：00
22：00～23：00

8：30～8：40

19：30～20：40

12：10～12：20

11：00～12：10

10：30～10：40

14：45～15：55

13：10～14：20

11：40～12：00

中條　武志 氏
中央大学　教授
※110QCS主担当組織委員
永田　理 氏
トヨタ自動車九州㈱
代表取締役社長

原　和彦 氏
アクシアル リテイリング㈱
代表取締役社長

樋口　泰行 氏
パナソニック㈱
代表取締役　専務執行役員
コネクティッドソリューションズ社 社長

※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、2020年9月25日時点の表記になっております。

休憩14：30～14：45

昼食・休憩10：40～11：00

休憩
GD報告（9分×8班　※予備3分）

鈴木　和幸 氏
電気通信大学名誉教授、特任教授
111QCS主担当組織委員

山西 健一郎 氏
三菱電機㈱
特別顧問

田中　龍郎  氏
panda Flight Academy㈱
顧問

第110回 品質管理シンポジウム　まとめ

中條　武志 氏

組織や社会は巨視的に見れば多数の人から構成されるシ
ステムであり、一人ひとりの行動がそのパフォーマンスに大
きな影響を与えます。例えば、様々な事故や不祥事の事例
を見ると、うっかり間違えた、まぁ大丈夫だろうと意図的に
守らなかったといった人の行動に起因するものが殆どです。
また、使用者・利用者に感動を与える新しい製品・サービ
スが生まれた過程を見ると、その裏には必ず、顧客・社会
の隠れたニーズを把握しよう、新たな価値を生み出そうと汗
をかいた人の行動があります。その意味では、組織・社会
のパフォーマンスを向上するには、構成員一人ひとりの行動
を変えることが大切です。

しかし、社会が成熟するにつれて人の考え方・価値観が
多様化し、人の行動を変えることは益々難しくなっています。
「組織体質」「組織文化」という言葉が使われるようになって
ずいぶん経ちますが、一人ひとりの意識・態度・行動の総
体としての文化を変えるにはどう取り組むのがよいのか悩ん
でいる組織が少なくありません。結果として、事故や不祥事
が起こると、品質保証体制の再構築、ガバナンスの強化、
コンプライアンス教育の徹底などが叫ばれますが、短期的・
局所的な取り組みに終わっているケースもあります。また、
経営環境の変化に対応した新たなビジネスモデルの創出やコ
トづくりが叫ばれていますが、一部の人の活動から抜け出せ
ず、組織としての力を引き出せていないケースもあります。

　他方、デミング賞などの品質賞を受賞している組織、
TQM（総合的品質管理）、安全管理に熱心に取り組んでい
る組織の取り組みを見ると、「マネジメントが行動を生み出
し、行動が意識・態度を変える」ということを強く感じます。
改善や管理、価値創造を経験したことのない人にその大切
さを理解してもらうのはむずかしいのですが、具体的な活動
を通して効果を実感した人は、改善や管理、価値創造に自
分から積極的にかかわるようになります。また、そのような
経験を持った人達が連携することで組織として大きな力を
発揮します。このような実例を見ると、使命や目指す姿、
大切にしたい価値観などを共有した上で、行動するための
場を設けること、全従業員を巻き込んだ活動を推進するこ
とが文化を変える重要なポイントのように思われます。

本シンポジウムでは、一人ひとりの行動を変えることに取
り組み成果をあげている組織の実践例を参考に、各組織で
行われている、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たいと思います。顧客満
足・安全・安心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、などについて議論したいと思います。

趣　旨

中條　武志 氏
中央大学教授

第110回品質管理シンポジウム
主担当組織委員

12/4（金）　基調講演
価値創造・品質保証・安全確保に寄与する人の行動と
それを生み出す組織のマネジメント
中條　武志 氏　中央大学　教授
様々な分野における事故や不祥事、顧客に感動を与える新製品・新サービス
の成功例などを見ると、その殆どに人の行動が関係していることに気づき
ます。このような人の行動を生み出
すものは何なのでしょうか。また、
一人ひとりが望ましい行動を取れる
組織をつくりあげるためには、どの
ようなマネジメントを実践するのが
よいのでしょうか。さらに、人が変
わり経営環境が変わる中、そのよう
なマネジメントを継続するためには
何が必要なのでしょうか。いくつか
の事例をもとに、価値創造・品質
保証・安全確保に寄与する人の行
動とそのような行動を生み出す組織
のマネジメントとの関係について論
じたいと思います。

