ニユース・ダイジエス卜
-・ TC176: 2011 北京総会
2011年 10月 24 日(月 )--29 日(土)まで、 ISO/TC176 (品質管理及び品質保証)の第28回総会が中国
の北京で開催された。

.2011年 10月 15 日 --2012年3月 15 日の期間で行われている 2008年版のISO 9001 の定期見直し投票
の結果が「改正」となった場合WGを設置することを決議した.

• ISO9000改正のためのNWIP

(新作業項目提案)を作成した。

.品質マネジメントの原則の改正検討を継続して行った。
-品質マネジメントシステムの第三者認証審査員の力量要求事項の規格化に関するNWIPを作成した。
http://www.j乱orjp/s凶z/iso/iso9000.asp

-φ

1509001 ワークショップ開催

現在lSO 9001 の定期見直し投票が行われているが (2012年3月 15 日締切り)、“確認(継続)" /“改
正"/“廃止"の何れかのポジションを各国に聞いている。 2008年が小改正であったととから、今回は

ISO9001 の大幅改正が予測されるが、日本規格協会では2012年2月 22 日に昨今のISO

9001 を取巻く状

況も踏まえつつ、定期見直し投票に対するポジション訣定、及び今後改正が行われることになった場合
の日本としての方向性検討のインプットとすべく、広く議論を行うためにワークショップを予定してい
る.

..

エネルギーマネジメントシステム審査登録業務開始

ISO国際標準化機構は、エネルギーマネジメントシステムに関する規格ISO 50001 を2011年6月 15 日
に発行したが、日本では 2011 年 10 月 20 日にJIS

Q50001 が制定された。

効率的なエネルギー管理(廃熱の回収、加熱・冷却・伝熱の合理化、放射・伝熱・抵抗等によるエネルギー

損失の防止、計画的なエネルギー配分)は、単なるエネルギー削減にとどまらず、 "PDCAサイクル"に
沿ってエネルギーマネジメントシステムを、全社的な経営管理システムの中に組み入れることは、エネ

ルギーパフォーマンス改善を図らねばならない企業にとって最優先事項の 1つである.
htゆ ://www.j乱orjp/副首nsa!iso5000 1/包o50001_g副you.asp

. . JABM5200:2011

第9版

『マネジメントシステム認証機関の認定の手順j の発行

日本適合性認定協会は、 JAB MS200:2011 第9版

「マネジメントシステム認証機関の認定の手順」

を発行した。 htゅ ://wwwJabDr.w/news/2011/1111070 1.h回叫

【ヱユース】マネジメントシステム関連のヱユース・ダイジエスト、テクノファ量街ヱユース・・・ 1-2
【講

演】

nS09001 認証の社会的価値と有効活用』
車京大牢大学院教按

1

飯町醜功氏・ ・ ・ 3-8

テクノファ最新ニユース
.2012隼テクノファセミナー寓内を発行しました・
2012 年 1 月 --2013年3 月に開催するテクノファセミナー案内を発行し

ました.
【2012年度の注目コース}
~S活性化コースに、 QMSの実効性をあげるためのヒント(TQ87)、
内部監査の有効性評価の向上、よいシステムはよい手順書に行き着く
(T句0)を追加.

•

1509001 審査員 CPD

E ラーニングコース (CPD5時間相当のオン

ライントレーニング)を2012年 4 月開始予定
.CEMSAR承認15050001 審査員研修資格拡大コース(エネルギーマ
ネジメント)

・カーボンマネージャー関連コース〈内閣府カーボンマネージャー制1.ft)
.キャリア・カウンセラー(キャリア・コンサルタント}入門コース

スタ

ート

また、各審査員研修コースでは、 2 ヶ月前までにお申込いただくと受
欝料が10%割引となる早期申込割引制度を設けています。年間の教育訓練計画にお役立て下さい.

セミナー案内の資料請求は、メールまたは電話、 FAXでテクノファ総務部まで.

