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【本書の要点】

筆者は企業生活 20 年の後、約 25 年、JMA を中心とした、製造業の改善支援

の活動をしてきました。この中で、TP（総合生産性優秀）賞の審査委員や数件

の研究会活動の幹事を担当させていただいてきました。このような活動の中で、

多くの企業からご相談を受けたり、ご相談をお受けしてきた中に「科学的手法

で顧客満足増強へつなげる対策をいかに効果的に進めるか！」いう対策があり

ました。企業が作った製品を顧客志向で解析して、販売面で顧客価値を挙げる

対策です。この過程では、多くのサービス業の書や著名な方々、また、成功者

のお話しや努力を整理した経緯です。そこで、今回、そこにあった内容を整理

して、「サービス IE」という技術知見をまとめることにしました。

この書は旅行や観光、商店やスーパーマーケット、飲食店、各種イベントや

レジャーランドや旅館など、サービスを専門でサービス業種のアプローチでは

ありません。あくまで、企業がつくった製品に当たる対象にサービス特性を付

加する対策です。また、正解を提示する書ではありません。要は、対象とする

お客様を目前に、お声を反映しながら、科学的な解析を基に、製品へのご理解

と満足度向上の一助にしていただくため対処に限ります。また、顧客を目前に

して確実に成果を挙げてきた手法と事例は、製造業で多くの関係者にお役に立

ってきたという実績を持ちます。このようなことから、読者の皆様には、顧客

満足向上の一助として対策法の参考になれば幸いです。

                2016 年 10 月・吉日（スタート時に記載）

                QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘
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第１章 サービス向上で革命的成果を挙げた企業事例に学ぶ

１－１ サービスとは？活動の在り方の解析

（１）サービスとは

サービスについて辞書などを引くと、一般手には「相手のために気を配って尽

くすこと」とあり、「満足を得られるかいなか？」が評価基準になっているよう

です。この種の内容は海外で食事などをすると、「チップを払い金額で評価する」

という形態を見て、その形を知ることができます。しかし、製造業の場合、つ

ぎのような３つの局面を考慮すべきです。

① 期待度：購入製品に顧客が持つ期待や機能が充足しているという評価

② 満足度：購入後、使用と共に、良さを実感して行く（愛着を得る）

③ リサイクル性：製品の寿命が尽きたり、モデルチェンジにより機能が

顧客ニーズを満たさない状況など、多くの理由で製品を処分せざるを

得ない事態になった時、地球環境に優しい処理が求められる。

では、このような３

つの局面に対して、サ

ービスの位置づけを紹

介したいと思います。

図１-１をご覧下さい。

図の左側に示したマト

リックスは提供するメ

ーカー側と顧客である

受け手との関係を図化

した解析です。サービ

ス対策に取って重要な

ことは、顧客が望む（要

求する）要件を提供

する対策がサービスの基本ですが、人には感情と潜在ニーズというものがあり

ます。これは、受け手である顧客側では未知のニーズですが、企業がその領域

の対象を提供すると「感動を与える」という形で満足を増す対策になります。

これに対し、希望しない内容の提供はムダとなります。PC でもそうですが、過

剰に機能を搭載して値段は高く、作動は遅いものを提供して「あれも、これも

できます」という努力は、顧客からは嫌われる対象です。この種の対策はメー

カー発想とされる対処です。しかし、過剰機能やサービスを他社との製品競争

力の差と考える企業が、今も、ムダだと判っていても社内で重視する例が多い

図１-１ 「サービスとは？」その解析

ジョハリの窓理論の応用
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対象です。しかし、このようなサービス解析（ジョハリの窓の応用）は顧客が

希望しないことは提供しないという対策です。事実、PC 面では、このような領

域に気付き、製品化の戦略と考えたマイケル・デル氏は、居並ぶ、巨大なコン

ピューターメーカーの商圏を突き破って、市場を伸ばしたことは有名な取り組

みがありました（デル社の PC 開発と躍進の経過を解説することにします）。

今や、マイケル・デル氏が創設したデル社の PC は世界シェアーでもトップラ

ンクです（2005 年時点では 1～2 位を争うほどでした）。創業は、学生時代に、

デル氏が自分で手作りした PC を仲間に販売したことがキッカケでした。余計な

機能は持たないため、使い勝手が良く、価格も安くできたことが起点でした。

ガレージで仲間と組立て、注文が入ると、必要機能だけを搭載した PC を販売す

る対策が、やがて、ファックスからインターネットの時代に移り、世界を相手

とした商圏を確保して行きました。今や、この業界では企業競争力そのものを

形成した SCM（Supply Chain Management）という受注～販売方式の確立ま

で現出させ、現在は VOC（Voice of Customers）を生産と一体化させる IT の社

会の一角を築いたお手本の一つです。

メーカーが行うサー

ビスには多くの対象が

あります。しかし、「各

種サービス策が良いか

否か？は売上高の伸長

という形になって現れ

る」とされてきました。

このための企業の取り

組みを整理すると図

1-2 の構成となります。

これは、多くの事例と

共に示されてきました

事象ですが、企業は社

会に役立つ技術を駆使して、市場ニーズに適合した製品化を図るという役割を

持ちます。なお、ここに、時流や各種の制約（規制）が作用します。この中で、

新たなニーズを探りつつ製品化を図る活動が新製品開発であり、顧客ニーズへ

の対応となります。このような構成の中で売れる製品は、①困った問題の解決、

②時流の先端を示す製品化、③流行の３つがあると言われてきましたが、芸能

界の流行や、化粧品、薬剤～占いまで、③の流行は、流行語大賞に代表される

ように、根拠不明確な対象です。さらに、③は、短期間でピークを迎え、忘れ

去られる市場であり、メーカーとしては、余り重視しない対象です。これに対

図１-２ 売れる新製品の条件
（マクロ的なキーファクター）
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し、②に属する、例えば IT の世界では、高機能・大容量・ハイスピード対応が

図れた製品が市場をつくります。このため、技術先行型の開発が顧客獲得に直

結して、市場の伸長とシェアーと収益が左右されてきました。同時に、②は、

サービスのウエイトが低い製品対象です。

これに対し、メーカーで、①は顧客ニーズの内容を製造と販売、さらには、

アフターサービスなどの面で対処する内容とウエイトが増す対象です。そこで、

異業種を含め、この面で多くの企業が考え、対処してきた内容から主な要件を

整理して行くことにしたいと思います。

（２）サービス対策に必要な要件（ガイドとして示されてきた内容）

先の①の範囲では、図１-３の上部に示したように、今や、日本ではメーカー

が提供する製品（商品）は、安全・安心な良い製品を安く、早くお客様に提供

する活動は当たり前という状況です。したがって、この領域において、各社の

差は少なくなりました。

そこで、図の下に示し

たように、売上増を図

るために、多くの企業

が(ｲ)あらゆる面で顧

客の信頼を高め、(ﾛ)ラ
イバルに勝り、サービ

ス面で強化を図り、(ﾊ)
さらなる、信頼と製品

評価を受けて、永続的

に顧客の信頼をつなぎ

止める一手段としてサ

ービスの強化を進め

てきました。そこで、メーカーではこの活動を『マーケット・イン』と言い、

顧客側から企業の活動や製品とサービスを評価する活動を進めてきました。

2016 年上期、NHK でトト姉ちゃんというテレビが 24％もの高視聴率を得ま

した。その主な理由は、この朝ドラを企業人が見たためでした。この放送のモ

デルは、戦後の混乱の中で、『暮らしの手帳』という有名な雑誌を成功に導いた

方の歴史です。注目点は、復興から、好景気に至る時代、白物家電を、この雑

誌社が顧客の立場で製品評価をしたシーンでした。ここでは、メーカーは社内

で製品テストをした商品を出してきたわけでした。だが、例えば、洗濯機を例

にすると、当時の一般家庭では戸外で使うことが多く、このようなテストをメ

ーカーが行ってきなかったことに加え、「多少、安かろう悪かろうでも大量販売

図１-３ サービス活動の目的と基本

提供側

組織における目的：

① 顧客の信頼と数の増を得る。
② ライバルをしのぎ、特徴ある存在と評価を得る。

③ 長期的、継続的な利益の確保につなげる。

売上増はその企業の
商品の良さ（Ｑ・Ｃ・Ｄの
程度）を評価して、買う
という行為で投票
しているのと同じ行為！

従来：売り手が提供する

商品とサービスが商品だった。

従業員も顧客！

映画
故伊丹十三監督作

「スーパーの女」
店員が買い物
するスーパーが
基本となっている

プロフィット
＝金銭的利益

＋
ベネフィット
＝価値を得た
と感じる内容

お客：単なる買い手
顧客：顧みていただける

お客様
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すればメーカーの責務（主婦を楽にする役割）は果たしていると」いった内容

に終止符を打つシーンが番組の終盤のハイライトになっていたためでした。ス

トーリーの中には、トースターの例もありました。1 台で 1 万枚も焼く実証テス

トを長期に渡り行う中で、ある中小企業の評価が雑誌にのり、死活問題となっ

たため、メーカーの社長が雑誌社に怒鳴り込むという事態を演じたシーンでし

た。「安くなければ売れない。我々はぎりぎりで製品提供してきたが、何が悪い

のか？うちをつぶす気か！」というクレームを雑誌者につけたのですが、雑誌

社の女性社長は「顧客に失礼だ！」ということで、製品テスト結果の事実を示

すと、「お前の言うことは一理ある、考えさせてくれ！」ということでした。こ

の企業は良品生産に変身、値は高くなったが、高い売上と共に、会社の評価が

あがり、お礼に来るというシーンが放映されました。このような一連のストー

リーは、「顧客サービスとは何か？」を製品面で訴えると同時に、顧客志向の物

づくりを涙と努力と達成して行く過程でした。

この種の内容は、図中にある、故・伊丹監督が奥様主演で有名になった『ス

ーパーの女』にもありました。この映画が注目を得た理由は、ストーリーが、

単なる「安売りで集客

を得る！」という強力

な大形ライバル店に対

して、図に示した内容

と共に、安値はともか

く、品質の良さを確保

していった結果、「この

スーパーで働く従業員

が顧客である」という、

多くの取り組みが加わ

っていたため、安売り

戦略のライバル・スー

パーを押しのけて売り

上げを伸ばすという実態を示した、というストーリーでした。このため、顧客

志向を重視したサービスを図るサービス業の中に、「採用者にこの映画を見させ

た後、採用への取り組みを文章で提出願い、試用期間の活動を見て採用を判定

する」という活動がありました（この採用試験が一般化したことがありました）。

このような例を含め、多くの製造業では、異業種からサービスの技術やノウ

ハウ学ぶという活動が今も盛んです。そこで、「サービス専業から学べ！」とい

うことで有名な東京ディズニーランドの活動を紹介することにします。

図1-4 映画・スーパーの女（伊丹監督）が示した
サービスの要点

『スーパーの女』で示した主要点
① リ・パックはしない。
② 誠意ある製品を販売
③ 従業員を顧客にする！

サービス業の採用試験への活用

映
像
を
見
る
！

採否 判定

【筆記試験】
仕事に取り組む

姿勢を文章化

面接と
実践テスト
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東京ディズニーラン

ド は リ ピ ー タ ー が

90％を占め、収益性も

高く、アジア各国から

の訪問客が多いことで

知られます。図 1-5 は、

多数の書で紹介されて

きた要点を筆者なりに

まとめた図です。具体

的なサービスの例とし

て、例として、子供さ

んがゴミを落とすとど

こからともなく現れた

スタッフが、踊りを交えたパフォーマンスと共にゴミを掃除する。この行為を

見て、単なる楽しさだけでなく、ゴミをポイ捨てした子供さんが、ゴミを捨て

る恥ずかしさを反省して行くという教育効果まで生じるという有名な内容があ

ります。このようなサービス活動は図に示した良い設備、良いサービスとマネ

ジメント活動、良い技術スタッフづくりという活動基盤を基にしたものと紹介

されてきましたが、図に示したバックアップマネジメント活動の一環です。な

お、この種の活動は従業員の相互交流から生まれたそうです。皆様ご承知のよ

うに、ディズニーランドは米国のウオルト・ディズニー氏が産みの親であり、

米国が発祥ですが、東京ディズニーランドで行う、この種のサービス活動は米

国のコピーでは無いそうです。このような、アンダーグラウンドがあって、先

に示したような、サービス活動が生まれ、この種の肥料に当たる、心に響くサ

ービス活動と各種の装置、イベントなどが信じられないほどの集客とリピータ

ーの数値を維持してきたとされてきました。

東京ディズニーランドのサービスは、この種のパフォーマンスに限られませ

ん。3･11 で知られる東日本大震災時、東京ディズニーランドがある浦安で、津

波被害は無かったのですが、震災と液状化の影響がありました。地震発生が 16：
46 だったため、ここには多大な訪問客がおられた状況でした。これまでに、東

京ディズニーランドでは、準備していた BCP（事業継続計画）を発動すると共

に、次のような活動が実施された結果、全員が無事帰宅となりました。また、

この取り組みは快挙という評価を受けました。この例は、産業界では、「流石、

サービス専門業が行う行き届いたサービスである」受け取った有名な話だった

ので、ここに紹介することにしました。

図1-5 ディズニーランドに見る
ハイ・リピーター率維持の要点

顧客満足

木を植え、

育てる

活動

【必要要素】
① 良い設備
② 良いサービスと

マネジメント・改善
の活動

③ 良い技術スタッフと
良いマネジメント

（チームワーク）

【バックアップ・マネジメント】
① 良いマナー対応と

ホウ・レン・ソウ
（報告・連絡・相談）

② 良い事前検討と
計画通りの進行

③ 良い反省と
更なる技術向上
（メモが大切）

肥料となす

１、ポリシイ？

ビジョン？

２、一流比較？

評価と

ベンチマーク

３、達成

ストーリー？

総論→具体論

Wanted!

© QCD Shigehiro Nakamura 5
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2020 年の東京オリンピックでは「おもてなし」がキーワードとして脚光を浴

びました。このためか？経済産業省は 2015 年 11 月 22 日に「おもてなしクオリ

テ―の標準化」を提唱、日本品質管理学会とサービス学会、日本規格協会が小

売りや飲食、宿泊などのサービス業の業務標準化に乗り出す例などの活動が盛

んです。しかし、ここでは、一応、この種、専門サービス業の活動を横目にし

て、以下、メーカーとして、目前にしたお客様に対し、参考になりそうな要件

を整理してゆくことにします。

（３）メーカーにおけるサービス品質向上の意義

製造業においては、

総合的に製品の良さが

あってサービスを付加

する対策が図られるべ

きです。そこで、「どの

ような要件がサービス

なのか？」について整

理することにします。

一般論で恐縮ですが、

図 1-6 はメーカーにお

けるサービス要件を整

理したものです。
図1-6 世界にお手本となる顧客満足の物づくりの構成

モノやサービスを
創造～実現する

喜び

お客様へモノや
サービスの良さ
を示す喜び

モノやサービスに
触れる
喜び

つくる＋提供する喜び 売る誇りと喜び 買う～使う喜び

【望まれる活用の要点】

① VOC（Voice of Customers）: 変化する社会環境と経済の中にあって、

ブレずに、あくなき、知恵と工夫、技術を駆使して・・・物づくりを探求
② 品質＋納期＋原価（財務・収益直結型）対策の総合した展開

③ 方針を貫き、関係者にお手本となる物づくりと企業活動の展開

改正されたISO9004:2009の主要ガイド事項

© QCD Shigehiro Nakamura 7
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この図の要点は、まず、①お客様が期待する製品実現です。②この内容を顧

客に正しくご理解願うためにプロモーション活動の一つがサービスに位置づけ

られます。③このサービスが関与して、物やサービスに触れ、購入後の満足度

の向上になって行くという構成がサービスの位置づけとなるはずです。このよ

うな要件を満たすため、図の上枠に記載した VOC、品質を始めとした納期と対

策、そして、サービスを含めた企業活動に方針を定めて、各種活動があるわけ

です。では、このような活動がどのような成果につながるか？といった内容を

紹介することにします。

図 1-7 をご覧下さい。

国の違いを問わず、品

質＋価値あるサービス

の強化はメーカーにと

って販売を伸ばし、永

続的に収益を確保して

進展して行くために不

可欠です。このような

対策が米国でレーガン

大統領の時代にありま

した。「なぞ解きは先例

に学べ」という方式が

この種の対策に有効

です（学者や評論家の意見に勝るアプローチ、ここには、戦略と理論を実践し

た結果があるための選択となったわけでした）が、この対象に、日本の富士ゼ

ロックス社が選定され、企業におけるノーベル賞的な位置づけをした MB 賞を

つくりました。その結果、米国では賞の取得と共に、多くの企業が MB 賞に定

められたベンチ・マークの向上に努めました。図 1-7 表の⑦に示したように、

この取り組みの重点は顧客満足です。この時まで米国のメーカーはプロダク

ト・アウトという言葉で代表され活動でした。この方式は「メーカーの専門家

の知恵を集めた製品を買わない顧客はおかしい」という考え方でした。しかし、

MB 賞のスタートと共に、マーケット・インという構造に切り替え、顧客のお声

を重視する活動に変革しました。その結果、不況で苦しむ 1980 年代に、MB 賞

取得企業を中心に収益の大幅な対策が進み、1990 年代に、当時の不況脱出に大

きい貢献を果たしました。

その後、顧客志向は ISO9000 シリーズでも重視され、改訂に伴い、変化しな

がら、サービスの重要性を QMS（Quality Management System）の中でも、

重視する多くの規定を定められました。

米国の企業と経済建て直しのためレーガン大統領の時代に、世界中より米国に最も
向く、また、目標にすべき例の調査と課題の整理を探索した。参考にしたのは1985年
ヤングレポート、 日本のゼロックス社が当時は題材になった。