第110回　品質管理シンポジウム　講演概要

12/4（金）　講演 2

当社グループはスーパーマーケット「原信」
「ナルス」「フレッセイ」１２９店舗を北陸、
北関東にチェーンストア展開しています。
経営理念の実現に向けて、ＴＱＭを経営の
根幹に据え、「判断の基準はお客様」の
姿勢で、お客様のご満足の実現を図って
います。
チェーンストアとしてのマスメリットが付加
価値を生み出すには、規模の拡大、機能
の拡充、そして人材が必要です。
これらをＴＱＭで実現を目指すとと
もに、人材の育成は教育の充実や
働きやすい職場環境の整備を行
い、人を大切にする経営を心がけ
ています。

12/4（金）　講演 3 12/4（金）　講演 4

企業を取り巻く環境は、急激な変化が続いています。しかし、いかに時代が
移り変わっても、決して変えてはならないのが、企業倫理・遵法精神を徹底し、

品質や環境問題などに妥協することなく取り組
む姿勢です。三菱電機におけるこうした姿勢の
出発点は、1921年の創業時に制定した「経営
の要諦」であり、ここには「社会の繁栄に貢献
する」「品質の向上」「顧客の満足」などが記さ
れていました。その精神は、現在の企業理念、「技
術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆ
とりある社会の実現に貢献する」と7つの行動
指針に受け継がれています。講演では、社会課

題の解決と価値創出を追求する
Society 5.0実現の取組を通じて、
SDGsの目標達成への貢献を目指す当
社活動の事例を、品質経営に必要な視
点、不可欠な要素を交えて紹介します。

12/4（金）　講演 1

トヨタ自動車九州はトヨタ自動車の100%
出資子会社で、福岡県でレクサス車を生
産しています。自動車産業はCASEや
MaaSといった大きな変革期に来ていま
す。また社会全体が自然災害や感染症な
どの苦難に直面する中で、雇用維持・経
済復興に貢献する役割を果たし続けたい
と願っています。

この様な変化や困難を乗り越える
ために、弊社では組織能力の向上
と仕事の変革に取り組んできまし
た。昨年のデミング賞大賞受賞
後の変化を中心に、組織能力向
上と仕事の変革についてご紹介し
ます。

しぶとい日本のものづくりへ
～組織能力向上と仕事の変革～
永田　理 氏　トヨタ自動車九州㈱　代表取締役社長

ANAはその安全理念に「安全は経営の基盤であり、社会への責務である。」
と掲げ、具体的な活動として、安全マネジメントシステムを中心とする確かな
仕組みの構築と、役職員一人ひとりの責任ある誠実な行動を求めています。
この「仕組み」と「行動」は、これらを育む土壌とも言うべき健全な「安全文化」

があってこそ実現し、組織全体の安全の活動がう
まく機能するようになります。また航空機を安全に
運航し、社会の信頼を得るためには、運航会社だ
けではなく航空機メーカーと規制当局を含む三者
それぞれの組織、あるいは組織間の連携における
「仕組み」と「行動」が重要であり、そこにはやは
り「安全文化」が大きな影響を及ぼします。本講
演では、安全（＝事故の未然防止）・安心（＝社会

の信頼）のために求められる仕組みと
行動とはどういうものか、これらの土
壌たる安全文化をどのように醸成して
いるのかについて、ANAを中心にメー
カーの事例も含めてご紹介します。

パナソニックで法人向けビジネス（BtoB事業）を担当するコネクティッド
ソリューションズ社で企業変革にチャレンジしています。2018年に創業
100周年を迎えたパナソニックが、次の
100年もお客様と共に発展し続ける企業
であり続けるためには、経営者も従業員
も、誰もがオープンに意見を交わし合い、
正しいことを正しく実行できるフェアでフ
ラットな「健全なカルチャー」が不可欠
です。お客様の変化や世の中の変化に対
する感度を高め、健全なカルチャーだか
らこそ生み出される衆知を集め、お客様
のお困りごとを解決していくこと。これこ
そが従業員の働きがいや生きがい、幸福
に繋がると確信し、従業員と共に
様々な取り組みを行っています。

全員参加による付加価値のある売場の創出

原　和彦 氏　アクシアル リテイリング㈱　代表取締役社長

12/3 （木）　特別講演
三菱電機における社会課題解決による
価値創出と品質経営
山西　健一郎 氏　三菱電機㈱　特別顧問

パナソニックコネクティッドソリューションズ社の
企業変革の取り組み（仮題）
樋口　泰行 氏　パナソニック㈱　代表取締役専務執行役員

ANAの安全文化醸成の取り組み
田中　龍郎 氏　panda・Flight・Academy㈱　顧問

第
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
■リーダー：荒木　孝治（関西大学　商学部　教授）・遠藤　秀信（㈱リコー　顧問）
趣