・子参甥ら欝【第6 固環績プランナー・ベーシック資格鼠劇 2011 年11 月 5 日に姉
環境問題に関するプランニングができる人・環境プランナーになるためのファーストステップ第6 回 I環

境プランナー・ベーシック資格試験J を北海道・仙台・東京・名古屋・大阪・福井・広島・福岡の全国
8 会場で実施、約200名が受験しました.合格率は 7 割と好成頼、 特に記述式問題での高得点の方が多く、
年々受験者のレベルの高さが窺われます。次年度より拭験日程は 「毎年 6 ・ 11 月の年 2 回、第 3 日曜日

実施j で統一され、第 7 回は 6 月 17 日(日)、第 8 回は 11 月 18 日(日)を予定しています。エコ検定領
境社会検定棋験)のセカンドステップの賦験としても好評です。詳細のわかる.環境プランナー・ベー

シック資格猷験リーフレット"を新刷しました.ご希望の方はメール (plann町@也chnofer.∞Jp) また
はお電話 (044・246-0910) にて資料をご請求下さい.

.2012年2 月開催の特別コースのご寮内圃
環境・岱R報告書セミナー

2012年4月島化予定

2011 年版報告書の傾向と
2012年版報告書作成の留意点(5.防)

~:iE

;

(SQ31
)

I

品質・環境だけでなく幅広い範囲のマネジメン

環境・ CSR報告書を読みやすくするには、外部

トシステム監査の手引きとする目的で0019011

への効果的なアピール方法はなど、 2011年版環境・

:

2011 が改正され、耳S発行は2012年4月が予定さ

CSR報告書の傾向を解説し、 2012年版作成に向

れています.セミナーでは、改正の背景、意図す

けた具体的な作成ポイントを、報告書作成支援に

るポイント、求めている点を中心に規格改正作業

数多く携わる山口民雄欝師が指導します.参加者

に携わった宿丸典芳講師が短時間で解説します.

全員に冊子と「報告書のポイント一覧I を進呈.

日程: 2012年 2 月 24日(金)
川崎満席
3 月 2 日(働大阪
3 月 22 日(木)
積回
時間: 1
3
:
3
0
‑
‑
1
6
:
3
0

日程: 2012年2月 20 日(月)
時間:

i

1
5
0
1
9
0
1
1:2011 ポイント健説セミナー

1
3
:
0
0
‑
‑
1
7:
0
0

場所:川崎(テクノファ川崎研修センター)

受講料: 9，800円(会員8.820 円)

受講料: 9，800円(会員 8.820 円)

ーコースの詳細はテクノファホームページからご檀毘くださいー
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1
5
09001 認証の社会的価値と有効活用
東京大学大学院教授

飯塚悦功氏
」

本稿は昨年12月東京大井町きゅりあんで開催された第18回テクノファ年次フォーラム
から東京大学大学院教授飯塚悦功教授の講演を紹介します.
今日は厄氾9001認証の社会的価値と有効活用」

をテーマにお話します.
私は昭和22年生まれで出生率が一番多い 256万

人の世代です。ところが今は、その半数に満たな
い 120万人の出生という驚くべき時代であり、購

買力、労働力等に於いて日本経済にとって揮しい
時代を迎えています。
高度成長から成熟社会に移行して 20 年余、

9001 の品質マネジメントが成し遂げてきたのは、
ある組織がよいものを効果的に生産し価値を提供
してきた中での経済的な貢献です.成熟した社会

での品質マネジメシトの目的、「品質とは何か」を
考えますと、高品質で安心安全な本当に売れる価

していましたが、口S09000J の拡大によって比

値のあるものを目指していいのではないかとの希

較的限定されたものになり、国際規格に基づく民

望を持っています。そとで改めて9001 を基箪とす

間の第三者機闘が仔なう任意の制度につながりま

る品質マネジメントシステム認証制度或いは価値、

した.組織の適合性を認証する適合性認証制度は

有効性について話していきたいと思います.

ひとつの担金制度です. これには二つの償厨があり、

.'509000とは何か

テムのモデルの存在ですし、ふたつにそれを基草

ひとつにはIS09001 という品質マネジメントシス

にして、しかるべき機能を持った機闘が適合性を

nso9000Jとは何か

判断し相会に公表するという意味があると思います.

経営においては、品質マネジメントモデルから

.品質保庖 (+a) 宅デルの.
・園陣規格 (180 鎖)()1) に115づ<.