① リーダーシップ

② 情報分析

③ 戦略的品質計画

④ 人材活用

⑤ 製品・サービス品質保証

⑥ 品質実態

⑦ 顧客満足（ＣＳ）

９５点

７５点

６０点

１５０点

１４０点

１８０点

３００点

合 計 １，０００点

評価７項目 最低６００点以上が受賞対象

高品質＋ＣＳ

MB賞 （ＭＢ：マルコム・ボルドリッチ氏の略称）

図1-7 ＭＢ賞のベンチマーキング

© QCD Shigehiro Nakamura 8
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１－２ サービス改革で短期間に顧客獲得と企業変革を果たした事例に学ぶ

ここから、サービス対策の効果の例を示すため、個別企業の取り組みを例示

して紹介したいと思います。

（１）ダイキン工業における CS 対策と躍進

2000 年頃、バブル景気崩壊に伴い、多くの企業が収益悪化を訴える中、ダイ

キン工業は VOC 対策を進めました。その結果は NHK が特集するほどの内容で

あり、顧客本位という形で、お客様のお声を直接お聞きするという内容でした。

図 1-8 にその一例を

紹介することにします。

ここに示した事例はオ

フィスなどで使われる

業務用エアコンに対す

る事例です。他社同様、

ダイキン工業でもコー

ルセンターがあり、顧

客の声をまとめて新製

品開発に活かしてきた

わけでしたが、井上社

長は、新製品開発技術

者達に「実際に町に出

てお客様のお声をお聞

きせよ！」という命令

を出されました。「わが

社の技術者達は、とん

でも無い高度な製品を

作るが、お客様のニー

ズとは無関係！」とい

う内容でした。この命

令により、直接お客様

のお声をお聞きすると、

一番目は「不況なので、

値段を下げて欲しい」。

2 番目はサービス体制

の強化、3 番目に「ランニング・コストを下げるべき！」という要求が多い状況

でした。そこで、ダイキン工業は 2 番目の対策に対し、エアコンに保全管理素

子を装着して、故障の前兆が現れた時に対処するというサービスを展開しまし

図1-8 ダイキン工業のエアコン用モーターの改善

磁石挿入式

社長の言
「研究室であれこれ考え
新製品をつくるのは良いが
お客様の声を直接聞け！」

「ランニングコストが

高いので何とかして

欲しい！」という意見

が第２位だが、意外

に大きい要求だった。

新型モーター

で60％も電力削減

40％の電力低減目標を

立てて研究開始

1年後

‘９５ ’９６ ‘９７ ’９８ ‘９９ ００年

28

万
台

25

22

60
％省

エ
ネ
達
成
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ダイキン工業の事例

うちの技術者は自分たちの考えで

技術的にはとんでもないものをつくる！
ところが、顧客のニーズにあったものか？

と言うと必ずしもそうではなかった。

そこで、直接、現場を歩いて声を聞け！

と言って製品開発を行ってもらった。
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た。具体的な施策は、ダイキン工業の統括部署で、販売した全エアコンのラン

ニング状況をつかむ。異常を感じたらお客様と連絡を取り、故障前にメンテナ

ンスをするという対策だった方式です。すると、メンテナンス・サービスだけ

で 6,000 万円/年の収益を得る位置づけと共に、顧客の信頼を大きく高めました。

加えて、図に示した取り組みはランニング・コスト低減のために行ったモー

ターの省エネです。当時、地球に優しい商品への機運が高まっていた内容も関

与したわけでしたが、当初、40％のモーターの電力低減目標に対して 60％もの

低減を 1 年以内に達成させました。その結果は図のグラフが示す通りです。注

目すべき点は、まだ不況という時代背景にも関わらず、1996 年時の売上を超え

る V 字回復を果たしたという実績です。この例から、「顧客のお声を直接にお聞

きする」という対策は VOC の基本中の基本ですが、いかに大きいかが判ります。

【筆者談 1】バルブ・メンテナンスをサービスが生んだ新製品と売上増

これは、筆者が企業に在勤時代の事例です。石油プラントを始め、化学装置

産業では多くの配管とバルブを使っています。1980 年に始まったオイルショッ

クに伴う不況時、バルブを製造・販売する部門が急激に販売と収益を落としま

した。この時、筆者は製造現場の改善の支援をしていたわけでしたが、改善効

果をどのように積み上げても黒字化は無理でした。加えて、製造現場では売上

低下に伴い仕事が無い手空き状態で、人的にかなりの余剰を抱える状況でした。

そのような時、「どうせ、手が空いているなら、近隣の化学プラントのバルブ・

メンテナンス・サービスをしよう！」ということになりました。お客様は近隣

の四日市です。しかも、生産の手薄な時にバルブのメンテナンスを行うわけで

すが、人手がとても足りない状況でした。

そこで、このメンテナンス応援を始めると、単に顧客サービスという支援以

外にバルブが老朽化する個所や他社比較が明確になって行きました。このため、

現場関係者と研究開発者が一体となり、製品改良を進めたわけでしたが、メン

テナンス性と共に、他社をしのぐ新型バルブの具体化まで進みました。そうな

ると、不況でも新製品は売れます。また、お客様間の口コミもあって不況を跳

ね返す販売増が加わりました。このような体験から推して、筆者は、製品対象

や取り組みの差はあっても、ダイキン工業が行った「直接お客様のお声をお聞

きする」という対策の重要性を理解した次第です。

【筆者談 2】英国の空港用ケータリング設備販売企業の VOC 対策

1995 年代頃、筆者は英国の Productivity 社の要請を受け、TP マネジメント

（Total Productivity Management）の普及の研修を行っていました。この中で、

空港用ケータリング設備を製造～販売を行う企業の直接支援を行っていました。

TP マネジメントは経営目標を定め、全員参画で経営改善を見える化対策した図

と共に進める対策であり、ここでは CS や VOC 対策を重視します。このような
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時、設備サービス部門から、①お客様の設備故障時に緊急呼出しされる。②短

時間での緊急対応のため、社内では多くの人数が待機しているが、足りないこ

とがある。加えて、ほとんど仕事がなく暇である。③緊急時の出張費がかさむ、

④お客様は突発故障に備えてバックアップ機をお持ちだが、緊急時、航空機に

食事を搬送できるが、ムダな投資と設備の保管場所も必要になっているので、

困っている。⑤お客様の設備故障が読めない、などの問題点があがりました。

TP マネジメントでは、このテーマを重視しました。顧客対応と、この企業の

損失だけでなく、お客様視点で見ると、いつ故障するか判らない設備に頼る航

空サービス面の問題が生じかねないという不安までが関与したためでした。そ

こで、対策を検討したわけでしたが、先のダイキン工業の対策と同じく、「お客

様の設備にモニターリング装置を設置しよう」という策が採られました。実際

した結果、(ｲ)この企業の中央管理室が販売した世界の機械の状況が判るように

なり、(ﾛ)故障前に計画を組み、空港を訪問するため、突発故障時のようなクレ

ーム対応はなく、お客様の方でも余裕を持った対応となりました。(ﾊ)当然、突

発故障のため、企業側の待機はなく、お客様側でも、突発故障の懸念がなくな

った効果、売上と収益は 1.5 年で 1.6 倍化しました。

この例はダイキン工業の事例発表以前に行った例です。また、筆者は、この

ような経験をしてきたため、「ダイキン工業の取り組みがお客様も、強力なサー

ビス向上という効果を得る」ということになったのではないか？と思いました。

（２）JAL 再生の快挙

旅客機を駆使して仕事をする航空業界は、一時、格安競争が激化した結果、収

益悪化に至る企業がありました。このような中で、国も参加して会社公正法の

基、京セラの創業社長である稲盛氏が担当した JAL はたった 1 年で再生を果た

しました。それまで、従業員の皆様は、「自分の持ち場である責務を果たしてい

れば顧客ニーズにも十分応えている！」と自負していたそうですが、「顧客志向

の視点で全員が一体となって行った行動が評価を受けた」そうです。そこで、

読者の皆様には、VOC の視点と活動の在り方という視点で、JAL 再生からサー

ビスの扱いを知っていただきたく、JAL で実施していった要件を整理すること

にします。なお、その前に、JAL で行われたサービス要件は、JAL に限った特

別な内容ではありません。すでに、航空機業界では周知の対策内容ばかりです。

そこで、JAL の対策を紹介する前に、その種の内容を記載することにします。

① スカンジナビア航空の取り組み

スカンジナビア航空は 1980 年 800 万ドルの赤字でした。この時、37 歳のヤ

ン・カールセン社長が就任されたわけでしたが、就任と同時に、カールセン氏
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は、次のような方針で従業員に仕事の在り方を説明しました。

「石をレンガの大きさに切っている石切り工がいた。仕事は毎日単純、重労働

の石切の繰り返しである。「何をやっているか？」と A 氏に聞くと、「ご覧のと

おりだよ、家族を食わせるためにやっている。・・・」というやる気のない答え

だった。だが、もう一人同じ仕事をする B 氏に同じ事を聞いたところ、今度は

「俺のやっている仕事は素晴らしい仕事なんだ。近くにできる町の大聖堂の外

壁に俺の切っているレンガが使われるのさ、・・・」と目を輝かして答えてくれ

た。この精神で仕事を見直して欲しい！」加えて、「毎日、似た仕事の繰り返し

に近い仕事をする方が多い製造業でも、「これは、何のため、誰のために仕事を

しているのか？」という問いを知って行動するか否かで企業における活動意義

が変わってくる」従業員に対し、このように判り良い説明の後、カールセン社

長はスカンジナビア航

空の立て直しに入った

わけでしたが、最初に

｢ビジネス客のための

世界最高の航空会社に

する」方針を立て、従

業員の全ての行動の変

革を進めました。実施

した内容の主な事項は

図 1-9 に示した内容で

す。(ｲ)国際観光協会の

出張は停止、(ﾛ)日本人

の観光ツアー獲得も

止めた。逆に、(ﾊ)ビジネス客に焦点を絞り、新企画を展開した（自動車電話で

チェックイン迅速化などを進めた）。このような一連の対策で、ここでは見事赤

字をクリアーさせました。以上、この取り組みで我々が重視すべき点は、各種

サービス対策に加えて、「対象顧客の明確化」です。

② ANA における CS 対策

筆者は多く方から「ANA は国の支援なしで JAL に対応してよくやっている」

いうお話しを度々お聞きしてきました。そこで、ANA におけるサービスについ

て調査しました。その結果を図化した内容が、図 1-10 です。では、簡単に解説

を加えることにさせていただきます。「かつて、ANA では CS を重視する活動方

針を従業員に提示してきました。しかし、お客様に十分な理解を得て活動する

内容になっていなかった」と紹介されています。ANA では、経営陣がこの問題

図1-9 スカンジナビア航空の再生に伴い
明確化したCS対策事項

企業の姿勢と行動規範

【誰が企業の顔か？】

① 顧客と直接接する人

② アルバイトでも派遣

社員でも、従業員でも

誰でも顧客にコンタクト

する人は企業の代表

③ どんなに立派な会社

やトップがいても、顧客

に接する人の行動が

ＣＳの対応でなければ

その企業のサービス

展開は失敗する。

企業の姿勢として明確にすべきこと

① あなたの会社のお客様は誰なのか？

② お客様はどこにいて、

何を望んでおられるのか？

③ 顧客があなたの会社に求める価値は

一体なんなのであろうか？

④ 何を持って、お客様は満足と感じるの

であろうか？

⑤ 以上の分析に立ち、あなたの会社は

何を行動規範にして、具体的に顧客に

価値を提供しているのか？その評価？

誰が、いつ、どのような方法で行動規範を

現場で実現してゆくのか？その教育と達成

レベルは？

© QCD Shigehiro Nakamura 11
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を徹底討論した結果、

図に示した『大いなる

安心』という表現でま

とめたそうです。この

意味は、航空業界では

絶対条件である安全飛

行とサービスを一体化

して進めるという内容

です。この方針（活動

理念）の設定後、プロ

ジェクトチームを編成

して、その具体的な行

動内容の検討に入った

わけでした。その具体的な対策内容は、図の右側に記載した、徹底的な顧客に

対するサービス要件の明確化でした。また、ANA では、因習・抵抗勢力という

表現で記載していましたが、整備部門、客室部門、パイロットが「自分の専門

業務を真面目に行えば、CS は満たされている」という思想から脱皮して、図の

右下にある顧客の立場に立って仕事を見直して行く行動に変化していったそう

です。ここで、「筆者が何を説明したいのか？」を記載すると、「これから解説

する JAL 改革は既にスカンジナビア航空や ANA が行ってきたレベルに到達し

たことが、顧客に評価され、集客を果たしたという内容である」という点です。

このことは、先に、ダイキン工業が V 字回復した取り組みの事例と同様です。

どの企業でも、サービス充実という対策に当たっては、(ｲ)顧客が誰か？を知っ

て、(ﾛ)真のニーズを顧客になった視点で見直し、(ﾊ)顧客満足が実感できる項目

と指標、対策を立てて実施することす。また、このような対策がお客様に正し

く評価されると、サービスの価値を集客～売上、利益増という形で従業員が努

力を確信して行くという内容になります。では、ここまで記載した内容を証明

する形で JAL の取り組みを解析して行くことにしたいと思います。

③ JAL 改革

JAL 改革は、稲盛氏の社長就任で革命的な成果を挙げました。ある意味、産

業界では、日産自動車のゴーン社長による改革に次ぐ快挙という評価でした。

では、その中身を見て行くことにします。

図 1-11 の上部をご覧下さい。このグラフが JAL 再生の過程です。この経過の

中で、残念なことに、JAL の株主は株券が紙くずになりました。大変な被害を

与えたわけでした。また、多くのリストラ策の投入（不採算航路のカットなど）

図1-10 ＡＮＡの改革に効果を発揮した時の図

バブル崩壊で赤字転落
・リストラ断行
・本業であるサービスの

増強による集客で利益確保

プロジェクト委員会が設立され活動に入る。

① サービスに関する情報の収集・調査及び分析・評価
② サービスに関する社内総括業務
③ サービス向上の支援

この三本柱で５年余りの活動を進める基軸とした。

ＡＮＡ文化が関与する因習：抵抗勢力の存在

① 整備部門：私は安全を担当しています。これで
十分に役目を果たしています。

② 客室部門：私はサービスを果たしているので十分！
③ パイロット：私は安全な運行が義務であり責務は

十分！
安心、安全、サービスが基本という理解は十分！として、

お客様の真のニーズに応えていなかった？

笛吹けど踊らぬ活動だった 対立

飛行客が求めるサービス
① 離着陸は大丈夫か？
② 席は取れるのか？
③ チェックインはスムーズに

行くのか？
④ 自分の荷物がミスなく早く

出てくるか？
・・・Ｎ ホテルの予約は？・・・

安全 ｻｰﾋﾞｽ

安心

大いなる

活動を変更

大いなる
安心＋安全＋

サービスで。活動が
変革、集客と利益増大へ

対
立

© QCD Shigehiro Nakamura 12
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や JAL 退職者に対す