　
旨

顧客価値・品質保証・安全確保に寄与する組織文化をつくる上では、トップのリーダーシッ
プが大きく影響します。経営環境が激変する中、組織として持続的に発展していくため
には何が重要なのか、顧客満足・安全・安心を目指して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何が必要なのか、人が変わり経営環境が変わる中、その
ような取り組みに対する思いを共有し、組織として継続・継承するためには何が必要な
のかについて、トップが果たすべき役割を中心に議論します。

論

点

❶経営環境が激変する中、組織として持続的に発展し
ていくためには何が重要なのか。

❷ 顧客満足・安全・安心を目指して一人ひとりの行動
を変え、組織の持つ能力を引き出すためには何が必
要なのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中、そのような取り組
みに対する思いを共有し、組織として継続・継承す
るためには何が必要なのか。

第
２
班

価値創造に寄与する組織文化
■リーダー：丸山　一彦（和光大学　経済経営学部　経営学科　教授）・鈴木　浩佳（トヨタ自動車㈱ 　モノづくり技術開発部　企画統括室　主査）
趣

　
旨

使用者・利用者に感動を与えるような製品・サービスが生まれた裏側を見ると、そこに
は顧客・社会の隠れたニーズを把握し、満たそうと努力した人の行動があります。価値
創造に寄与するために組織の構成員一人ひとりが持つべき意識・態度、取るべき行動は
何か、そのような意識・態度・行動を擁する組織文化をつくるためにはどんな取り組み
が求められるのか、人が変わり経営環境が変わる中、取り組みの必要性を共有し、組織
として継続・継承するには何が必要なのかについて議論します。

論

点

❶価値創造に寄与するために組織の構成員一人ひとり
が持つべき意識・態度、取るべき行動は何か。

❷価値創造に寄与する組織文化をつくるためにはどん
な取り組みが求められるのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中、取り組みの必要性
を共有し、組織として継続・継承するには何が必要
なのか。

第
３
班

品質保証に寄与する組織文化
■リーダー：光藤　義郎（元 文化学園大学　生産工学研究室　特任教授）・井手　信（㈱キャタラー　Executive Adviser）
趣

　
旨

品質に関わるトラブルや不祥事の事例を見ると、その多くには起因となった人の行動
（うっかり間違えた、まぁ大丈夫だろうと意図的に守らなかったなど）があります。品質
保証に寄与するために組織の構成員一人ひとりが持つべき意識・態度、取るべき行動は
何か、そのような意識・態度・行動を擁する組織文化をつくるためにはどんな取り組み
が求められるのか、人が変わり経営環境が変わる中、取り組みの必要性を共有し、組織
として継続・継承するためには何が必要なのかについて議論します。

論

点

❶品質保証に寄与するために組織の構成員一人ひとり
が持つべき意識・態度、取るべき行動は何か。

❷ 品質保証に寄与する組織文化をつくるためにはどん
な取り組みが求められるのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中、取り組みの必要性
を共有し、組織として継続・継承するには何が必要
なのか。

第
４
班

安全に寄与する組織文化
■リーダー：棟近　雅彦（早稲田大学　理工学術院　教授）・新倉　健一（前田建設工業㈱　安全・品質・環境監査部　安全・環境グループ　グループ長）
趣

　
旨

安全が他の経営要素に比べてマネジメントすることが難しいのは、不安全であることが
見えにくく、表に現れてきたときは大事故になる場合が多いことです。安全確保に寄与
するために組織の構成員一人ひとりが持つべき意識・態度、取るべき行動は何か、その
ような意識・態度・行動を擁する組織文化をつくるためにはどんな取り組みが求められ
るのか、人が変わり経営環境が変わる中、取り組みの必要性を共有し、組織として継続・
継承するためには何が必要なのかについて議論します。なお、安全の対象は、「労働者」「製
品・サービス」の双方を包含します。

論

点

❶安全に寄与するために組織の構成員一人ひとりが持
つべき意識・態度、取るべき行動は何か。

❷ 安全に寄与する組織文化をつくるためにはどんな取
り組みが求められるのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中で、取り組みの必要
性を共有し、組織として継続・継承するには何が必
要なのか。

第
５
班

組織の体制・仕組みの工夫による組織文化の醸成
■リーダー：高橋　勝彦（広島大学　大学院　先進理工学系科学研究科　電気システム制御プログラム生産システム工学研究室　教授）・古谷　健夫（㈱クオリティ・クリエイション　代表取締役）
趣