ある種の意義が出てきます.

.民間の第三宥織聞による.

その場合、認証基準は品質マネジメントモデル

・ 4除飴者の品質マネジメントシステム (QM8)に対する，

であり、それはある分野で必要な固有技術を活か
すための方法です.車を作るには内熔機関・樹脂・
金属等様々な固有技術を保持しないといけない、

その上に駆使する技術、組織作り、手順作成、教育、
責任権限の明確化などを藍備しなくてはいけない
システムには、よいものを産み出す狙いを持った

仕掛けという重要な要素があります。固有技術そ
rrS09000J 規格とカギかっとを付けているの

のものを認証するのではなくそれを活かす為の方

は総称を意味しているから?示品質保証の (+α)

法論に関する基串が対象です。認証基寧をいかに

は顧客満足、 継続的改善という意味です.あらか

理解し、いかに適応するかはなかなか難しいこと

じめ合意したスペックに合った製品を提供する能

です.品質を通して直接的に製品としてお客様に

力があり将来の保証をする、それを実証し信頼感

提供する価値の媒体ぜあり、ペースになるもの?れ

を与えるととを品質保証だと国際的には理解され

ています。かつて日本では製品サービスを提供す

この品質マネジメントシステムが持つべき要素と
してはプロセス、資源、入、設備、空間、 資金な

るための全ての活動、その手段を品質管理と認識

どいろいろなものを規定している訳です。

3

びこって、組織全体として共通の価値感、知識が

圃QM5モデル

得られなくなるということになります。

QMSモデルが基準であるととによりいろいろな

íCheckJ

f クオリティ j 、すなわちお客

は事態がどう進行しているのか、きちんと事実に

様志向の価値基準・行動原理で考える目的志向の

基づいて判断します。品質管理では íActJ に力

マネジメントシステムは、それだけで品質以外に

を注ぎます。ひとつは、応急処置と影響拡大予防

も充分応用可能なモデルとなり、組織運営上での

に手を打つと同時に、何故起きたのか、早く処理

大きな意義と可能性を持ちます。

できなかったのは何故かを分析することで手段の

理論が出てきます。

fマネジメント j

は目的達成の為の再現可能な方法論の技術と言え

是正も行ないます。これが再発防止です。これら

ましょう。その本質は実現する為の知識、技術を

を回すととによって、フィードパックは各所に入

日常的に確実に使える仕掛けを作らなければいけ

りとみQMSマネジメントが動いていきます。うま

ないことを示しています。『システム」は全体とし

く使えばあらゆる業務においてもっと賢くなれる、

ての狙いがあると受けとめ、どう動かせばいいか

そういう基準になっているというととです。

を考えさせます。 f患いを形に」するとは、目的実

人と組織を賢くする品質管理 :， ot品切プ3

現のための仕掛けの日常的な運営を可視化すると

とです。

‑

.頭の良さ
・目的:目的の理解，目的志向

組織はお客様に製品、サービスを通じて価値を

・図S展:図自民鍋係目目的・手段圏直係

提供するために設立されるべきであると考える。

.本質:本質処置量目本rt適用目一般化・抽象化
.学習:経験1:学ぶ.事陸自11獲得.IiU量

その提供された価値をお客様がどう評価するかこ

a 品質アプローチ

れを品質と呼ぶのであるなら、それは経営におけ

・品質事誕念:目的志向

.方2車検:I!I集関係，目的・手段関係

る基盤であるし、経蛍の目的であるに違いない。
組織が設立される目的は、利益を得るためだけで

・ a回・共ìI張図:漂い分析，ー般化.水平展開
・反省・撮り返り :PDCA. 1lい分析目反省.1tい湾鍔紡Aι 朱然訪比

はなく社会、お客様に価値を提供するために設立

組織的破事i. 政~のための優れた経営ツールのひとつ

されると思うのです。では利益とは何か、利益は
そのような活動がきちんと出来ているかを総合的

この品質管理、品質アプローチというのは人を

に図る尺度、もしくは再生産していくための原資

賢くするのだと思います。目的が分かる、因果関

ではないかと思います。

係を考える、本質を理解する、学習、経験から学

品質とは「ニーズ関わる対象の特徴の全体像j

んでいく、私たちは現場でいろいろ議論する際に

これが今、語りたいと，思っている言葉です。製品

担当者の業務、お客様は誰ですか、仕事のアウト

のニーズに関係することは致命的なことにもなり

プットは誰が使うのですか、などを聞くのですが、

ますので当然顧客志向になります。品質の良し悪

お客様志向で続けていくととが目的志向の考え方

しは提供する側が決めるのではなく、基本的にお

を広めるのだと思います。

客さんが決めることです。この価値観が様々な行

.1509001 のQM5モデル

動を健全な方向に向けると私は思っています。品
質は外的基準で物事を判断する目的志向そのもの
になるのではないかと思うのです。

1809001 の QM8モデル

.PDCA= 目的達成のための活動

a 品賞保証 +a
.品質jiiif (
q
u
a
l
i
t
yassu悶nω)

品質を達成するために PDCA という言葉を使い

品質袈求司匹鳴が満たされるという信頼惨を

捜検することに焦点在当てた品質マネジメントの- ø

ますが、合理的な方法論ではないかと思います。

• +a: 瓢容満足・縫続的改善

rplanJ は目的を決めるだけでなく、重点的に反

•

映され、達成する手段も決めることです。そこに

IS09001 モデルの効用
.組織がfII!lすべきQMSの基重症となりうる

は顧客志向が何処に行くのカ\例えば誰が使うのか、

•

何が望まれているのかを聞く、こうしたものが入

っています。

。 OO(

IS09001 モデルの限界
・線格コンセプト:品質保健を主とするQMS蚕求への遺合
(YS. 主主争力ある緩ぬを提供できる絡事院能力のS量得・向上)

rDoJ は実施のために人材、設備、

・マネジメントシステム:固有技術を有効f重用する方集積としてのマ
ネジメント (VS. 園事軍技鋳)

資金など様々なリソースを準備します。作業標準

・システム寮索:目的達成のための手段に対する寮家事項
(VS. 目的.~自民 exp館協dout∞me)