る恩典なども消えまし

た。このような環境で

JAL の再生が発足し

たわけですが、再生計

画は企業再支援生機構

の関係者により各種の

再生策が下され、同時

に、下に示した図のよ

うな戦略を展開する形

で収益が出る企業に再

生化して行く企画が作

成されました。これは、

稲盛氏が社長就任され

る前段の処置です（こ

の詳細は引頭麻実 著

「JAL 再生」2013 年・

日本経済新聞社発行の

著書に詳細に解説され

ています）。このような

構成は、企業再生支援

機構を作曲に例えると、

稲盛氏は音楽の演奏者

のような立場になりま

す。要は、出来上がっ

た再生計画を的確に

演奏して行く役割ですが、ここに、盛和塾という中小企業集団のご指導もなさ

ってこられた稲盛氏への期待は絶大な期待が寄せられました。しかし、製造業

の中での豊富な経験をお持ちの稲盛氏としても大変な仕事でした。このため、

この任を阿部首相から要請され受けるまで 1 ヵ月を要しました。加えて、今ま

でこの面に意識をおいていない航空サービス業界の従業員の活動に対し、自ら

CS 対策の重要性を気づいていただき、リーダーとなる方が自主的に活動して企

業文化まで変えるという活動を進めて行く対策は多くの苦労があったそうです。

先の解説したように、CS 面で、スカンジナビア航空や ANA の活動がありまし

た。しかし、大規模で活動形態が全く異なる JAL の従業員の方達が、仕事に対

する考え方と行動を 180 度変える意識改革行い、1 年で黒字転換させるという

JAL再生に投入された収益向上施策

短期的な収益向上対策

に関するアイテム
１，航空機機種数の削減

（乗客率とのバランス）
２，不採算路線からの撤退

３，航空運送事業の効率化
４，機動性の高い組織編成

への移行
５，施設内の各種ムダ排除

６，大幅なリストラ（人員削減）
７，人件費削減と福利・厚生

費用の削減（制度改革）
８，各種経費類の削減

中期的な収益向上対策

に関するアイテム
１，効率の高い小型機への

切り替え（ﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ）
２，運行子会社の構造改革

３，パートナー企業の連携
（ｱﾗｲｱﾝｽの積極的活用）

４，老朽化ITｼｽﾃﾑの刷新
５，公訴考課（税や補助金）

の見直し

企業再生支援機構による支援 ２００９年
JALの倒産による社会的影響が大きいため対応

１，事業者、債務者である金融機関からの事前相談
２，資産・債務の調整

３，事業再生計画の策定の後、
４，機構の支援が決定された。

その結果、資金繰り面で3500億円を出資した。
この資金は2012年の再上場と共に、回収された

短
期
的
な
対
策
を
早
急
に
進
め
た

外圧により実施可能になった事項

JALの大変革に対する内外の理解（組織的な影響）
① 既得利権の排除（過去のしがらみから生じる負のコスト等削減）

② JALの社員の意識改革（大改革への心情的な納得）
③ 株主責任の明確化（株は単なる紙切れとなった）
この対策と共に、再建プランが決まり、稲盛氏に委託

JAL改革で大きく変化した主要な指標
2008年 → 2011年 削減率

機材数 ２７９ ２１５ －２２．９％
国際線 79,576 → 43,036 －４５．９％(ASK)
国内線 49,167 → 35,523 －２７．８％(ASK)
売上高（億円）19,511 → 12,048 －３８．３％
負債（億円） 15,539 → 6,737 －５６．６％

営業利益（億円）-508 → 2,049 黒字変換

図1-11 JAL再生・稲盛改革に見る短期赤字脱出の経過

－1,337

－3,380

－2,017

－981

－201
367

642 641

億
円

稲盛氏の改革

2011年度5月18日連結で
1,884億円の営業利益を

創出し、現在の安定域に

入り、再上場となった。

2010年1月受諾

実績
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快挙を果たされた活動は稲盛氏の手腕に他なりません（この詳細は、先の書や

今まで放映されてきた映像などをご覧願うことにし、以下、ここでは、その実

施内容の要点と施策だけを紹介することにさせていただきます）。

図 1-12 の上部はこ

こまで解説してきた対

策の要点です。JAL の

従業員が持っていた誇

りや、一種のおごり、

また、常識的に行って

きた仕事は収益悪化と

再生処置という局面で

反省すると内部指向的

な思想の実践であった

と総括されます。稲盛

氏が活動される前、こ

のような活動が経営に

おける組織的な活動を

実践する中で CS を無

視する形態になってい

ったと言って過言でな

い状況でした。このた

め、図の下に示したよ

うに、稲盛氏は三つの

重点策を投入しました。

特に重要な内容はフィ

ロソフィの変革です。

この対策には、改革の

キーを握るリーダー

クラスの方達に、50 時間にものぼる教育を進めました。また、稲盛氏は、リー

ダー研修を外部に丸投げするのではなく、タウン・ミーティングそのものと言

った形で、とことん、膝を交え、酒を酌み交わしながら胸襟を開いて、重点教

育内容を話し合って被教育者ご自身の活動内容にする（中小企業を支援されて

きた盛和会でも行ってきた方式）という対策を重ねました。このような対策の

後、JAL の関係者が行った活動の良否は、JAL に取り入れた『アメーバー方式』

で即座に判ります。事実、テレビ報道のシーンのひとつに、これから飛ぶ機を

操縦する主パイロットの方が乗客の子供さんに声を掛けておもちゃを渡しなが

経営組織面での欠点
①現場では経営参画意識が乏しかった。
②顧客視点に立った活動が売上高の

増強と利益につながるという視点や
解釈が薄かった（サービス業の基本）

③改革のリーダーが育っていなかった。
④組織間にまたがる問題や

コミュニケーションを図るリーダーが
いなかった。
⑤ 努力した内容が金額

効果として、JALに
どのように貢献するか？
全くわからなかった。

JAL改革に必要とした変化の要件

JALで常識的に行ってきた事項
① 日本の国旗を背負った航空会社は保護され倒産は無い（誇りのような過信）
② 採算意識はなく、収益は本社が勝手につくるものであり、現場の実務とは

無関係、「安全上、メンテナンス部品は新品で無ければならない」という
風習が仕事の骨子であり、実情分は行わず、収益責任もなかった。

③ 縦割り組織で、自分の担当の仕事のプロが一流と考え努力してきた。
このため、他部門は別会社という扱いで交流は無かった。

④ 各種の顧客サービスに関する応用動作より、マニュアル順守が本業だった。
⑤ 以上の内容が文化となり、現場が収益を稼ぐという発想も行動も無かった。

稲盛氏がJALに投じた内容
① 共に語るフィロソフィ
② 良いサービスを

探し、共有する活動
③ やったことの良し悪しが

数値で判る仕組みづくり

リーダー教育

で意識改革

CS重視の一体感づくり

リーダー研修

研修担当：太田嘉仁専務の使命
① 研修機関（外部）丸投げの

マネジメント教育はしない。
② 自分で学び、考え、仲間と

真剣に語る実務テーマ方式
③ 役員全員がもれなく受ける。

研修の内容

① 経営12箇条
例：事業の目的、意義明確化

売上最大、経費最少・・

② 会計7原則
例：キャッシュベースの経営

ガラス張り経営・・・
③ ６つの精進
例：誰にも負けない努力

反省ある毎日、・・・

JALフィロソフィ

経営活動の約束として設定
① お客さまに最高の

サービスの提供
② 企業価値を高め社会の
進歩発展に貢献する

変革した内容

① 自由闊達な活動風土と
してきたが勝手バラバラ

② グループ全員にﾌｨﾛｿﾌｨ
教育を進めた後、各種の
具体論を実施開始

③ 稲盛氏が自ら現場へ
会社の実情と、ご自身の

役割などを直接現場の
関係者に伝えた。

部門別採算制度

アメーバー経営の投入

① 経営企画本部が策定した
経営予算に各部門責任は

なく、無頓着だった。
② 実績収集に時間が膨大に
かかっていた。

変革した内容
① 原価責任の明確化の

ため、組織を改革した
② 各種改善の効果と貢献
値が即座に判る方式を

具体化させた。
③ 日々、キャッシュフロー

の状況把握を可能にした。

JAL再生の基盤となった要素

図1-12 JAL再生に稲盛氏が投入した三つの重点策

© QCD Shigehiro Nakamura 16
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ら「これから私がこの飛行機を運転するのでよろしく！」と言うシーンがあり

ました。さらに、飛行中「今日は天気が良く、富士山が最高の展望です。・・・」

というシーンもありました。書を見ると、これらの行為が確実に顧客増加につ

ながったことが記載されていますが、筆者も、JAL に乗って、この内容は実感

した次第です。

【筆者体験談 3】中堅の航空機会社の改善体験の紹介

JAL 改革が開始される頃、期せずして、半年に渡たり、中堅の航空機会社の

サービス改善を支援していたので、その経験を紹介させていただくことにしま

す。依頼の要件は、当初、社内のコミュニケーションの改善でしたが、しかし、

支援直後に、顧客に大

きな迷惑を与える事件

が起きました（図 1-13
の上部に示した内容）。

なお、図の下に示した

対策はその一例です。

この問題は、整備面の

コミュニケーションを

中心としたトラブルで

した。だが、これに付

随する多くの問題があ

り、CS 面からの対策

を含め、キーマンを中

心に、教育内容を波及

する方式で対策に入り

ました（その主な要件

は右の支援内容の項目

に示す通りです）。CS
対策を中心にした対策

は、図の下に示した事

例解析を題材に問題の

発生防止を図ることが、

ヒューマンエラーやコ

ミュニケーションの対

策には最も効果的です。

また、この問題に対する解は図 1-14 のようになるわけですが、F 社では、産業

【事例】 中規模空港（F社）
2011年6月～12月

全国に航空網を持つ中規模航空会社は大企業からの転入者が多く、意識改革とLCA対策の
ため、専務（オーナー社長がいるため、実質的には社長職）が早急な体質改善支援を依頼、対応した。

① ニーズ把握から支援研修具体化の経緯：
最初の支援依頼内容は、一般的な組織改革内容だったが、

相談中に航空機整備問題で企業が持つ、多くの問題が露呈した。
このため、キャンセル便が発生、LCAが叫ばれる中で早急な顧客
信頼回復のため、起こった問題を題材にキーマン育成強化となった。

まずは連携

整備力強化

② 成果： 2011年12月には全員参画体制が出来上がり、各種対策成果

があがったため、支援を終了

③ 支援内容(実務研修）：
整備部門キーマン7名を「7人の侍」と定め、実際に起きた整備トラブルの

解析手法を通して再発ゼロ対策を図りつつ、組織と管理体制の強化を進

めた（部長クラスはオブザーバーとして部下に問題解決の全てを一任）
(1) 物理現象解析による航空機トラブルゼロ化策の策定
(2) ヒューマンエラー対策防止対策による組織間の溝の対策

(3) コミュニケーション対策と見える化による「問題未然防止システム」
の構築

(4) 全員参画(アンケート）を用いた、F社の問題全てを洗い出し、
見える化改善をスタート

目に見にくい問題の対策と、ボトムアップ改善を積極遂行する環境が
整ったたというフィードバックと共に、支援は終了した。

発着停止～返金や
宿泊手配など発生！
乗客に大きな被害

謝罪・・信頼失墜

図1-13 A空港における整備遅れ～運行キャンセル問題

以下の事例はある飛行機整備時の事件です。この事件は雪のふぶく中、A空港で旅客気にアラーム

が出たことが、最初の事象でした。このため、現地の整備関係者が本部（遠地）へ必要部品を手配。
本部では部品を探して届けたが、左右を間違っていた上に、取り付け工具（特殊）が無かったので、

再度手配。この時点では、送れるが出発可能と考え、A空港では整備員が泊まり込みで待機した（10時
発着の最終予定へ変更）。しかし、輸送するトラックが、遅れの連絡無いまま、11時過ぎにようやく到着
した。だが、この時点で、徹夜で待っていた整備員も帰宅してしまった。A空港では乗客に謝罪、1日2便
しか飛行しないフライトは、終日キャンセルとなった（代替航空機の手配も出来ない状況になった）

部品変更

と

注意事項

A空港（地方）から本部に送付

本部で

確認！

関係者に
連絡

部品を探し
空港に特急で配送

左右異なる部品が

到着、急遽、再手配

道路混雑で遅れ
発生（連絡なし）
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界で常識的に活用してきた PERT（複雑な計画の見える化対策手法：Program 
Evaluation and Reviewed Method）と PPA（リスク対策手法：Problem 
Potential Analysis Method）はご存じなかったため、対策法を示し、同種問題

の解析～対策を願いま

した。この種の対策を

早期に進めるコツは、

(ｲ)損失コストを CS 概

念と共に示す（目に見

難いい顧客のご不満や

被害）、(ﾛ)対策手法を

習得の後、実際に起き

ている問題を解析して

再発を防ぐ、(ﾊ)改善事

項を適用して成果を出

し、関係者に示し、キ

ーマンを仲介に対策法

を波及する、という策が最も早いため、F 社で、研修と課題対策を進めました。

このような対策を進めると、F 社では急速に問題意識と問題解決力が高まりまし

た。その結果、過去の全問題（過去トラ）と今後予想される問題を総て挙げ、

KJ法に似た形で、カードを用いて図化してF社の問題を総ざらいとなりました。

F 社は中堅の航空企業です。JAL のような巨大な組織ではありません。また、

専務は実質的に現場を総括していた関係から、全研修の参加はもとより、実務

研修で解析した問題に対し、責任者と方式を定め、CS 対応の充実化に奔走され

ました。お客様の評価の高まりと共に、集客を大きく伸ばしました。

この事例は、稲盛氏ほどではありません。だが、筆者達は、F 社における問題

対策後、JAL 改革の内容を知り、比較しました。すると、アプローチは異なっ

ていましたが、同種の問題や課題に対し、似たサービス・システムが出来あが

っていました。この種の業界では、VOC 対策を進めると、サービスの共通項の

存在と実施効果が極めて高いという実感を体験した次第です。

（３）病院改革における CS 対策

病院の基本は最良の医療技術の提供です。加えて、病院も、ある意味で患者

さんとご関係者とのコンタクトを含めて、サービスという局面を持ちます。こ

の両者が病院の評価となるわけですが、ある意味で、病院間の医療技術はあま

り差が無いと仮定すると、集客や収益はサービスの差となります。では、この

仮説を証明する例を紹介させていただくことにしたいと思います。

②リスクの把握→事前問題対策
【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり ３：影響はある

２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない １：ない

①PERT：
○：期日を示す
→：仕事と日程を示す

この図で：
(1)日程の総合的管理
(2)ｸﾘﾃｨｶﾙ・ﾊﾟｽ重点管理
(3)仕事の相互関連把握

予防策と評価 緊急時策と評価 Act.SP考え得る
原因

リスク

の項目

テーマ：○○迄にA空港で○○時までに案苑なフライトを済ませる

計画実現スケジュール

③目で見る管理 目標

この管理版を利用し、
①生産の立ち上げ 計画
②重要な問題の対策 実績
③計画の進行を記載する。 日程→

図1-14 実施計画＋リスク対策の見える化対策

リスク撲滅！

対

策
点

① 全体スケジュールを管理する責任者の仕事の明確化

② 責任体制と実施事項の明確化（P-D-Cが基本）

③ 重要な管理ポイントの進捗の「見える化」管理

④ ヒューマン・エラー防止策の適用（少なくとも指差し確認＋Wチェック）

⑤ トラックの遅れなど、異常時の対処

（この場合、新幹線で平行輸送が可能だった。）

© QCD Shigehiro Nakamura 19
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図 1-15 の上部は、介

護サービスを行う病院

の改革に努力した結果

です。ここでは、赤字

つづきで困っていた状

況を 2 年で黒字化させ

ました。興味深いこと

に、改革リーダーは、

リクルートに在勤、企

業の立て直しを人生の

目標にされた方です。

病院の改革は、書の右

側に記載しましたが、

ある意味、ここまで紹

介してきた内容に共通

します。このようなコ

ンセプトを柱に、笹尾

佳子様は図の下側に示

した策を展開されたこ

とが、書に詳細に解説

されていました。

驚くことに、各種の

対策の要点は図の下枠

に記載された理念を基

にした対策であり、

JAL を始め、ここまで、紹介してきた事例に似た内容が図の右下の枠内に記載

される点です。改善前の姿は JAL の改善前に酷似しています。それは、「一生

懸命自分の責務を果たせばお客様に当たる患者さんは満足となる」という行動

パターンです。そして、この病院が成果を収めた要点は、「介護を志して辞める

大半が人間関係だった」という点に気付き、患者さんの立場から仕事を見直し

て活動を変革させた点にありました。いみじくも、「どのような良い施設をつく

って（投資をして）も、究極は看護師の CS 活動にある」という対処です。この

ため、「この種の病院においては、医療に対する条件がある程度整えば、顧客に

当たる患者さんが集まり、高い評価を受ける差は CS サービスの差異である」と

なるように思います。

企業再建の書籍

リクルートへ勤務していた方が
東京電力の関連企業
介護関係の会社を再建した

20億円もの赤字を2年で回復
活動の要点を

① リーダーシップ
② モチベーション

③ コミュニケーション
としておられるが、

JAL再生の内容や
上杉鷹山の米沢藩の再建と

同じく、経営分析を緻密に行い、
キーマンを巻き込み対策へ向け
成功を納めていった内容。

図1-15 介護サービス病院改革の事例に学ぶ

理念 ： ①患者さんの一人ひとりの個性を尊重した個別ケア、②お互いに高め合う技術力・
人間力、③患者さんニーズへのやわらかな対応を活動の結果整理して、設定

基本：「どのような良い施設をつくっても、究極は看護師という“人”の活動！

患者さんに良いサービスを提供する構成とは？

自ら知識と技を身に付け、高め、成長させること

自覚病院独自の
資格と評価 評価される・する

上 司

地域社会
の評価

努力

同じ職場で働く仲間
患者さんと

ご関係者

介護を志して辞める方の大半が人間関係だった

ありがとう数と内容

まじめ、一生懸命

やっていれば
（良いサービスを提供していれば）

患者さんは必ず来る！
しかし、そうはならない！

結果、黒字

これだけでは赤字

お
客
様
が
集
ま
ら
な
い
行
動

近隣の小学生に
体験学習会開催

資格取得＋目標管理＋
表彰と活動の見える化

褒められた良い話しなどを
集め相互事例紹介～表彰

顧客獲得の 営業価値として扱う

個別面談で離職率対策を実施し、対策へ

© QCD Shigehiro Nakamura 21
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【筆者体験談】 岩手県立中部病院で行った 5S 改善