　
旨

組織を構成する一人ひとりの意識・態度・行動の総体としての文化を醸成し、また変革
する上では、組織の体制・仕組みを工夫し、具体的な活動を推進することが大切です。
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、どのような体制・仕組みをつくり、どのような活動を推進するのがよいのか、
様々な経営要素（SLQDC）に関する体制・仕組み・活動をどう統合していくのか、人
が変わり経営環境が変わる中、体制・仕組みを工夫し、具体的な活動を推進する必要性
を共有し、組織として継続・継承するためには何が必要なのかについて議論します。

論

点

❶一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、例えば方針管理や日常管理の展開にお
いて、どのような体制・仕組みをつくり、どのよう
な活動を推進するのがよいのか。

❷ 様々な経営要素に関する体制・仕組み・活動をどう
統合・連携させていくのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中、体制・仕組みを工
夫し、組織文化の醸成や変革につながる具体的な活
動を推進する必要性を共有し、組織として継続・継
承するためには何が必要なのか。

第
６
班

人材育成の工夫による組織文化の醸成
■リーダー：永田　靖（早稲田大学　創造理工学部　経営システム工学科 教授）・中村　聡（トヨタ自動車九州㈱　TQM推進室）
趣

　
旨

組織を構成する一人ひとりの意識・態度・行動の総体としての文化を変える上では、構
成員一人ひとりに対する教育を行い、人材育成を図ることが大切です。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
ような人材育成の取り組みを行うのがよいのか、様々な経営要素（SLQDC）に関する
人材育成の取り組みをどう統合・連携させていくのか、人が変わり経営環境が変わる中、
人材育成の必要性を共有し、組織として継続・継承するためには何が必要なのかについ
て議論します。

論

点

❶一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、どのような人材育成の取り組みを行う
のがよいのか。

❷ 様々な経営要素に関する人材育成の取り組みをどう
統合・連携させていくのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中、人材育成の必要性
を共有し、組織として継続・継承するためには何が
必要なのか。

第
７
班

改善活動の推進による組織文化の醸成
■リーダー：西　敏明（岡山商科大学　経営学部 経営学科　教授）・鬼頭　靖（アイシン精機㈱　オールアイシンTQM推進センター長）
趣

　
旨

組織を構成する一人ひとりの意識・態度・行動の総体としての文化を変える上では、構成
員全員に具体的な活動に参画してもらうこと、そのような中で達成感を感じ、ヤル気を
もってもらうことが大切です。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、どのような改善活動を展開するのが有効なのか、
様々な経営要素（SLQDC）に関する改善活動、様々な部門における改善活動をどう統
合・連携させていくのがよいのか、人が変わり経営環境が変わる中、改善活動の必要性
を共有し、組織として継続・継承するためには何が必要なのかについて議論します。

論

点

❶一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、どのような改善活動を展開するのが有効な
のか。

❷ 様々な経営要素に関する改善活動、様々な部門におけ
る改善活動をどう統合・連携させていくのがよいのか。

❸ 人が変わり経営環境が変わる中、改善活動の必要性
を共有し、組織として継続・継承するためには何が必
要なのか。

第
８
班

組織文化の評価・診断と結果の活用
■リーダー：渡辺　喜道（山梨大学　大学院　総合研究部　教授）・酒井　和憲（㈱東陽テクニカ　顧問）
趣

　
旨

組織を構成する一人ひとりの意識・態度・行動の総体としての文化を変えるためには、それ
ぞれの組織における文化の状況を把握し、その結果に基づいて従来の取り組みを見直すこ
とが大切です。これはパートナー、関連企業など、多くの組織が連携・協力してバリューチェー
ンを構成している場合には特に重要な意味を持ちます。把握すべき組織文化とは何か（人
の意識・態度か、行動か）、その意味合いの変化を明らかにしながら、組織を超えて互い
の組織文化を共有しバリューチェーン全体の成果を高めるための方法を議論します。

論

点

❶把握すべき組織文化とは何か（人の意識・態度か、
行動か）、その意味合いに変化はあるか。

❷ 組織文化を評価・診断する上ではどのような方法が
役立つのか。

❸ バリューチェーン全体の成果を高めるために評価・
診断結果をどのように活かすのがよいのか。

110QCSグループ討論 テーマ・趣旨・論点

※ライブ配信参加の場合、グループ討論には参加できません。
※各班10名程度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、2020年9月25日時点の表記になっております。
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