トレーニングもします。その状況で先に決めたい
ろいろなルールで作業をしていくことが基本です。
うまくいかない時は、違っていると宣言した上で

ところが、 IS09001 の品質マネジメントモデル

ルールを破らないと隠れルールのようなものがは

というのは、結構限定されているということを認

4

識していなければいけません。 9001QMS基盤を

ら要求されたものを将来に亘って生産できる能力

超える 9004があり、更に広く一般的な品質マネジ

を持っていることを認証機関が審査をして公式に

メントがあり経営はそれよりもっと大きいかも知

認めるという能力証明制度です。 2 番目はこの能

れません。品質保証は定義によると「品質要求事項

力証明のプロセスを通して、認証される側の能力

が満たされているという信頼感を提供することに

が上がることを期待しています。皆が努力して地

焦点を当てた品質マネジメントの一部」と定義され

位レベルが上がることを期待しております。 9001

ている。そして信頼感を与えるために、記録を基

認証の中で例えば審査機関の方が有効性審査を「経

に実証すると言っています。これに品質保証より

営の役に立たなければいけない」と言いますが、

は狭い意味での顧客満足と継続的改善、 QMS有効

それは多分、認証②の能力向上を言っているのです。

性の改善を足したものが現在の 9001 のモデルです。

それ以上に本当の主たる目的は能あるものを認知

限定はされているけれども品質マネジメントシス

する制度であるということを忘れてはいけません。

テムモデルの基盤になるものです。しかしある種

それ自体で価値あるものだと思います。認証の結

の限界があり、使う側がきちんと理解していなけ

果を使う人にとっては、能力あるものを選択しな

ればいけない。ひとつは競争力のある製品を出し

くてはいけない状態に陥った時に、選択の質と効

ていくためのモデルではないということです。約

率を上げることができ能力を補給できるのです。

束をした品質をきちんと将来に亘って出せるとい

ですから認証には信頼性が絶対になくてはいけな

うモデルであるのです。次にマネジメントシステ

いものなのです。

ムは中に埋め込まれている内在している固有技術

認証される組織においては当然認証能力が向上し、

そのものではなく、技術知識を使う方法について

きちんとした製品を作るだけではなく、 QMS の意

書かれています。システム要素について目的のた

義から言えば様々な運営能力が上昇するし、ひい

めに成すべきことを言っていますが、その結果と

ては社会全体のレベルアップ、国力増強に繋がる

してのパフォーマンスを上げなさいと具体的に言

と思っています。

っている訳ではありません。でも 9001 の1.1には「全

.良いものへの誘導方法

うな製品を提供するために 9001 の要求事項を使う」
と書いてあるのです。この 9001 の要求事項を満た

良い物、良い方法への統一について話します。

せば「期待通りのものを継続的に提供できる」の

良い方法への誘導、そしてこれでなければならな

ですが、そうなるように「運営していますか」と

いという規制、この二つのことができる全体最適

いう事が問題になっている訳です。すなわち手段

のため統制が必要です。最低限の安心安全な社会

であるシステム要素から方法、手段を理解して運

が担保できるということです。安全で恐ろしいの

営していかなければいけない限界、或いは適用す

は経済性と短期的には矛盾することです。或いは

る側の賢さを求めている基準です。

無知により危険を官す可能性があり、それには規
則が有効になります。一般的に基準には規制によ

.QMS認証制度の本質

り安全、安全社会をつくる機能がありますが、も

っと有効なものとしてグッドプラクティス共有が
あります。誰かが知り得た良いものを全員が知る、

QMS認証制度の本質

誰かが経験し語ったことを疑似体験することで全

-基準: QMS基準(品質保証 +aのための QMSモデル)