筆者体験談を紹介することにします。ご承知のように、筆者は製造業の改善

技術支援が本業です。ところが、JMA に寄せられた「病院で 5S を実施したい」

依頼に担当者がいなかったそうです。また、「製造業で行ってきた 5S 改善が病

院でも適用可能という病院側の判断なので、指導して欲しい。すでに、製造業

の見学を済ませてきたが、対処可能と判断した」というご要請でした。筆者は、

病院にお世話になった経験はありましたが、病院の、しかも、看護師の皆様が

働く職場の改善は初めての経験でした。しかし、研修を始めると、進展が早く、

翌年の第 2 期には、『外部志向の 5S 改善』として、サービスの局面の取り組み

に入りました。なお、図 1-16 に記載した要点は、URL：qcd.jp で配信中です。

ここに紹介した第 1 期

は仕事の環境改善です。

ここでは、ムダ排除を

中心に進め、ヒューマ

ンエラーが起きない職

場と仕事の改善を進め

ました。また、要点は

表 1-1 のようになりま

す。加えて、第 2 期で

行った『外部志向によ

る 5S 改善』は患者さ

んを始め、病院を訪れ

る方々の視点で病院の

活動を見直す取り組みであり、ある意味で病院サービスの改善です。この対策

についても既に報告書と解説映像をアップしていますが、要点は次ページに

表 1-1 病院の５S 改善の進め方、指導者用メニュー

第 1 期の

実施・改善項目

実施内容：看護師と病院スタッフの皆様の仕事の付加軽減と共に、

ゆとりを持ったヒューマン・エラー・ゼロ対策の仕事の確立

内

部

指

向

の

改

1，ヒューマン・エ

ラー・ゼロの病院

環境づくり

① 内外を含め、事例の列挙

② ５S 的問題の解析

③ 自職場への展開法を決める。

2，ムダ排除で

ゆとりづくり

① ムダの発掘手法と効果把握

② 工程分析・ビデオ分析の習得

③ 置き場、職場レイアウト、掲示物、書類、・・PC の中身まで

3，目に見にくい ① 各階層、関係者から聴取

図1-16 病院５S改善の

患者様の満足度向上＋

臨床向上面の成果へ貢献

５Ｓ改善：職場と仕事を良い方向に
改める活動

各種信頼性

の向上
知恵の
総合化

人間関係
の向上

仕事力（力量）
の向上

ゆ
と

り
の

向
上

５S改善による
ムダ排除で
得た結果

© QCD Shigehiro Nakamura 22
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善 問題の列挙と対策 ② テーマ・ポケット解析

③ グループ討論最適案創出へ

表 1-1 病院の５S 改善の進め方、指導者用メニュー（続き）

第 2 期

実施・改善項目

実施内容：患者さんを始め、病院訪問者志向（外部志向）で

各種の改善を進めた結果、美化も得る

外

部

志

向

の

改

善

1，患者さん目線

による病院

５Ｓ改善の見直し

① 病院評価を参考に課題抽出

② 写真法による改善前/後対策

③ 外部の評価調査による評価

2，待ち時間対策 ① 待ちが招く不満の解析

② 患者さんサービス分析の習得

③ 待ち時間対策事例紹介

3，目に見にくい

問題の対策

① 病院クレームの調査と解析

② 看護師・病院スタッフの改善が及ぼす患者さんサービス分析

③ リーダーシップ

示した（上部）通りです（詳細は URL：qcd.jp に掲載済み）。この活動を行った

2015 年に、この種の大きい病院（県立、国立、大学病院など）が日本に 600 余

件あるそうです。また、病院の評価が発表されるわけですが、岩手県立中部病

院は 39 位、近隣で注目される活動でした。ちなみに、岩手県立中部病院は総勢

600 名ほどです。岩手県・北上にあり、3･11 時には、ヘリコプターを始め、被

災地の方達の対応に奔走された病院の一つでした。5S 改善は職場のリーダーを

中心とした活動でしたが、院長の熱意に加え、看護師の方達のニーズが高かっ

たことに加え、「5S 改善は掃除の繰り返しではなく、改善した結果、仕事がし

やすくスッキリした職場にしよう。このために、自宅と同じ改善視点でビフォ

ア―・アフターのテレビ番組よろしく皆の知恵を徹底して集める。・・・」とい

うことで、『経営直結型 5S 改善』の有効性がスムーズに進みました。学会発表

での評価を加え、現在、この方式は、近隣の病院だけでなく、海外にも知られ

るようになりました。なお、メーカーでは、掃除を繰り替えし、美化を図った

例が多い状況です。その種の多くは、挨拶やマナーの改善を強制する掃除の 5S
や宗教的な 5S です。病院 5S にも、これに似た形態があります。だが、この種

の 5S 対策は、今回の活動と無関係です（製造業で 5S 改善を進める場合、『経営

直結型 5S 改善』の著書と映像が URL：qcd.jp に紹介中なのでご利用下さい）。
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１－３ クレーム対策に学ぶ：泥臭いが対策と共に顧客志向を得た事例

本書では、「クレームを味方に」ということにしぼり、真摯に顧客対応を図っ

た結果、その努力が認められ、逆に高い信頼をお客様から受けた事例を紹介し

てゆくことにさせていただきます。クレームを受け企業の信頼を大きく失墜す

る問題に対する対策は、既に掲載中のURL：の『不良・クレームゼロ対策』関

連著書や動画などで対策法を紹介中のためです。

（１）温故知新「事例に学ぶ」

報道による事件を見ると、品質問題を起こすと、顧客の信用失墜と損金の膨

大さに驚嘆するのは筆者一人では無いと思います。そこで、このような視点で、

クレームの前兆を捉えて対策した結果、顧客の信頼を大きく獲得した例を紹介

することにします。

① ノリタケに学ぶ誠意高い顧客対応

サービスの基本には

時代や人が変わっても

要件は変わりません。

その意味でサービス対

策に温故知新は重要で

す。図 1-17をご覧下さ

い。これは、明治の頃

のノリタケの活動です。

詳しくは図中に記載し

た通りですが、販売員

が 1対になった陶器の

片方だけを販売した。

お客様は満足されて

いた。だが、森村氏は、その事実を、販売伝票を整理する中かで見つけ、早急

な対処を図った事例です。販売員は「片方の販売でお客様は満足されていたの

で問題ない」と言いました。だが、森村氏は「一対になった片方だけの販売は

問題である」として、伝票の住所を見て、店員に届けさせ、丁寧にお詫びしま

した。売値は 5＄でした。それほど高価というわけではない商品です。しかし、

届けるという費用と行為、丁寧な謝罪が感激されたそうです。当時、悪徳商売

で稼ぐ日本ライバル商店が横行している中で、この誠意は顧客価値を挙げる結

果を生みました。その結果、口コミでノリタケは信用と販売を伸ばしたという

ことです。この例は意図を持って行った行為で無く、誠意を持って販売する関

図1-17 ノリタケの基盤をなすCS思想の例

森村市左衛門（ノリタケ・チャイナ）をブランドにまでした陶器企業創始者の活動
明治９年森村組を建設、弟の豊氏をニューヨークへ送り込み、日本の陶器や骨董品販売を

開始した。東洋陶器はよく売れ、輸出が急増したため、出入りの商人が多数押しかけ繁盛し
たが、市左衛門氏は商売の骨子は“信用”とし、この維持に努力された。
このような中で出入り商人は粗悪品を混ぜ儲けようとしたものが出たが、豊氏を含め、１品

づつ厳しく製品を検査し、悪い物は絶対に売らない体制を固辞した中で、ある店員が一対５
ドルの陶器傘立てを間違えて１個５ドルで売ってしまう事件があった。
豊氏が伝票を整理する中からこの問題を発掘した。その店員を呼び、問いただすと、店員

は「間違えたが、お客が納得して買ったのであるから良いではないか！」と言った。しかし、
豊氏は「もう１個お客様に持ってゆき詫びるように指示した。」
この行為があって、信用は更に増した。陶器が売れる、このため真似をする業者が現れ

た。そこでは、粗悪品を販売した。当然のようにノリタケと差がつき撤退していったわけで
あった。信用第一は絶対積極「不動心」のお手本とされている。

輸出
顧客から絶大な
信頼を受ける

良い物と
誠意を尽くす
取り組み
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係者であれば、実に自然な行為ということになるのではないかと思います。現

在、「たとえ、1 円でもいただいたらお客様、失礼が無いのが当たり前」という

教えがありますが、この事例は日本の良い DNAを示す一例と考え、ここに紹介

させていただきました。

② 江戸時代の「高級呉服を大衆に“越後屋の商法”三井高利の努力に学ぶ」

図 1-18は江戸時代の

越後屋が行った事例で

す。この例は、「過去の

販売形態にとらわれず

に販売する」という例

のです。呉服は高価で

した。販売方法も固定

客に売るだけの方式だ

ったわけでしたが、越

後屋は今までの販売方

法を次々と変え、顧客

志向で販売する方式に

切り替えていった結果、

大きな商圏を築きました。現在、これに似た例は、ニトリです。大規模店で安

価で使い勝手な家具を入手可能にしていったことが、市場が低下する家具業界

で躍進してきた要件になっています。さらに、通販とデパート販売の差を見る

と、商品によっては、IT 時代に適合した製品販売方式への変更が大きな販売量

の差を招く状態です。この例から、時代に合せた流通の変革も顧客サービス向

上の大きな要件であることが判ります。

③ 病院看護に学ぶ：「異業種で参考にしたいサービスの本質」

関係者が病院に入院した経験で、安心して睡眠をとるということは極めて重

要です。このような例の中で、関係者が『真のニーズ』をつかむという例とし

て大変に参考になる事例を紹介させていただくことにします。図 1-19がその情

況なのですか、ここでは、患者さんが「眠れないと苦痛なので苦痛を訴え睡眠

薬を要求する」という事象があったそうです。当然、このような内容に対し、

看護師達は事前に医師の許可を取って睡眠薬を提供してきたわけでしたが、継

続使用は好ましくない処置とされていました。このような条件下で、ある時、

睡眠薬の要求に対処した内容が図中の空色で囲った枠に示した内容です。要は、

体をふいてあげる処置で、安心して寝たという内容ですが、睡眠薬以外の手段

図1-18 越後屋の商法三井高利（１６７３年）の努力

江戸時代・高級呉服を大衆に“越後屋の商法”三井高利（１６７３年）の努力

屋敷売り、見せ物商い → 店前（たなさき）売りに大きく変更した。

① 現金正札売り ： 当時は価格は売り手と買い手の駆け引きで決めてきたが、正価を表示し
（値下げ対策 値引きも掛け値もしない方式とした。この方法はフランスのデパート「ボン・
を含む） マルシェ」が始め、世界に広まった方式だが、その160年前に適用していた。

また、木版刷りのチラシを江戸中にまき、宣伝をしたり、雨の日には越後屋
の屋号がついた番傘を無料で貸しだし宣伝に使った。川柳に「江戸中を
越後屋にして虹が吹き」という内容があるが、当時はやった。
また、京都の西陣に仕入れを求め、現金先渡しで原価低減を図った。

② 反物の切り売り ： １反を最小単位にしていたものを、顧客ニーズに従って切り売りした。
③ 仕立て販売 ： オーダーメイドの走りを始めて始めた。
④ バーゲン品販売 ： 仕入れから30日を超えたもの、キズものは仕入れ値を割って特別販売

した。この対策は不良在庫の一掃と高いが買えない顧客に人気を呼んだ。
⑤ 販売担当制度 ： 担当販売員制度により、顧客とより高い信頼関係と細かい要求に対応で

きる仕組みを運用した。
⑥ 諸国商人売り ： 地方への商人向けの卸を行いつつ、京都、長崎、山陰と仕入れの直轄化

を図っていった（企業グループのネットワーク化）

今までの
方式はともかく、
ＣＳ重視で新たな
サービス・・・
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で対策が完了したという内容です。これは、ベテランの経験だと思います。

問題の対処法が「本当

に困っておられる内容

を解決するのであれば、

多くの手段がある」と

いう内容です。これに

反し、ある有名な海外

のカー・メーカーが、

「技術的に優れたもの

を買わない顧客は無能

である！」と言って新

車を販売した例があり

ました。この対処では、

当然の結果でしたが、

さっぱり売れなかいという状況でした。この種、顧客無視～卑下に当たる行動

対して、この例は反面教師を示す例です。

（２）知っておくべき、お客が離反されるクレームの影響

「クレームを味方に」という前向きな対策の前に、クレームの影響について

我々が知っておくべき要点だけですが、整理しておくことにしたいと思います。

① 金銭的に見たクレームの影響

企業名は伏すが、表 1-2に示した内容は、2005年頃に社会問題を起こした重

大クレームから、偽装や不正問題などを社会問題となった事例です。この種の

問題は、一旦鎮火の様相を見せました。ところが、2009年頃に再発、最近は日

本ではありえないとされるような事件が続いています。このため、筆者は先般

も JMA・関西で「データ改ざんや製造現場での違反行為に対する歯止め対策」

というセミナーを頼まれました。また、その要点は「企業内犯罪・不正防止対

策のために」という名称で下記URLにて紹介中です（詳細は会員の方に限定で

すが OnDeCoシリーズ 14の⑧で公開中です）。

https://www.youtube.com/watch?v=QDTCok9uYJA
「この種の問題は、何としても日本から早期に対策すべき」と考えますが、

この種の行為は一時的な利益や生産性を狙ったものが大半であり、常識人が見

ると、その後の損金を考えると何もメリットが無い行動ばかりです。この種の

特殊な例は除き、誠意を尽くして製造した製品のクレームも膨大な損失コスト

を招きます。このような場合、表 1-2以外に図 1-20に示したような調査内容が

図1-19 病院のベテランの対応

「真に患者さんが何を求めているものは何か？」と考えて行動したベテラン看護師さんの話し

Ｚ病院には老人が沢山入院していた。この中に７０歳代
の老人だが、夜中にいつも睡眠薬を要求する患者がいた。
看護婦達は処方箋に従い、出来るだけ飲ませないように
と思って行動している。患者とにかく「眠れない、睡眠薬を
欲しい！」と強い要求をしてくる。看護婦達はともかく、「飲まない方が良
いですよ。」と諭すのだが、しつこく頼まれ応じざるを得ないといった状況
が続いていた。もちろん、医者に報告、時には、睡眠薬以外の薬を与える
こともあった。患者はもらうと飲み、安心して寝るという例が多かったから
であった。この処置は医者の指示に基づき害は全くなかった。

薬の乱用は

患者に良くない

医者と相談！

健康を害しない

対策が重要

睡眠薬の要求を受けたベテラン看護師がこの病棟の担当になり、この要求が起きまし
た。通りに薬と水を持参すると、その患者がいかにも寝苦しそうにしていたので、「おじい
ちゃん、良かったら足を洗い、体をふいてあげましょうか？」と言ったところ、患者はにっこ
りしたので、石鹸で足を洗い、体を暖かいタオルで綺麗に拭いてあがたそうです。その後
「では睡眠薬を、・・・」と患者さんを見ると、既に寝息を立てていたので、薬を飲ませずに
帰ってきて、翌日、医者にそのことを伝えたそうです。
この話を聞いた副委員長は、この話を聞き、大きな反省と共に、その後の看護婦への

指導、また、処方箋を改めたそうです。
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米国のリミッティド

社が紹介しています。

ここで脅威な内容は、

口コミでクレーム内容

が電波した結果、顧客

を失うという現象が発

生します。当然、この

クレームの対象はコン

プライアンスという、

お客様にとっては損害

賠償的な内容や、期待

を裏切ったという製品

とサービスに対する

行為です。このた

め、不買運動に似

た広がりが、やが

て、売上高の減に

なります。IT時代

には、これに炎上

という内容が加わ

ります。そうなる

と、今まで顧客志

向で製品の改善や

サービス向上を図

ってきたことは無

意味になります。

振り返って企業の

内部を見ると、この種の企業では『悪魔のサイクル』に入り、クレーム対策の

ために膨大な費用と人手を掛ける後ろ向きの仕事まで発生してきます。なお、

この対策は URL：qcd.jpで対策法を紹介中なので、ここでは、その解説は省略

させていただきます）

② クレームを味方にする策と、事例

クレームを味方にするためには、ひとつの戦略が要ります。先に、図 1-8で示

したようにダイキン工業が行った VOC 対策と、図 1-20 に示すハインリッヒの

原則の活用です。この法則は、一般的には、安全対策など行う危険予知訓練や

表1-2 昨今起きている重大事件と膨大な損金

メーカー 不具合が生じた製品 対策費

A社 PC用リチウムイオン電池 ５１０億円(2006年度）

B社 原子力発電所のタービン ３００億円強(2006年度）

C社 ＦＦ式石油温風器 ２４９億円（2005年度）

D社 湯沸かし器 ２００億円

E社 自動車 非公開

F社 洋菓子 １６０億円(2007年）

G社 携帯電話用リチウムイオン電池 ２００億円（2007年予測）

メーカー 不具合が生じた製品 対策費

T社 P車リコール問題 3,500億円（2009-2010年）

K社 化粧品白斑事件 100億円（2013年7月）

M社 冷凍食品から農薬 640万袋回収（2013年12月）

T社 エアーバッグ事故と回収 1000億円強（2014年11月～）

N社 即席ラーメン食品ゴキブリ混入 74.6万個回収（21014年12月）

P社 即席焼きそばゴキブリ混入 4万6千個（2014年12月）

2005年～2007年当時

2009年～近年
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図1-20 クレームの恐ろしさを示した例

商品
クレーム

米国アリゾナ州 リミッテッド社

『顧客からのクレームを未解決のまま
３件ため込んだ店長は解雇！』クレーム１件

何も言わずに不満を持っている
顧客が２７人いる。→ １人がクレームを言う

周囲に
伝播！

１割は２０人以上の見込み客に話す。
１人→８人→１６人→・・・・ １,０００人の見込み客が聞き

『あの店はだめだ！』という悪評が立つ
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リスク対策といった面

で、ヒヤット段階で問

題対策することにより、

問題の被災を防止する

方式があります。しか

し、ここで紹介する戦

略的な活用は、図の右

に示したダントツ化で

す。ダントツ戦略は、

基準の 1ケタ下（品質

の場合 1ケタ上のレベ

ル）に対策目標を定め

て製品開発を行う対策

です。かつて（1950年）、朝鮮戦争がありました。悲惨な戦争でした。この時、

平和を願った米国誌の有名なカメラマンが、その頃は世界を席巻していたライ

カ社のカメラに日本のレンズをつけたカメラで見事な写真を撮影したことが話

題になりました。この情報を知った日本のカメラメーカーは図のダントツ化戦

略を立てて、カメラの品質向上に努力しました。その後、ヒラリー卿が

初のエベレスト登頂を

果たしたわけでしたが、

この時の証拠写真が必

要でした。そこで、数

台のカメラを持参した

わけでしたが、日本の

カメラだけがシャッタ

ーが切れました。以降、

この評価と共に、日本

のカメラは販売を伸ば

したわけでしたが、今

や、カメラは日本製品

が世界を席巻する状況

です。図 1-22は小松製

作所の製品開発の過程です（これは、NHKのプロジェクト Xで紹介された要点

を整理した内容です。今や、ダントツ化は小松製作所のオハコと言われる程、

産業界で有名な代名詞になっています）。ここでは、詳細は図をご覧願うことと

図1-21 ハインリッヒの法則と技術革新

一般的な問題対策アプローチ
不良・クレーム、設備故障、事故（ケガ）、
環境問題・・・に対し、30件のヒヤットから
1件の問題の現出（29：1）を見て、
右図に示した問題ゼロ領域にモチ国

基準

ヒヤット

不安

問題ゼロ

の状態
崩落

ダントツ製品アプローチ
最初から、1ケタ上のレベルを

定める。品質面であれば、

ダントツ製品を追及する方式

（例）日本産業で行ってきた事例
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図1-22 小松製作所のブル開発に見る取り組み

１９４０年戦後の日本
復興にブルドーザーが
絶対必要！

有志がボランティア
で集まった

ところが、戦争中、
図面の存在を恐れ
燃やす社命があった

しかし、担当者が

こっそり、工場の林に

埋めていた！

ブルドーザー製作
大きく社会貢献！

米国K社との差に

愕然とした。

ク
レ
ー
ム
の
徹
底
分
析

キー技術

例：歯車の焼入に

投資

問題を統べて

リストアップ

→対策

米国ロサンゼルスの

水害復旧に援助

実
証

現
場
参
画
を
要
請

18台販売したが、クレーム
修理のプロが解析～発掘
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して、当時、小松製作所は、はるかに差をつけられていた米国キャタピラー社

との製品比較を徹底して行いました。その結果、ダントツ化レベルを定め、努

力の結果ダントツ化を具体化して行きました。我々は、『クレームを味方に！』

というリクエスト対策に当たって、ダントツ化を進める場合、①真の顧客ニー

ズを把握した後、②ハインリッヒの原則の図に示したダントツ域を狙い、③CS
領域獲得のための戦略展開が必要です。

次に、VOCと共に、このような展開を図った例をヤマハのボート開発と共に

見て行くことにしたい

と思います。

図 1-23は、ボート開

発の経過です。これも

プロジェクトXで紹介

された例ですが、ここ

で注目すべき事項は、

船外機の開発はもとよ

り、インドにおける漁

師の皆様への対策です。

網本氏がインドの実態

を把握した後、日本全

土を廻り、漁師にお願

いして、インドに適合

した日本の業法を、現地に持ち込むというご努力をされた点です。この努力は

VOCのお手本であり、インドの漁師が持つクレーム（真の要求）を味方にする

お手本です。プロジェクト X の放映直後、筆者はヤマハのご関係者に「なかな

か出来ない取り組みをなぜ進めることができたのですか？」とお聞きする機会

がありました。すると「ヤマハは音楽教室をやっています。ここでは、楽器を

上手く使う以外に、音楽家や指導する先生達からのリクエストを製品改良に活

かしてきましたので、今回、網本さんが行った取り組みは会社も認める行為で

あり、突出した対策ではありません」という事でした。この社の例に限らず、

この種の『クレームを味方にする手続き』を製品開発に組み込んで戦略展開す

る企業は他に多数ありますが、お手本にすべき対象であると考えます。なお、

この種の対策はリーダーの活動が必要です。

【産業界で成功事例を示すリーダーの要件】

(1)実現可能な夢と目標を解りやすく関係者に示すことができる。

(2)自ら目標達成の先頭に立ち、ブレずに、貫き通す活動を見せる。

(3)キーマンを組織化して、実務課題を通して、人と成果を育てる。

図1-23 ヤマハのボートとマーケット開発経過

昭和４８年頃 損害機部署と言われた頃
・ エンジンの焼き付き

・ 金属が溶ける
・ 衝撃で船から水中へ船外機が落ち水没する
【人材投入】
安川 力氏：三菱重工で航空機製作
鈴木 勉氏：バイクのエンジン担当者 投入

ベアリング対策 → 500時間
・オイルシャワー式を改良
・屋外暴風雨下でも実験続行

市場開拓インド担当：綱本貫一氏

オルーという手こぎボートで嵐の中でも
出漁の実態、しかも、魚は取れない状況
だった。投網漁法、死者も出る状況

従って、宗教性の高い船の改造は困難
だった。
日本在住だったﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾋﾟｰﾙｽ氏が現地

で説得に当たる中、漁師ｳｭﾅﾄﾞｳ･ﾀﾞﾅﾘ氏

がテストに協力（息子二人を漁で亡くしていた）

↓
出漁と共に、今まで取れない沖合の魚を

取って帰った。船外機は売れたが、漁法が
貧弱で、その後、取れない実態が続いた

日
本
の
営
業
担
当
者
が

北
海
道
～
九
州
ま
で

船
頭
さ
ん
に
協
力
を

得
て
、
船
に
乗
り

各
種
漁
法
を
調
査

手
法
を

英
訳

↓

現
地
へ

ブラジル、アマゾン川の事故
船外機が突然吹っ飛ぶ事故の原因は流木
そこで、調査、１トンの衝撃に対応させる
努力に入る。

支持部を強化
だが失敗！

ブレーカーを
見て衝撃吸収
方式にて成功！
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【筆者体験談】「クレームを味方にする」に学ぶ

これは、企業時代の体験で恐縮ですが、磨き棒鋼を製造する工場の課長時代

の体験です。ある時、お客様からのクレームに現場関係者に直接行ってもらう

方式を実施しました。クレームの内容はお客様の品質基準上では問題が無いが、

「もう少し仕上げ程度を上げて欲しい」というご要求でした。この時、筆者は、

この訪問者に「現場で困っている問題があれば、品質基準に関係なく、見て欲

しい」と要請しました。このため、この方はクレーム対策後、現場見学をした

わけでしたが、その時、材料の先端の削りが少ない材料があると、お客様の機

械がチョコ停したため、その情況をお聞きしました。すると「これは、いつも

のこと、我々の仕事です」と言ったそうです。しかし、明らかにムダです。そ

こで、「角度をもう少しきつくしましょうか！」というと、「歓迎です」とのこ

とで対処したわけでしたが、この企業では生産性が大きく向上した結果、当方

も売上比率が大幅に増し、感謝状までいただきました。

もう、一例、これは米国 AAP社へ赴任時の体験談です。ここでも、大した内

容では無かったのですが、アルミホイルの提供時に小さなクレームが来たので、

先の方式で現場の方に行ってもらいました。お客様の納入比率はライバルと 5：
5とされていました。ここでも現場作業者との会話が行われたわけでしたが、「困

った問題は？」と現場関係者にお聞きすると「パレットの搬送回数が多い」と

のことだったので、冗談半分に「2倍載せられるパレットにしましょうか？」と

いうと「歓迎！」という回答でした。我々はこの案を実施したわけでしたが、

シェアーは 7割になりました。規定は 5：5です。この規定は置き場に関する規

定であり、回転率の規制は無いことを後で知りました。要は、「AAP社のアルミ

ホイルの搬送の方が、回数が少なくて楽なので 7割となった」という例です。

【特筆すべき地域クレーム対策】廃材リサイクルほぼ 100％企業の努力

埼玉県、石坂産業は、石坂典子さんは 30歳で親が創業していた廃棄物処理企

業を引き継ぎましたが、近隣が経営する企業活動そのものを、地域に歓迎され、

若者が集まる企業にまで変革されました。ここには、逆転の発想につながる多

くの要件があり、参考にすべき取り組みです。

③ プロ集団であるメーカーにおける営業活動に学ぶ

メーカーの営業部門の活動はサービスそのものです。筆者は営業の効率化の

支援は日常的に行ってきましたが、営業に実務そのものを行った体験がありま

せん。このため、『エクセレントな営業の活動に学ぶ』、ということで、トヨタ

カローラ販売記録を樹立した椎名さんの活動を参考にし、関係者に紹介してき

ましたので、次ページにまとめた資料を添付します。
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第３章 具体的な成果を得る VOC とマーケティング解析の実務

３－１ マーケティング理論と応用の基本

体験談で恐縮ですが、私が今のような企業支援という仕事を開始する時、「書

を出すことがこの業界では必須」ということでした。このため、JMA 関連の出

版関係者に紹介された時、一番得意としてきた IE（Industrial Engineer：現場

改善）の書を出す提案をしました。すると、書の担当者の方から、「この書は誰

がお読みになるのですか？」という質問を受け、返答に詰まりました。「良い書

を出せば売れる」と思っていたためです。当時、既に、IE の書は、有名な書が

数冊あり、「余程の特徴や今までにない切り口がなければ売れない」というお話

しでしたが、私としては、「事例が豊富、問題解決スピードが高い、・・・」と

いった内容を紹介しました。だが、「有名な先生で、既に書を出しておられる方

なら PR できます。しかし、始めての出版で、その売込みは、お客様に伝わりま

せん！」という返答でした。その後、この方から「今、何を企業からセミナー

など依頼がありますか？」という質問を受け、「標準化について、・・」と言っ

てセミナーのメニューを紹介したとたん、「この題名なら書は売れます！」とい

うお話しに変わりました。「しかし、IE の改善の結果、その維持向上に標準化が

あるわけで、内容は同じですよ？」とお話しすると、「この切り口は無い。早急

に書にして下さい」となりました。事実、その後、この書は 10 刷まで売れ、英

訳版にもなり、海外へ行ってセミナーを開催するなど、多くの進展につながる

という体験を得ました。この時、私は、書の執筆が初めてでした。だが、出版

業界の方は、お客様をつかんで、このような提案をされたわけでした（やはり、

この道のプロは流石という体験です）。

これと同様、「企業が努力したとしても、また、どのような優秀で先端的と考

える新製品を開発しても、ある程度のお客様や市場が無ければ絵に描いた餅に

終わります。従って、この対策に当たっては、極めて当たり前ですが、実需（実

際の市場）の把握が新製品開発と共に必要というわけです。では、このような

体験も含め、マーケティングの基本要件を整理して行くことに致します。

（１）マーケティング不足の新製品開発～販売の失敗例に学ぶ

企業や新製品に関与する機関は、「新技術を夢みて物を作れれば売れる」とい

う目算で新製品開発に集中する例が多数ありました。しかし、その種の新製品

の成功率は図 3-1 に示したような状況でした。当然、これは一般論であり、統

計的な平均値とされてきた注意です（不思議なことに、1 つの製品の成功の前に

は、重大事故やケガ対策で有名なハインリッヒの法則に似た形態が起きます）。
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要は、300 件のアイデ

アがあっても、市場に

出し、本当に売れる新

製品は 1 件という厳し

い事象です。事実、製

品開発は成功に見える

が、売れず、結果とし

て失敗となった例は、

図 3-2 の右下部に例示

した内容が示す通りで

す。この理由は、現在

のスマホを見れば誰で

も判るわけですが、何

も、企業が大プロジェ

クトを組んでテレビ電

話の開発をしなくても、

同じ機能で映像配信し

た対話は可能、また、

PC＋Skype などを使

った機器と共に機能を

満たす製品が先行した

ため、全く不要な開発

となるという事態です。

この開発の失敗は、簡

単に海外の方とでも自

由に話せる他の安価な

技術手段と比較した開発を進めなかった点にありました。

もう一例、有名なマーケット無視に関する失敗例を紹介することにさせてい

ただきます。1970 年代、雨後の竹の子のようにボーリング場が出来ましたが、

ブームが去ると閑古鳥状態になりました。これに似た例に、図 3-3 のカラオケ

市場があります。卑近な例ですが、これと似た形で、私の友人の一人が、「止め

ておけ」と仲間が注意する中で、六本木にカラオケ店をつくりました。最初は

儲かったようです。だが、1 年で、その情況は変化、倒産、結局、借金で店まで

失うという状況になりました。もし、彼が我々の注意を聞く、また、特別な特

徴を持って参入したならば、もう少し延命したのかも知れません。だが、そう

なることは、マーケットの状況さえ見ていれば、素人でも判る事象です。

図3-1 夢の新製品に見る成功確率

こんなに良いもの

作りました。

新製品を

市場に投入

アイデアは

約3００件存在

３０件が
市場に登場！

やっと

１件が

ヒット商品！

大衆消費財に見る新製品の成功率 一般に、新製品開発の

成功率は、大企業にとっても

大変に難しい課題です。

成功した例を整理すると、・・・

１，製品のアイデアや企画その

ものが、時代と市場のニーズ

に適合していた場合

２，アイデアと企画は素晴らしいが

開発の遅れや品質問題で頓挫

する状況に陥る。

３，同じ機能で、ライ

バルが台頭して

・・断念

図3-2 足もとを見た新製品開発の必要性

夢のような対策を追った失敗例
技術偏重の新製品開発例

1980年代：当時の通産省主導で行われた

第５世代コンピューター

狙い：人口知能

　　　NHKが固執した

アナログ・ハイビジョン放送

利用者が少なく撤退

テレビ

　電話

テレビ会議
~携帯電話

基本：困った時は

足下から

見直せ！

有名な唐津先生が若い頃、豆腐屋さんから『廃業したい！』という悲鳴と相談
を受けた。そこで、「3ヶ月だけ我慢してランダムに町を歩き、売れた記録を取って

から廃業するかいなかを決めては？」と話され実施！
実施の結果、①駅から遠いいところから売れる。②ライバルが強く無いところから

売れる。・・・と言う実態がわかった。そこで、売り方を、このデータに従い工夫した。

結果、翌月から売り上げ3倍！「豆腐やほど儲かる商売は無い！」と変貌した。
要は、実態把握、まず、世界競争力のある製品と技術の追求と拡大が重要！
この内容は生産技術の改善にも『他山の石』！
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この種の失敗例は、そ