員が出来るようになることです。特許や標準もそ

.仕楕適合製品提供のためのQMS
・仕楕適合製品提供に関わる信頼感の付与

うです。共有できるこうした基準を用意しておく
ことによって、社会インフラ、競争インフラの充

-認証①:能力証明 (QMS構築・運用・改善能力の証明)
・顧客・社会

・寵龍組織

取引先選択の質と効率の向よ

実が実現され国の産業に重要な影響を及ぼすのです。

能力の訴求

それがQMS というものであれば、上手に使えば大

-認証②:能力向上(認証プロセスを通じた能力向上)
・認龍組織
.社会

きな効果が起きる訳です。

認証組織の能力向よ

さて一般にいいものに誘導するにはいろいろな

社会のレベルアップ，産業競争力向よ

方法があります。

1 番は市場原理、経済原理です。

ISO を基準にした「認証制度」について考えて

次に提供者の見識と自助努力があります。 3 番目

みたいと思います。ひとつにはQMS基準が存在し

は知識体系です。知識体系を共有することにより

ているということが認証の場合は非常に大事です。

社会全体の能力が上がるということです。 4番目

それを基準にして評価をしている。組織が構築し

としてきちんとした認証により評価に信頼感を得

運嘗している QMS は 9001 基準に沿って、顧客か

られれば更にうまく運んでいけると思います。安

5

「

全に関しては、重要で間髪入れなければいけない

って先程述べたような効果を上げることが可能に

時は法的規制をしなければなりません。

なります。

-認証制度の有効性

.QMS基盤の確立
話は変わりますが、行動への適切'性に関係して、

認証制度の有効性

認証される側の組織がどう向上するかはモデルそ
のものをレベルアップすることになります。逆か

.指針・基準ニーズ
.指針・基準に対する社会ニーズ

ら見て、競争優位、お客様に価値を提供する中で

. =-ーズを満たすのに相応しい，意義・目的をもっ指針・基準

勝っていきたい、そのための品質マネジメントの

-指針・基準の技術的妥当性

維持の仕方を考えてみたいと思います。有効活用

-目的に適合しているのか，正しいのか

については結局のところ基本的動作を徹底するこ

.評価ニーズ

とです。決める、実施する、確認するこれで大き

-評価に対する社会ニーズ(意義，利用目的)はあるか

く違いが出てきます。次は維持です。内部監査と

-評価技術
-評価できるのか，結果は信頼できるか

いう仕組み、サーベイランスという認証機関が審

-公式性

査することで維持することには二通りがあります。

・権威はあるか，正式・公式と認められるか

外圧を活用するという仕組みは、自組織で仕組み

.透明性

を維持するのは難しいですが、 QMS の基盤確立と

.透明性確保，説明責任に有効

いう観点からは 9001 は有用であるし、外部の視点
を導入することはいいことだと思います。

認証制度の有効性を増す為にどうしたらいいか

ということですが、まず組織に認証の指針、基準

国際組織への脱皮、 9001 のモデルがグローバル

に対するニーズがなくてはならないということです。

スタンダードであることは間違いなく、購買の基

次にそれが正しいか。これから 9001 の将来に向か

準としてならば適合を要求することはいいことです。

つて改定議論が始まります。現在 2008 年版の

責任権限を明確化する、管理機能を独立させる、

9001 のシステマティクレビューで有効性と方向(審

管理機能とは「計画し実施する」ことですが、独

査)を決定する見直しが行なわれています。次に

立して決める、実施する、チェックするという 3

評価ニーズ、その基準を公式に誰かが評価する仕

つの機能をお互いにバラバラにして牽制すること

組みが必要かどうかです。次に評価(審査)技術、

もあります。国際的には能力差のあるチームが集

結果が信用できる審査能力です。それからきちん

まったとき、或いは、文化や価値観の異なる人達

と仕組みを整えた公式性であり、それがあると透

と仕事をする場合はこうした方法があり得ると感

明性、説明責任に対して有効になります。

じます。

こうした QMS の便益を受ける関係者はいろいろ

-文書化の意義

います。製品の提供者、購入者、投資・保険・流
通などの支援組織、一般社会、行政などが認証制

文書化の意義

度を上手く使用することになります。

価値を生み出すためにはやるべきことが結構あり

1809000が日本の品質管理に与えた最も大きな衝撃は文書
化であった.組織はなぜその運曽において“文書"を必要とす
るのか.