の道の専門家と言われ

る方にも置きることが

あります。例として、

ある有名デパート店員

として名を馳せたカリ

スマ・バイヤーだった

F 氏の活動がその例で

す。この方は、ある老

舗の足袋メーカーの立

て直しを社長として担

当しました。この時、

なんと、テレビ放映は

5 回以上、しかも、F
流経営術などの書と共

に、鳴り物入りの宣伝

が行われました。テー

マは「靴下メーカーと

いう形で企業再生をか

ける」という対策でし

た。だが、1 年の努力

の結果、マネジメント

技術的には、単に、図

3-4 の【良い点】だけ

に限定され、当然行う

べきマーケティング面

の対策は完全に欠落した対処でした。加えて、当時、2000 年のリーマン・ショ

ックで靴下類の販売が低迷状態でした。さらに、中国から安価な靴下が輸入さ

れ、国内の靴下は、その数年前の 3 割の売上という経済状況でした。従って、

かつて有名なカリスマ・バイヤーだった F 氏が必死に新製品を開発者に製作さ

せても、単に F 社長の満足度を挙げるだけに留ったわけでした（テレビ報道や

F 式経営術という書は書店に高く積み上げられましたが、筆者が関与する皆様は、

どなたもお買いにならなかったという状況でした）。その理由は、図の右下の【改

善点】の内容が完全に欠落した対処だったことと、売上高、利益とも伸びず、「よ

うやく赤字を脱出する機運ができた」という程度で終わったためでした。

これと全く時を同じくして、現在のタビオ㈱（当時の社名 DAN）の快挙が、

図3-3 カラオケの市場の状況

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

19 90 1 991 1 99 2 19 93 1 994 1 99 5 19 96 1 997 199 8 19 99 2 000 200 1 20 02 2 00 3 200 4

モノ余り

現象

余程の良い製品
でないと売れない！

参加人口
（左目盛り）

カラオケ・ルーム数

最盛期160,000ルーム

子供から 大人～外国まで

カラオケブーム、ピーク！

一般的に、この種、マネジメントの展開方法に盛会は無いが、成功事例と、失敗（手間を

要するが、余り成果が出ない取り組みを含む）の比較をすると、そこには、ひとつのルール

が、必ずある。この例をここから解説するマネジメント面から見ると、見ていただきたい、

以下に示す、良い点と改善すべき点が明示される（正解ではなく、解析ガイドとして記載）。

誰でも気づく解析例

【良い点】 【改善点】

１，従業員の意識改革 １，収益が確実に出る構造と
を各種実施した 活動内容の明示が無い。

足袋の見直しで実施 （参考：日産自動車ゴーン
（集中と選択） 社長のリバイバルプラン）

２，マーチャンダイジングの推進 ２，ＳＣＭ体制の不備
部門間壁を越えた活動を 社長は顧客では無い！
組織改革と共に進めた。 市場のニーズを配慮すべき

３，キーパーソンの選定と革新 ３，各人のテーマ、目標、
の具体化 貢献度が不明。

新製品をＦ社ブランド化へ 社長だけがカリスマで
向け努力 奔走(ボトムアップの欠如）？

図3-4 Ｆ社カリスマ社長の活動の解析

全く同時期に、靴下製造・販売企業タビオは快進撃していた！
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NHK のビジネス塾や、中小企業の活動を支援する報道で盛んに紹介されました。

ここでは、全く同じ靴下の生産～販売をしていたわけでしたが、対策の要点は

SCM によるマーケット情報の解析に基づく活動でした。また、その要点は、コ

ンビニや PC の開発・販売に際して行う IT を活用して、顧客情報の日々解析を

基にした市場直結型の生産・販売対応でした。このため、極めて自然に、顧客

ニーズに合った製品の提供が、不況の中で右肩上がりの販売と利益の増大を示

していました。このように、F 社とタビオは、全く同じ時代に、マーケティング

解析の必要性を示す例を産業界に示したわけでした。

（２）基本的マーケティング解析手法

企業では、一般に、新製品と販売向上対策の決定は経営会議で行われ、この

際、2 つの方式があります。

方式１：権威と過去の成功体験と持つとされる重役の知見と意見を基に意思決

定を行う方式。

方式２：最新、信頼性が高いマーケティング・データー（信頼性を確認しつつ、

企業が持つ歴史的体験やリスク対策解析）を駆使して、VOC を十分評

価したマーケティング・解析を基にした意思決定を行う方式。

先の F 社の例は方式１、方式２の活用はタビオ㈱に見る例です。変化や異業

種や海外メーカーなどが既存～新分野に参入してくる時代にあっては、企業は

売れるキーファクターを正しくとらえ、方式２を用いる方が有利です。そこで、

以下、企業で基本とす

べきマーケティング手

法について、その要点

を整理することにしま

す（これが、読者の皆

様には、ご参考になれ

ば幸いです）。

表 3-1 は、書やセミ

ナーなどでマーケティ

ング手法として紹介さ

れてきた項目を整理し

た例です。この種の多

くは、最近、ビッグ・

データ対象項目と名付ける例が多い対象です（先に、図 3-3 でカラオケルーム

とカラオケ利用者数の例を示しましたが、この例は右上の分類では「トータル

的なマーケティングの把握」と基礎的ツールで囲まれた枠内の図解で知る MT

表3-1 マーケティング手法の種類と活用法の基本

分野

分類 基礎的ツール 応用・実践ツール 情報交流

トータル的 な

マーケティング
の把握

・図解で知るMT手法

・ランチェスター戦略

・CS解析と売れた商品

・ロングラン商品解析

・異業種交流

・研究会発表会

マーケット・

リサーチ

・市場調査の基礎

・アンケートと解析法

・グループインタビュー

・SWOT解析

・テストマーケッテング

・IT(市場の日々）

変化解析法

統計解析 と

図化・評価

・統計解析

・多変量解析

・感性分析

・需要予測

・お客様の声解析

・ｸﾚｰﾑ→新製品解析

・成長分野解析

・シェアー解析

営業力強化 ・ヒューマン・コンタクト

・交流分析

・チェックリスト法

・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾏｰｹｯﾄ解析

・市場・成功商品の

データ解析法

・SCM
・IT＋顧客ﾈｯﾄﾜｰｸ

・ｺｰﾙ･ｾﾝﾀｰ活用法

戦略的

新製品開発

・特定商品ﾏｰｹｯﾄ解析

・新製品開発の販売

・CS事例体験解析

・対人接触

・デザイン・インと開発

・先進企業研究

マーケットをどのように分析して活用すべきか？という対策は新製品化開発戦略と、関係者の解析

目的、さらに、市場規模とその詳細情報入手容易性に大きく関与する。従って、ここでは、まず、鳥瞰

的に手法の存在と、利用目的を整理した。
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（マーケティング）解析のひとつに属します）。なお、他にも多くの解析手法が

ありますが、ここでは、紙面の都合上、詳細は専門書などに譲ることにし、そ

の応用のみに留めることにしました（読者の皆様には、別途、その分野の専門

者のご利用をお奨めしたいと思います）。

マーケティング解析に当たって注意すべきことは、その基になるデータの根

拠です。表 3-2 は統計解析に対し、間違いが無い利用法を願って、筆者が You 
Tube にアップ中の一

例ですが、⑤に「注意

すべき統計でウソ！」

という内容をご覧願う

と参考になると考えま

す。ここには、例えば、

平均 18 歳、美形の女

性ばかり 1,000 名が住

む南の島への招待の話

があります。「2 週間、

旅費も生活費など総て

を出します！」という

募集です。しかし、

集まった皆様に説明会に来てもらうと、全員がそそくさと帰ってしまう？とい

う例を記載しました。集まった方は、十分なゆとりを持つ中年男性だったわけ

でしたが、「余り衣服を着ていない美形の若い女性！」を目的にしたようです。

だが、集めた方への説明は「子供と老女の介護、しかし、平均年齢は 18 歳！内

容だったため、その内容を知った皆様は失望された」という笑い話しです。

これは、統計を活用する際に必要な注意の一例です。だが、同じような判断

ミスは、PC の開発で IBM が起こしました。1970 年代 IBM は大型コンピュー

ターの開発・販売でダントツでした。後発メーカーは必死になって、その後を

追ったわけでしたが、大方の方は「永遠に追い越すことは出来ないのでは？」

と考えるほどでした。しかし、その後、IBM はインターネットと分散型小型 PC
の技術開発に対して意思決定を誤りました。その例として、当時、ソードとい

う会社がワードプロセッセッサーという、タプライターを電子化した程度の機

器を世に出した時、IBM のマーケット調査の対象者をコンピューター専門家に

限りました。このため、「この種の機種の性能は低く、せいぜい数 100 キロ・バ

イト程度のメモリーであり、文字変換する程度の機器が売れるはずがない」と

いう判断をしました。また、IBM では、「この種の機器が進化し、インターネッ

トが登場しても無意味である」としました。しかし、この種の機器を使用する

表3-2 統計解析を役立て仕事を面白く！（シリーズ９件）
① 『統計とその魅力』

https://www.youtube.com/watch?v=ZT8kEGYAjI0&feature=youtu.be
② 『抜き取り検査で品質向上！』

https://www.youtube.com/watch?v=1BwzQW2pVwo&feature=youtu.be
③ 『時系列分析で問題見える化』

https://www.youtube.com/watch?v=uroQBc3bhDY&feature=youtu.be
④ 『相関分析で傾向と対策』

https://www.youtube.com/watch?v=mdpwkGy8_Vw&feature=youtu.be
⑤ 『注意すべき統計でウソ！』

https://www.youtube.com/watch?v=0TY34jGpPnk&feature=youtu.be
⑥ 『統計で販売市場の拡大を！』

https://www.youtube.com/watch?v=2jYwYcxN65w&feature=youtu.be
⑦ 『魅力的統計戦略：OR活用』

https://www.youtube.com/watch?v=L5_odg3Uy-A&feature=youtu.be
⑧ 『統計解析が持つ弱点』

https://www.youtube.com/watch?v=Ufr04TMihok&feature=youtu.be
⑨ 『新製品開発・評価への応用』

https://www.youtube.com/watch?v=lP49go4oxyI&feature=youtu.be

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

QCD革新研究所 所長 中村 茂弘

統計手法
を企業内

で有効活
用の際に、
ご参考に

！
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顧客の大半が一般人でした。しかし、この種の機器を使う市場やニーズについ

て IBM は全く調査しなかったわけでした。これに対し、当時、大学生だったマ

イケル・デル氏の行動は違っていました。自分が論文を書くために PC を自作し

て使う。便利だった。また、仲間が欲しがるので、売る。やがて、自動車の倉

庫で仲間と製造を始めて、仲間に分ける。当時、ファックスで注文を取ってい

た。という活動が、やがて、インターネット環境になり、一般人に PC を安価か

つ短納期で売るという活動を進めたわけでした。顧客にとって、安価で顧客が

必要とする機能だけを搭載した PC の評判が余りにも良かったため売れました。

そこで彼は大学を辞め、PC の製造・販売を進めて結果、2003 年には、居並ぶ

PC メーカーを退け、パソコンでは世界 1 のシェアーを確保するに至ったことが

ありました。以来、PC の販売は SCM 販売が、マーケット調査と販売の主流に

なったわけでしたが、この事例は、「マーケティングの解析の前に、いかにベー

スデータを何にすべきか？」という注意を示す実例です（現在、デル社のシェ

アーは徐々に低下してきましたが、この取り組みには、もう一つ、異なる製造・

販売の局面があるため、4 章で国内回帰と共に、再度、解説させていただきます）。

以上、このような内容を含め、まず、市場調査（マーケット解析のベースデ

ータ取得）の基本として、図 3-5 を整理しましたのでご参考願うと幸いです。

なお、市場調査のやり

方にも注意点がありま

す。例として、街中を

歩いていると、紙と鉛

筆でアンケートを記載

する例を見かけること

があります。だが、実

際にアンケートを受け

てみると、その目的が

判る、という体験をし

ます。例を示すと、①

企業の重職者の意見を

証明するためにだけ、

設けられた質問を満たして行く方式、②顧客になるはずが無い方に意見を聞く

方式（目的不明の方式）。さらに、③新製品売込みや他の目的のためにアンケー

トの形態で一般人の足を止める方式などとなるからです。この種のアンケート

は、言うまでも無く、「真に顧客のお声をお聞きする」という内容からはかけ離

れた対象です。さらに、IT 機器が整備されている時代に、紙と鉛筆を利用して

集めたデータを PC に打ち込んで資料を作り、新製品に活かすため、会議で検討

図3-5 顧客ニーズ実態把握（アンケート対策）の種類

どこへ
行こうか？
何をしようか？

クレーム
だわ！これ

豊
か
に
な
り
た
い
ね
！

調査方式 具体的手段の例 ご意見

伺い方式

自由ﾆｰ

ｽﾞ収集型

限定項目

確認型

質問調査票

配布回収

方式

①DM・電話・郵便によるｱﾝｹｰﾄ

②集合調査型：説明後・意見聴取

③リラックスムード・枠外討論型

○

○ ○

○

顧客による

製品使用

テスト方式

①不満列挙・類似品と比較方式

②実使用・問題点ピックｱｯﾌﾟ型

③ランダム行動分析式

④売れ筋・現地販売店調査式

⑤指定顧客で集中使用テスト式

○

○

○

○共同開発

○

○売り込み

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

方式

①モデルハウス方式（ｱﾝｹｰﾄ含む）

②モニターリング方式（会員募集）

③販売店によるテスト販売

④開発者が顧客演出ﾆｰｽﾞ把握式

⑤テストピース利用テスト式

○

○

○

○

○

○

○問題把握

○

○

○

メーカー指向でなく
顧客の本当のニーズ
は何なのだろうか？

市場調査の方法
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する方式には多くの問題が残ります。例えば、ライフサイクルが 3 ヵ月で終了

する家電製品、電子機器や食品などの場合、製品が出る頃に顧客の好みやニー

ズは変化しているためです。

３－２ 実務（事例）から学ぶ VOC 実践のコツ

（１）IT 活用と VOC 開発

新製品開発の成功には、マーケティングと共に VOC（顧客のお声を反映した

新製品開発）が重要です。生産財の場合、デザイン・インがこの対策に適用さ

れ、顧客ニーズを徹底的に生かした物づくりを進める対策が図られてきました

（この具体策は OnDeCo シリーズ 12 に、映像と資料を使い詳しく解説中）。こ

れに対し、不特定多数を対象とした大衆消費財の場合、お客様の真のお声をお

聞きする活動が極めて重要になることがあます。一般の調査の場合、先の図 3-5
では、各種アンケート

を利用して顧客ニーズ

を探る対策を紹介しま

したが、お客様のニー

ズ、特に、現在、高い

関心を持ち製品を探す

場合、また、そのニー

ズを探る項目などが決

まっている場合は、図

3-6 に示したような形

態が既に採られてきま

した。この方式の例で

は、携帯電話を利用

して、今、お客様が何をお求めになりたいか？や、困った問題を解決したいか？

などをつかむ方式が紹介されました。また、その取り組みでは、「PC＋デジタル

カメラを求める顧客が多いことに着目して、PC の側にデジカメを並べるという

だけで、売り上げが 2 倍になった」という結果を紹介していましたが、さらに、

この種のニーズが高いことを掴んだメーカーは、現在、多くの方が利用中の、

画像処理面で PC ソフトの工夫を進めるという製品開発を進めていました。

このように、アンケート活用結果を見ると、たとえ素人であっても、その結

果に納得し、「当然！」と答える状況になります。確かに、企業の一部には、2
番手ながら、後追いを戦略にして、一番手の企業の開発製品を見て、真似て市

場を奪って行くという例があります。しかし、多くの場合、「新製品開発は

図3-6 携帯電話を用いたアンケート調査方式の例

調査レポート

アンケート解析と対策

従来方式
① 聞き込み・手紙調査
② 紙を集計、大量処理

③高額・遅い解析

携帯電話アンケート方式

今→今後の購入
内容を購買時に
聴取→即時転送
マルチ同時調査

0

20

40

60

80

100

120

1日 2日 3日 4日

製品 A

製品 B

製品 C

変化を察知
売れ筋に注力！

2002年
NHK

IT革命の

衝撃！
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イニシャル・リーダー

が市場を席巻する」と

言われてきたように、

図 3-7 に示す状況にな

ります。だが、最初に

このような視点を見つ

け、新製品開発を成功

へ導くという対策はそ

う簡単ではありません。

その理由は、「お客様は、

新製品をご覧になり、

お使いいただき、始め

てその必要性や、良さ

を知る（認識される）！」という例が大半であり。顕在化した真のニーズが新

製品開発関係者には判らない」という問題があるためです。また、このため、

新製品成功確率が高いメーカーではこの探索に知恵と努力を重ねてきました。

（２）事例に学ぶ VOC 探索の難しさ

筆者も企業在勤時代、少ない成功体験ですが、マーケティングを担当し、大

衆消費財の開発をしたことがありました。時代は経済成長が見込まれる 1980 年

代、テーマはレジャー産業でした。幸い、ロストワックスを用いたゴルフ・ク

ラブの開発が、その後の不況になっても効果を発揮しました。ちなみに、当時

は盛んだったボーリング（玉転がしと言ったスポーツ）が下火になり、ゴルフ

と共に、釣り、海洋レジャー、水泳が盛んになるという統計解析がアンケート

調査機関から提示されました。なお、金属材料を使い、付加価値のある製品化

を図る対象はゴルフだけだったため、テーマはゴルフに絞りました。当時の筆

者は、マーケティングという分野は全く素人でした。そこで、専門機関を訪問

し、新製品開発の成功率や種を探る方法を学んだ時、幸運にも、ある成功者か

ら「マーケティングは足で稼げ」という、貴重なご示唆をいただきました。こ

の方は「万歩歩いても、本当に製品を買っていただく見込みがあるお客様のご

意見を聞く。これで、お客様の問題解決を進めると新製品開発は成功する勝率

が高まる。これを満足と言うが、多くの方は企業内で会議して、お客様のもと

を歩かないで新製品開発を作る。そうなると、企業内で好評でも顧客ニーズに

合わない製品化となる。従って失敗するわけだが、歩かないから、これを不足

と言う！」というご注意でした。

筆者はこの言を忠実に守ったわけでしたが、万歩とは言わないまでも、主要、

図3-7 柳の下に２匹のドジョウはいない？

新製品に悩む会議！

柳の木の下？２匹目のドジョウは？

新製品の真似、２番手で
市場の確保を狙う企業も
あるようだが、・・・・・

１番手は
高収益で

市場を席巻！
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かつ、有名なゴルファーやゴルフの会員で構成された有名なクラブを訪問しま

した。すると、やがてキーとなる内容が明確になってきました。ひとつ目は、

段階の世代と共に、豊かさを示すサラリーマンが、今後も、ステータス化が関

与して、年率 5％で市場を伸ばすことが確実であるとされてきた内容の確認、二

つ目は、一般人がゴルフのクラブを買う大半の理由は、有名ゴルファーの優勝

を見て、同じクラブを欲しがるという傾向、そして、三つ目は、一流プレイヤ

ーは弘法筆を選ぶ方式でゴルフの得点改良を図るというキーファクターでした。

理由は、自分の体形やスタイル（個性）にあったクラブ（道具）が必要なため、

必ず、自前の工作室を持っている、という対策です。

そこで、有名販売店とコンタクトする。精密鋳造技術を利用して、「世界にひ

とつしかないクラブ製作を受ける（ロストワックスというロウで自由に好みの

クラブ形状が出来る方式）を新製品クラブ！」としたわけでしたが、不況が来

ても、着実に販売を伸ばし、成功した商品の開発製品となりました。以上、つ

たない私談を紹介したわけですが、足で稼ぐマーケティング対策は真の顧客ニ

ーズを探る面で極めて重要です。では、この内容を証明する一例として

Panasonic が大成功を果たした『皿洗い機』の開発過程を追うことにします。

皆様すでにご承知のように、今や、皿洗い機は新築の家庭などでは、冷蔵庫

や電子レンジなどと共に、当たり前に装着されている家電品のひとつです。し

かし、米国で使ってきた皿洗い機を旧・松下電器（以降、企業名は現在の

Panasonic を使用）が、今のような製品開発に至るまでには、多くの苦労が

ありました。その情況

を図 3-8-1 にまとめま

したが、Panasonic で

は「すでに海外で活用

中の皿洗い機は、冷蔵

庫や洗濯機と同様、日

本でも売れるはずであ

る」ということで開発

を始めたわけでした。

だが、他の家電品同様、

特殊な使用例を除き、

日本に適した製品化を

図らなければ売れる製

品にはなりません。その理由は、いうまでもなく、「もし、お客様は、必要なら、

また、値段が見合うのであれば、既に製品化されている海外製品を輸入すれば

良い」ということになっていたハズだからでした。そのような概念で Panasonic

図3-8-1 Panasonicの食器洗い器開発に学ぶ

開発者：谷口氏
子供の頃、母の仕事を見て、プラモデルの部品を用いて糸巻き器を作成！

褒められることがきっかけで当時の松下電器へ入社した。

食器洗い器担当時 （S35年当時） 洗濯機は花形だった
① 食器洗い器は1日10台程度の生産

オーストらリア向けのみ、国内はゼロ販売

② 米国のモノマネだった。
大量の水使用＋大型、サイズは洗濯機並だった。
加えて、油汚れ、ご飯の附着、目玉焼きの汁の洗浄
は全く出来ない製品だった。

③ 製造現場は他部門応援要員として活動するだけだった。
この時、現場でネジ締めのプロ、才脇現場員がいた。

現場へ谷口氏が行った時、「売れる商品開発」を進言！

機能として、本当に

家庭で必要としている
製品なのだろうか？

【得た発想】

3交代までして看護士をする
妻に使用してもらおう！

便利ではあるが、

大きさにビックリ！
だが、便利！

開発の動機とVOC取り組みの努力
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の開発担当をした谷口氏が海外で製作された皿洗い機を購入したわけでしたが、

その大きさに驚嘆したそうです。そこで、谷口氏は開発者として、持てるだけ

の知恵と技術を駆使して製品の開発に努力して、何とか、日本の食事情と 45 ㎝

というサイズで日本に合った製品化を図りました（この努力は図 3-8-2 に示す経

過で行われました）。当

然、企業の開発だけで

は、内部指向になるた

め、奥様のご意見など

も生かした開発が進め

られました。これで、

売れると見込んだ皿洗

いは実現したわけでし

たが、全く売れない状

況が続きました。そこ

で、市場調査を進める

と、図 3-8-3 の左上に

示したように、家庭ご

とに流しの蛇口が異な

り皿洗い機に接続出来

ないことが判りました。

そこで、「この問題を対

策し、これで売れるは

ず」ということで製造

ラインを立ち上げたわ

けでしたが、状況は全

く変わりません。製造

現場には、まだ、製作

数が少ないまでも、組

立作業員が配備され

ていました。だが、新製品が売れなければ、この方達に仕事はありません。そ

こで、やむなく、現場の組立のプロ、上司氏に直接販売の依頼となったわけで

した。しかし、その結果、「期せずして、・・」という「足で稼ぐマーケティン

グの基本である、直接顧客ニーズの把握」となりました。その理由は、現場の

組立作業を行う上司氏には、いわゆる、一部の営業関係者が持つ、売込みのノ

ウハウは無い。従って、お客様に正直に商品説明をしたわけでしたが、「欲しい

けれど、正直言って台所に置くべきスペースが無い！」という悩みを受けたた

図3-8-2 Panasonicの食器洗い器開発に学ぶ

S60年 ここまで25年が経過！ 不況で洗濯機大きく需要低下
洗浄器が開発製品の候補の一つに選定された。

【当時の開発方針】
①油・ご飯・タマゴの洗浄の完全化

(1) 家族4名・24点の皿、お茶碗、・・コップを同じ洗浄する必要性
(2) カゴで2段の完全洗浄の必要性

② 米国のコピーは中止、小型化を狙う。市場調査データーから置ける
スペースは45cm以内とする（台所のスペースを研究者が観察して）。

③ 10%の普及率が爆発的に売れるキーなので、ターゲットを定めた。

【技術的問題の解決】
① 油・ご飯・タマゴの洗浄は60℃＋20分で成功！

2段カゴ完全洗浄は解決！： 悩む中、たまたま奥様がテニスに誘った

ことで、ボールとラケットの角度をヒントに解決

② 45cm小型化も成功 ③製造現場も体制完備～量産へ

だが、売れない

なぜ？

事
例

目標を失う！～原点に

戻る（次ページに詳説）

図3-8-3 Panasonicの食器洗い器開発に学ぶ

【売れない理由】

① 流し台の普及で5，000種にも

及ぶ多種の蛇口の出現！

② 手洗いに勝る性能面で

決めてを欠く。

③ 製造現場で組立を行ってきた

才脇氏が顧客に売り歩くと

「どこに置くの？スペースが

無いよ！」と言われた。

原点に戻る！
上司榎坂氏(電子レンジ開発
成功者の言）：「頭を下げて
お客様の声を聞くことが重要！」

谷口氏（開発者）自ら研究室を出
て多摩地区の団地を歩き、台所

を見た結果、予定した45cmの
スペースは既に他の食器などで
占拠されていた事実を見た！
「最大の問題は置き場！」
「隅の30cmしかない！」と確認

【 VOCの実践により得た方針】

① 30cmのスペースに対応した小型化

② 蛇口は町工場・ﾅﾆﾜ製作所のネジ切りのプロへ依頼

③ 手洗浄に勝る何かが必要！

水の消費1/7化 → スプリンクラー技術の応用

④ 開閉扉が蛇口側に倒れない構造

→ バスの開閉部が折りたたみ式、を応用

⑤ 主婦の感覚 → 丸みのある形状

年間100万台の
市場をつくる！
愛媛県・松山市の
水不足時に、市が
8,000件に補助金！
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めでした。この情報は、即座に、皿洗い機の開発者の谷口氏に告げられました。

皿洗い機が既に、大量に売れる商品だった場合には、このような顧客のご意見

（ご要求）は無視されたかも知れません。また、谷口氏が蛇口開発を済ませた

という努力が無かったら、この壁を打破しようとは思わなかったかもしれませ

ん。しかし、谷口氏は図 3-8-3 の右下に示した形で、このお客様のご意見を虚心

坦懐にお聞きすると同時に、再度、お客様の台所を調査し、苦労の果て、30cm
のスペースに対応した皿洗い機を具体化させました。マーケティングには「お

客様を味方にする」という企業側の言葉があります。正直なもので、谷口氏達

が、このような要求を受けて開発した結果、「お客様が企業を味方にする」とい

う活動がお客様に認められ、皿洗い機は爆発的な販売になりました。さらに、

省水洗浄が関与し、水不足で困った松山市では、水枯れで困るダム対策に対し、

補助金を出してまで、皿洗い機の購入を市民に迫る状況を生みました。当然、

この状況は全国に報道されたわけでしたが、宣伝費無しで皿洗い機の性能は全

国に PR され、更なる販売の増となりました。その後、この努力は、NHK プロ

ジェクト X が盛んに報道され、マーケティングの進め方としても、産業界では、

重要なお手本の一例となりました。

３－３ 超優良企業に学ぶ VOC+マーケティング対策

（１）マーケット・インその実務の基本

繰り返しの説明で恐縮ですが、日本の産業史的には、1980 年のオイルショ

ック前までは、『物不足、作れば売れる時代』でした。この時代は、メーカー

発想（内部指向）で良かったのですが、それ以降は『物余りの時代』になり、

外部志向（VOC＋マーケティング）が必須の時代になりました。

では、そのような実

態を例示する内容を筆

者の体験から紹介させ

ていただくことにさせ

ていたくことにします。

数年間、製造を中心と

した支援をしてきた頃、

ある企業から「品質改

善の進め方を営業サイ

ドから工場へ働きかけ

る力をつけたい」とい

うご要求をお受けした

ことがありました。

図3-9 N社（ニッチ代表企業）が示したVOC対策への変革

環境の急激な変化にもスピーディに対応できる経営体質

・情報把握のスピード ・判断のスピード ・実行のスピードを上げる！

これまでの物づくり対策

Ｈｏｗ ｔｏ Ｍａｋｅ
（いかにつくるか）を
品質管理で支える。

プロダクト・アウト
方式

内部改善志向

土台に

して

市場直結型生産に
求められる活動

Ｗｈａｔ ｔｏ Ｍａｋｅ
顧客志向で何を造るか

マーケット・イン
方式

創造経営志向

1/3は営業活動から
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ご要求は、2 日研修依頼の際図 3-9 を作成し、「研修生に事例などと共に詳しく

伝えて欲しい」という内容でした。その時、この図が、先に紹介した 1980 年代

からの市場対応を図った物づくりを、そのまま、図にした内容だったため、製

造分野とは場が違いましたが、この研修をお受けすることにしました。この企

業はニッチを企業方針にした大手です。また、「大手では、とかく、営業が製造

の要求を受け、社内指向で新製品開発製品を誕生させる。更に、営業に売り込

みを強いる傾向が強い！このため、営業がお客様のお声を生かした製品開発ニ

ーズをお聞きしない。しても、大名商売と言っては何だが、苦労してまで、お

客様のお声をお聞きする努力、さらには、新製品に反映させ切る努力が薄れる

危険が生じる。そうなると、企業がここまで大きくなった歴史的な努力までも

薄れてくる。そこで、あなたに、マーケティング＋VOC＋品質向上の取り組み

を整理して教えて貰いたい。なお、社内の品証が表に立って研修すると、営業

関係者には苦言と取られる。そこで、JMA の専任講師であるあなたに、この図

を解きほぐすように教えて欲しい」というご要求でした（この研修は、毎年 1
回、5 年ほど行いました。その後、「外部講師でなくても良くなった」という環

境となり、研修ノウハウと資料を総てお渡しして、社内教育化されました）。

ここで筆者として学んだことは、「常に顧客と接する、この企業の営業関係者

の皆様がマーケティング＋VOC＋品質向上の先頭に立って新製品開発関係者に

課題を与えて行く活動を企業システムとして実務に活かす大切さと、この企業

がニッチで大きく伸びて行かれる秘密を垣間見る」といった点でした。

似た話を紹介することにさせていただきます。2016 年秋に NHK で『トト姉

ちゃん』という朝ドラが高い視聴率と共に放映されました。当時、研修をして

いると、企業の皆様の多くがご覧になっておられた状況でした。そのストーリ

ーは、『暮らしの手帳』で有名になった雑誌社を、戦後、1 人の女性の方が成功

させた経過をたどるという内容でした。この中で、ここでは、消費者テストを

売りにしましたが、その要は、使う側の立場で、家電品などをテストして、製

品ランク（企業のランクそのものに匹敵する内容）を全国紙という形で紹介す

るという対処でした。時は、1960 年末頃の状況でしたが、メーカーの多くは「消

費者に売ってやっている。多少、製品欠陥があっても安価なら文句ないだろう！」

という考え方でした。今なら、「消費者を小馬鹿にしている！」となるはずです。

テレビでは、ある小規模トースターの社長の製品が例示されました。ここでは、

雑誌社が各メーカーの商品を数台買って、競争の形で消費者テストを進める模

様が紹介されたわけでしたが、トースターの場合、パンを 10,000 枚/台焼き続け

るといった商品テスト、雑誌の売れ行き増に伴い、家庭の主婦の皆様が支援し

ながらテストを増加する。顧客の立場で評価項目を決める、・・・といった消費

者テストでした。また、その結果は、写真と共に客観評価されたデータが雑誌
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に載り、ランクの高い商品が売れるという内容でした。このため、時には、今

まで名が有名だったところでも、評価が低いと、たちまち閑古鳥状態になるた

め、その種のメーカーが雑誌社にどなり込むという例がありました。例として、

例えば、トースターのメーカーで、ある小企業の社長が怒鳴り込みに対し、「お

客様が、高い対価をお支払いになって期待してご購入されるお品に対し、あな

たのご都合を言わないで下さい！・・」と、主役であるトト姉ちゃんが発言す

るシーンがありました。すると、この社長、話を聞くうちに、「・・あなたの言

には一理ある！」と言い、必死になって製品改良を進めた結果、テースターの

販売は 1 位となりました。この社長、当然、売上が急上昇して、感謝してお礼

に来る。だが、謝礼などは 1 円たりとも受け取らず、「社長さんあなたのご努力

をお客様が評価された結果です！」という感激的なシーンが紹介されました。

トト姉ちゃんにおいて、洗濯機では、更に強烈な例が紹介されました。この

雑誌社に批判的な記者が、「公開テスト審議で！」ということで、「メーカーと

雑誌社のテスト内容を公開して聴衆に雑誌社側の恥を見せつけたい！」という

嫌がらせでした。ここでは、メーカー側は社内で商品テストを行い。専門家と

いう立場で雑誌社に対応しました。しかし、雑誌社側は、家庭婦人からアンケ

ートを取る。それを基とした商品テストをする、戸外で使うことが多い洗濯機

の実情を目前で見せると、この種の項目やテスト方式はメーカーで進めてこな

かったため、ギャフン状態になりました。また、ある有名メーカーと称する企

業がコストダウン上の理由から、コンセントに不正の材料（真鍮が高いので鉄

にメッキ）を使った結果、火事を引き起こしかねない実情のテストが示されま

した。このため、このメーカーは苦言を吐きながら公開テスト場から退散する

（当然、知名度と売上陥落となる）というシーンまでありました（当然、この

メーカーの売上と信頼は地に落ちました）。

現在、悲しいことに、日本ではあってはならない不祥事の報道が続く状況で

す。トト姉ちゃんは、ある意味、この種のメーカーの実態を予見する形で顧客

志向の製品開発の要件を世に訴えた番組の一つになったようです。

（２）事例に見る VOC の実務

花王は VAN という形で、全国の販売店の棚と製品販売の状況をつなぎ、常に

製品の販売状況や新製品開発動向を探る活動を進めてこられたことで有名な企

業のひとつです。このような情報戦略の整備に加え、地域の販売店を大切にし

ながら、地道で泥臭いが実務的な製品販売と新製品開発要求を繰り返してきた

ことが著書などに紹介されてきました。図 3-10-1 はその例です。花王の商品は、

販売店を通して、他の化学製品や薬品などと共に売られるわけですが、販売店

自体の収益力があっての販売となります。とは言え、このため、図に示したよ
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うに、市場調査は現地に調査員が入り込み、販売店の販売・利益増対策を図る