ます。まず基準は妥当なものでなくてはならない。

•

認証にはいろいろな価値があると考えられます。

次に組織行動の適切性です。免状が欲しいだけとか、

r情報」
-コミュニケーションの主要なツール
.文書の種類と詳細さ組織形態と複雑さに依存して決まる

認証を取得しさえすればいいとか、そういうこと

•

ではなく品質マネジメントシステムのモデルとし

r 知識」
.経験を一般化した再利用可能な知識(形式知)の実体としての文書

て価値を提供することですから、取得を通して更

•

に先行しようとすればまだまだ有効的利用を考え

r 証拠」
.存在の証拠，実施の証拠，規定した肉容の証拠

・手順の存在:手順書，実施の証拠記録，取決内容の証拠契約書

る余地があると思います。認証プロセスは基準に

.品質に関わる組織の能力の実証としてどれほどの文書が必要か

照らして正しいものを選んで制面(審費していく。

文書化する理由は 3 つありまず「コミュニケー

プロセスが適切であるか、具体的には審査員、審
査計画、方法などです。或いは結果に基づいて判

ション」に必要だからです。次は「証拠l として、

定委員会で継続するかの判断をします。次に認証

存在の証拠・手順・実施の記録・契約書などが必

結果を使うということです。もし、認証制度に意

要です。「知識」これが一番重要です。あることを

味があるならば、これらを整備していくことによ

実現するためには、文書化し再利用できるように

6

しておくことで知識基盤になります。

した。製品そのものではなくそれを通してどの様

2000年版は大改定しましたが、

2008 年版は技

な価値を提供しているのか検証し、リピートオー

術的内容を変えずに、分かりにくいところに注を

ダーについても明らかにしようと食い付いてきた

付けたり字句を変えたりした改訂でした。技術的

ベテラン営業マンもいました。 1 年かかりました

なコンテンツは 2000年版で決まったままです。プ

が無駄ではなかったのです。価値提供の為の能力

ロセスアプローチでは、 QMSでどれだけのプロセ

については山ほどありますが、譲れないものは何

スが必要かを定義して、組織で役割をマッピング

かということがわかりました。

してきちんと実施するようにいっています。各ユ

『あるべき姿、組織能力像」です。勝ちパターン

ニットのプロセスについてはインプット、アウト

として自組織ではこういう特徴を持つ、それを考

プットをはっきりさせて、目的を構成するように

えて事業の戦い方のタイプを認識して、現状との

指示しています。顧客満足、継続的改善は日本で

ギャップを埋めリソースを集中させます。

考えられているより、はるかに限定されていますカえ

次にマネジメントシステムの何処に能力を埋め

拡大解釈しでもいいのではないかと思います。

込むべきかを考察しマッピングします。重要活動
は顧客の信用を得るための目的志向で決めていき

.競争慢位のためのQMS構築

ます。これは生きるための競争優位ですからきつ
いことになる訳です。

これは 9001 の社会的価値と有効性からは多少ジ
ャンプするかもしれませんが、 9001 が品質マネジ

メントシステムのモデルでありお客様に価値を提

①製品，願客，価値

供する為の全てのマネジメントであるならば、 10

.顕客 lま錐か?

何年経て、そろそろ本当は何の為にやっていたの

• Æ薦入者・使用者:ギフト商品.建築物. .
. fIIl品・材料(叩きのH翼民銀鱗 -ø昔十.エ1I. .…・・

かを考えてもいいのではないかというメッセージ

. 家電it66 :級車整顧客.流通.サービス.…

です。 2005 年 12 月に JISQ9005 という日本の中堅

袋

企業に対して、品質に追われているように見える

署E示・照明:建築餓計者.&i置業者，ディーラー，婿賞者.…・・

-製品(価値)は何か?

かもしれないがそうではなく自組織の存在意義、

・

i!送象者にとってのトラック

・ セットメーカにとっての窓子宮事66
a アウトソースしたピジネスプロセス

存在価値を追及する為に成すべき強いメッセージ
に関することが記されました。ととで気にしてい

-競合 lま何かク
. 虫色軍駐儀

るのは、競争優位ですが、要は戦略的に考えてい
きたいということです。戦略というと技術的戦略、

・

液晶ディジタルテレビ

市場的戦略、財務的戦略などが並び、それらを全
部査定して品質マネジメントを考えるのだから我々

「製品というよりは価値を提供している」とい

はお客様にどんな価値を提供するのかをきちんと

うことを説明するのにこんな演習問題をやりました。

打ち出さなければならず、またその為の能力をど

地球儀の競合は何か。入学祝いに地球儀が贈られ

う持つのかを考えていかなければならないと思う

ることもありますね、ところが他にも入学祝いは

訳です。

沢山あります。その時、競合になる要素は何か世
界的視野か、回っておもしろいのか、どんな価値

競争優位のためのQMS構築

を提供しているかを考えなければいけません。液

晶デジタルで何を考えていたかというと、少し前

①製品瀬容，価値
‑ 錐(海軍事}に何{製品}を提供しているか?
・

なら液晶・プラズマという方式聞の問題もあるし、

.客i立製ぬのどんな側面(価値)を買って〈れるのか?

②必要能力
その価値健供に必要な銭術i孟何か?

③競争優位要因，事費量成功裏図

価格の競合もあるでしょう。

~
〆

ト

、，

'
.
.
J

あるベき.

重要なことは競争優位での勝ちパターン、自分

ベ

組織能カ像 \ノ

達はどういう特徴を持っているかを明確にしビジ

- 、大~んJ

・

自分の特徴を考えると.どの勝ちパ~ーンをねらうべきか?

・

②のうち.Uit優位.~胃袋成功よ重複な要因1ま何晶、守

ネスモデルを考察しようということです。そのビ

ジネスモデルが成立するためにはどういう能力が
重要かをお話します。

④重点QMS要素，重点活動
③!こ飼わるQMS要素.重点活織は何か?

-競争優位要因、ビジネス成功要因
競争優位、ビジネスエコノミクスと言いますが、

実際に私は、二社のモデルを作るために 3 年程
共同研究をやりました。プロダクトラインは 3 つ

利益を出す源泉、価値提供において勝負を決める

程ありまして、ひとつのラインに 1 年がかかりま

ポイントをいいます。安価な安全担保部品、汎用

7

メントアプローチ」メインタイトルヒ「品質」と
③競争優位要因.ビジネス成功要因

いう言葉は入っていません。「持続的成功J この成

自分の特徴を考えると，どのBちパターンをねらうべ脅か?

功は財務成功ではありません。いや財務成功の為

(%)a)うち， JI争優位ビジネス成功よ重要な要因i主何か?

でもいいですが、お客様は価値を提供することに
よって何かを得ます。そうした価値を提供し続け

- 即ちパターン

ること、その為の方法として品質マネジメントア

勝利の方程式.腸ち方自'ちスタイル.得意な軍事

. 強み. t鈴...保有技術.守イン戸.fT勧織まを生かした.ち方

•

ブローチは重要だと言っております。持続的成功

11ちパターンの考察
・

を成す為には品質マネジメントアプローチが重要

強み・鴫み分析，成功・失R主要因分析，成鈎・失盆分析など

. 強み・・みをもたらした.組自障の特徴・飽力

で良いと示している訳です.そうした意味を込め

・

て物語「青い鳥」に近いものとして見ていただけ

組織の特徴・富島カを考慮した， ~ジネスモデル，顧客価値纏侠モデ
ル.関係者分析

ればと感じています。

. そうして.ああして目 ζうなって，それにあれして.ιラやョて'つ I

9001 認証、その基箪になっているシステムモデ
メカトロユニット、とういう商品を与えられた場

ルが持つ性格、それからとういった認証制度によ

合に何処が勝負になるかについてシュミレーション、

って狙っているところ、勿論選択の質と効率を上

ケーススタディをしてみるとよいでしょう.事業

げるだけではなくて、認証される能力を向上させ

計画からととという部分を明らかにしていくとと

るためにも使いたいと考えます.そういう意義を

も大事だと思います.

ご理解の上審査していただき、 また使っていって
いただきたいと思っております。

モデルに従うだけでは虚しいので、逆転の発想

ご清聴ありがとうございました.

をしようというのがこの分析の基にありました.

それからプロセスの何処に組み込まれるかによって、
担当部署やプロセス関係者の力の入れ方が強化さ
れるのではないかと思います.

国IS09004

:
2009のこころ

1509004:2009のこころ
・ 組織の持続的成功のための遺営管理
一品質マネジメントアプローチ

・ 成功

0
。。

・組織の目的:鳳容に対する〔製品を過した}価値の鋸供
.品買;提供された価値に対する顧客惇価

・成功・鍵供価値1::対する高い解偏， ..'のゴラシド価値向上

マネジメン トシステAに繊bる方へ鳳昆を漂めていただ〈鎗合フォーラA

. 持続的成功

予~?.1ヲヲヲョ量一ラb.

.持続:経営環舗の褒化，、の対応
.縛範的成功:どのような....O;)Jt化にあっても，画書1::商〈

e雪官雪島

評価される凪晶を提供しi即する

・ 晶貫マネジメントアプローチ

ー

. .客志向{目的志向)

I

;大 阪初開 催|

(:船テクノファ/ 網開酉テクノファ共催

内'予定

・システム志向，プロセλ量槌

1
. n叡鴻邸調印ファミリーの改正動向」

平林良人

{線〉テ~.I 77代寝取鱒唱E
回(rc176/盟国本審員

2
. n鋭苅凶1の本賓と肉穆陰嚢の慮鳳度モ音声JJ，J 樋丸典芳医

青い鳥はあちこち回って、自分のところに戻っ

倒ヨ日本謀格‘会晶賓マネジメントシステム・...対応書風企画風

倒3日本竃合性冨定也会技術司直員会副鍾員畳

てきます。身近に案外おもしろいものがあるとい

{鉛日本品質嘗軍学会@嶋有効活用及び膏壷研究島会侮会長

うことです. l
S0
9004:2009 に私達は満足しては

3
. r環柳田園際史渉と園内動向の・新情穂』奮闘敬史民
陪O/'TCØ/I担Cl(t醐マネジ)1. ントシステム3日制tuA

いないのです.乙れは先程紹介した JIS9005:

合開会怯グ リ ーンフューチャーズ 祉長

...予定は夜更止な畠絹舎があります. 障担ほ*ームベー少で怠知らせレます.

2009 をベースに作ったものですが、まだここに参

日時 :2012年4月 25日(水)

考になるものが残っているのではないかと思います。

「組織の持続的成功の為の運営管理J r品質マネジ
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