中で行う努力が図られてきました。一般論で見ても、この対策は販売店と顧客

を味方にしながら、地域の個性に合わせた販売対策であることが判ります。

   図 3-10-2 花王「リテールサポートサービス」の概要

      山田 泰造著「花王の製販同盟」（1994 年ダイヤモンド社）より

小売店の経営全般に関す

る 効果的・効率的サポー

ト

①商圏調査・分析

⑧店舗設計・開発

③財務診断（経営分析）

④教育および研修

⑤情報機器斡旋

オプション

売場活性化

サービス

発注効率化

サービス

①

②

③

④

⑤

①

②

情報提供

サービス

購買促進

サービス

●売場の活性化支援（品揃え，スキマティック活

性化モデルの活用）

●売場管理の支援（品切れ,過剰在庫

の防止 等）

●店舗全体の診断とアドバイス

●適正在庫の継続的な維持管理（補充点・発注量

の入った専用棚札）

●ＨＴによる簡単･迅速･正確な発注作業

●商品マスターの整備・管理

●ＰＯＳデータの加工分析サービス

●Ｅ囗Ｓデータの加工分析サービス

●エリアデータ等日ＪＳ蓄積情報の提供

●購買促進企画の提案と実施支援

(エンドプラン,売り方ヒント 等)
●年４回，イベントプランの提案と実

施支援

●ＰＯＳシステムの導入推進

●ＬＳＰシステムの導入推進

●ＰＯＳとＥＯＳの連動を支援

売場活性化

サービス

発注効率化

サービス

システム化

支援サービス

③

④

⑤

①

②

小売店の経営全般に関す

る 効果的・効率的サポー

ト

①商圏調査・分析

⑧店舗設計・開発

③財務診断（経営分析）

④教育および研修

⑤情報機器斡旋

オプション

情報提供

サービス

購買促進

サービス

●売場の活性化支援（品揃え，スキマティック活

性化モデルの活用）

●売場管理の支援（品切れ,過剰在庫の防止 等）

●店舗全体の診断とアドバイス

●適正在庫の継続的な維持管理（補充点・発注量

の入った専用棚札）

●ＨＴによる簡単･迅速･正確な発注作業

●商品マスターの整備・管理

●ＰＯＳデータの加工分析サービス

●Ｅ囗Ｓデータの加工分析サービス

●エリアデータ等日ＪＳ蓄積情報の提供

●購買促進企画の提案と実施支援

(エンドプラン,売り方ヒント 等)
●年４回，イベントプランの提案と実施

支援

●ＰＯＳシステムの導入推進

●ＬＳＰシステムの導入推進

●ＰＯＳとＥＯＳの連動を支援

売場活性化

サービス

発注効率化

サービス

システム化

支援サービス

③

④

⑤

①

②

基本サービス
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この販売対策の良否は

図 3-10-2 に示された

情報ネットワークがバ

ックアップします。ま

た、新製品開発に対し

ては、図 3-10-3 に示さ

れた縦：横組織という

開発形態で、社内のノ

ウハウを縦横無尽に活

かした運営が図られて

きたことが紹介されて

きました（このような

ことから、業界では、

現在、多くの企業がマ

ーケティング＋VOC
＋新製品開発のお手本

にしてきた企業の代表

例のひとつとされてき

ました）。

（３）コンビニのセブン・イレブンに見る VOC＋マーティング対策

図 3-11-1 に示すように、現在、コンビニは市民生活と密着した販売となり、

各種の社会変化まで起こす一因になっています。商品は 3,000 点、販売スペー

スはさほど大きく無いが、2 時間毎の商品配送と、売れるタイミングに合わせた

品揃えが整備されています。このため、例えば、コンビニのある地域の地価は

高く、アパートなどに住む若者には、台所に調理用具が無いばかりか、冷蔵庫

も持たない生活者が出るという環境変化まで起きました。特にこの中で、セブ

ン・イレブンはコンビニ業界をリードする形で活動中です。そこで、創始者の

前会長・鈴木敏文氏の歴史を追うと、米国のコンビニとは形態が全く異なる方

図3-10-1 事例に見るカオーの市場調査

山田 泰造著「花王の製販同盟」（1994年ダイヤモンド社）に見る要点

大手化学メーカー花王の主製品
①洗剤、トイレタリーで国内では1位
②化粧品は2位
特徴：原料からの一貫生産と物流・販売
システムに強みがあり、国内外に多くの
工場や販売拠点をもっている。

マーケティング形態
花王は流通関連の研究はすぐに
小売店頭で実験をする。理論構築
：仮説を立て、現場で検証をする
方式に特徴がある

サニーマート瀬戸店におけるマーケティングの例
① 近くにライバル店があり、この店の売上げが低迷
②花王販社の若手社員が“店員”となって同店に常駐、店の

近くにアパートを借りて朝早くから夜遅くまで、1年半にわたって猛烈な研究活動

を展開。
③ 「動線調査」「来店客調査」「競合店調査」、さらに「グループインタビュー」などを

基本的なマーケティング調査を矢継ぎ早に実行

④ 顧客視点で改善～テスト（例）(1)商品が探しにくい対策、(2)陳列が窮屈、

(3)棚割表がないため定番管理ができないなど、花王の製品以外の問題も対策

⑤花王本社のコンピュータとつなぎ、販売と努力を見える化（システム開発者が担当）
販売店の売上・利益増強支援と共に花王製品の販売も伸長！

図3-10-3 カオーの製品開発「タテ×ヨコ」組織

2014年現在、1兆2000億円の売上、2000種・20億個以上の製品販売
を誇るカオーでは、ワンフロア―丸ごとの研究所で自由に行き交う
方式により、「タテ×ヨコ」式の製品開発を進めてきた。

タテ ヨコ 洗剤 化粧品 お風呂 シャンプー

海面活性剤

容器

香料

タテ：商品開発に関わる研究。すなわち、物をつくるところ

ヨコ：商品の基盤を担当するところ

例：化粧品の開発に縦軸のプロが参画するケース シャンプーの開発に化粧品で
成功した内容を展開する例

製品開発事例

「ネグリズム」という蒸気で目元を温めるアイマスクは、４つの製品の組み合わせで成功させた。
温める基本は鉄粉（使い捨てカイロの素材）、これを布上に均一に散らす対策となるが、布上に
鉄粉の散布する対策は加工プロセス研究所による①フロッピィ・ディスク製造の技術を用いた。
だがこれだけでは、布上の散布は上手く行かない。そこで、素材開発研で行っていた②海面活性
剤の技術に相談、アタックで用いた技術と、③ハミングの技術で均等に布上ばらまかせ、蒸気を出す
技術は④メリーズの技術で対策、目的とする製品機能を具体化させた（技術的詳細は省略）

ちなみに香料の
素材は1000種
ある。シャンプー
の例では47種
が入れられる
そうである。
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式で進めて来たことが、成功のポイントだったことが紹介されてきました。

その要点は、ここに

示した VOC＋マーケ

テッング対策にあった

ことが直筆の著書「考

える原則」を始め、多

くの著書に紹介されて

きましたが、鈴木氏が

語る経過を、筆者なり

に整理すると次のよう

になりました。

① セブン・イレブンを誕生させた動機

セブン・イレブンを始めた当初は大変な高度成長期だった。このため、大型店

が広がり、商店街は 次々没落、免許で保護されていた酒屋だけが元気だった。

要は、消費が伸びる中で小型店は衰退の一途をたどっていたが、「中小企業を支

援する必要がある！」という考えでセブン・イレブンをスタートさせたが、学

者や評論家は「コンビニエンスは上手く行かない」としていた。だが、今や認

知され、ライバルの出現と共に、コンビニは社会現象になっていった。

しかも、人口 2～3 万に１店が限界とされていたが、今や 3,000 人の顧客に 1
件の店が必要な環境に変わった。この要点は、お客様のニーズの変化に対応し

たからである。このため、逆に、スーパーの売上は下降線をたどった。

② 顧客志向の重要性

物事は正しい方向からきちっと見られるかどうかにかかっている。同じよう

に、仕事は何の目的でやるのか？という物事のニーズ、お客様の立場から正確

にとらえてゆくべきである。この本質から外れているものは、いかに力を持っ

ていても通用するはずが無い。逆に、世の中の変化の方向、そして、その中で

社会の要求、お客様のニーズに合致するものであれば、無理に力を使わなくて

も受け入れられて行く。

③ 差別化を生む「絶対の追求」

競争に勝つためには、お客様の絶対的な支持を受けるということが一番重要で

ある。そのためには「絶対の追求」という姿勢が求められる。この姿勢は、他

者に出来ないことをどこまで実現して行くことができるか？ということである。

出来るか？出来ないかの問題ではなく、チャレンジして行くことに尽きる。ま

図3-11-1 2017年のコンビニ各社の状況
2017年5月19日 日刊工業新聞

コンビニの国内店舗数

６００００

５００００

４００００

３００００

２００００

１００００

０
7 08 ０９ 10 11 12 13 14 15 16 17 17年

3月末

ローソン ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ その他

2月期

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝは、熾烈を削るコンビニの中で、販売だけでなく

高収益を挙げてきた。
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た、これこそが本来の仕事である。他店と同じレベルのことをしていたら、常

に競争の渦にはいってしまう。対策は、他と絶対的な差をつけられるように、

創意工夫を続けて行くことしか無い！

このような思想をセブン・イレブンで働く店主を始めとしたスタッフに徹底し

て行くため、鈴木氏は、毎週、全店の店主を一堂に集め、思想の徹底と共に、

市場の変化に伴う、仕入れと販売のノウハウを相互交流し、常に、変化する顧

客ニーズに対応した販売と新製品開発が進めました。なお、①予測（仮説）に

基づく販売の責任は店主とする。②2 時間毎の製品入れ替えが可能な体制を納入

メーカーと共に進める。③おにぎりを始め、主力製品に対しては、徹底的な製

品品質の向上を図る（事実、米のブレンディングは業界 1、冷やしラーメンなど

は、1.5 年もの年月を掛けても一流店に負けない味を具体化させたという事例が

紹介されてきました）。④この種の交流と商品を出しながらお客様のお声をお聞

きする。⑤図 3-11-2 に

示したように、バック

ヤードで IT による情

報体制を具体化。また、

⑥1年間で 90％以上の

新製品で棚の製品を置

き換え、新たなニーズ

に対応するという内容

が紹介されてきました。

例として、ある時、

「夏におでんを！」に

あるように、販売実績

を持つとされる専門家

の会議で、この案は否決されました。だが、鈴木氏が「お客様のお声をお聞き

するには、実際に商品を店内に出した売り上げの状況で販売を見て判断すべき

である！」とされ、販売した結果、大ヒット、今や定番になったことは多くの

方が知る話のひとつです。

以上がセブン・イレブンにおける取組の要点ですが、鈴木氏の書によると、

市場と新製品のライフサイクル、並びに、顧客対応に対する捉え方が極めて理

にかなった内容であることが判ります。その情況は図 3-11-3 の図の上部の様に

なっていました。図に示したように、マーケットは筒のような円筒形の形をし

ていて、お客様の好みが変化することにより、ヒット商品も図のようなライフ

サイクル・カーブを描いて変化すると同時に新製品との交代が図られる。従っ

て、図の中央に示したセブン・イレブン式の JIT・SCM が必要であり、予測に

図3-11-2 日本セブンイレブンの第６次新システム

第５次システム内容
①ネットワーク、②グループウエア、③発注
④情報発信、⑤店舗、⑥本部情報分析、⑦ＰＯＳ

店舗

既に公開されてきた第５次システム
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第６次の内容
①店舗で発生した

会計処理の

機械化

②店舗の受注処理

をメーカーや

卸と共有して

日次で生産計画

を作成

リアルタイムな

生産・在庫管理

を展開

③各種木目細かい

店舗戦略展開

変化させない内容
① 店主の仮説に基づく発注
② 鮮度管理、③感じよい
接客、④ 清潔で気持ち良い
店内

ITを利用した検討＝「数字を基にした対話」
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基づき生産販売～新製品投入が妥当か否か？を、常に評価しながら活動する

ために、コストと手間

を掛けても図の下部に

示した毎週行われてき

たわけでした（FC 会

議：図 3-11-3 が、セブ

ン・イレブンの市場一

位の維持、また、他の

コンビニの活動を引っ

張る形態を生んできた

そうです）。

。

（４）マーティング対策で陥りがちな注意

ここまで、VOC+マーケティング対策の実務的な内容に対し、事例を中心に

解説ささていただきま

したが、逆に、陥りが

ちな内容を注意点とい

う形で例示して行くこ

とにします。図 3-12-1
は、ここまでのまとめ

に対する注意を含め、

関係者が陥りがちな内

容を整理しました。こ

こまで紹介させていた

だいてきた内容は、主

に筆者が多くの企業で

対処してきた体験と、

その際、書や報道などで紹介されてきた内容ですが、筆者としては、「新製品開

発と売れる商品化に対して極めて基本的、かつ重要な内容ばかりではないか？」

と思います。しかし、この種の内容は世につれ人につれ変化して行きます。要

は図に示したマンネリ化が問題になります。そうなると、「図に示した対策①～

⑤の利用と共に、その対策内容を常に洗い替えして行く対策をお奨めしなけれ

ばならない」はずです。なお、その点に対しては、図 3-12-2 に示したように、

イトーヨーカドーの会長も務めてきた鈴木氏が対策法を提示し、実践してこら

図3-11-3 セブンイレブンにおける

ドロ臭いが実務的な市場対応

勝見 明著「鈴木敏文の

本当のようなウソを見抜く」

プレジデント社発行から

食の

マーケット
の構成

食のマーケット全体は
固定的。ここに、人は、
「同じ商品（例えば弁当）
で、どのように高品質でも
飽きる！」ため、筒の中の
構成が変化する！

商品A 商品B 商品C

JIT・SCM
の解釈

（TPSとの違い）

トヨタ生産方式は売れただけ
生産するプル（需要側から商品
を引っ張る）方式。だが、生産量
の決定はメーカーサイド

セブンイレブンは、現場の各店舗
で、顧客のニーズを起点とした仮説
を基に、商品販売～開発までを
進める方式なので、完全に市場プル
方式を指向！

毎週火曜日
のFC会議
（終日）

① 鈴木流哲学
を繰り返し
徹底

② 事例報告
・成功事例
・新商品
・他

②相互交流
・発注における

仮説と検証
・機会ロス削減対策

・顧客の心理解析
を中心に個別ミーティング

図3-12-1 組織が陥る危険な事象

① マンネリの発生
一般的に、仕事に就いたばかりの頃は感覚も新鮮で、ひとつの

方向に向かって素直に新しいことを追求できしるし、するが、時間が

経過すると、経験が邪魔をして、新鮮な感覚は希薄になってくる。
こうなると、だんだんと変化について行けなくなってくる。

マンネリ打破の対策法
対策① 売り場に立って、ひとつひとつ、商品の動きを確認して、本当に、何が今売れているか？

をチェックして、変化に対する感覚を常に研ぎ澄ませておくことが重要である。

商売とはどこまでお客様の心理をつかむかにかかっている。
対策② 習慣的に行ってきたことを全部否定してみる。

習慣化してきたことに対して全く逆の発想をすることは、新しいアイデアと見方、立場と
ものの見方を生む。

対策③ 統計の見方を変えること

統計データを引っ張って眺めていると、仕事をしているように見える。だが、現実と離れる
方向に動かされるだけである。POSデータは新たなアイデアは生み出さない。大切な点は

日常でつちかった観察眼を試し、POSでフォローして先に進むことが重要である。
対策④ イノベーションとは、お客様がどのどんと、わがままな要求をしてゆくが、これに対して

自分を変えることによって、その要求を合理的に受け入れられる(処理～お応えして

具体化する）変化が重要である。人真似は身を滅ぼす！
対策⑤ 毎日鏡を見ていると、自分が刻々と年とった状況が判らない。こにため、時間をあけて

見る。客観的な分析手法や見方や気づきを工夫して見ることが重要である。
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れた内容が参考になります。皆様ご承知のように、セブン・イレブンは小規模

店、イトーヨーカドー

は大規模店（スーパー

マーケット）です。こ

こで揃えた商品が、顧

客ニーズの変化に伴い

売れ残る場合、その被

害は甚大になります。

このため、仮説の立て

方は小規模点の方式と

は異なります。しかし、

ここでも、慎重かつ、

真に的確に顧客ニーズ

にあったものを提供

して行くことが必要な点は変わらない状況です。これは、読者の皆様がマーケ

ティング対策を進められる場合も同じです。以上、ここにある内容から、「読者

のミニ様には、皆様の企業と商・製品の個々の特性に合う内容を選定され、常

に、お客様の立場で品ぞろえや新製品開発～投入を含めた対策を図るべき」と

いうことになるわけでが、残念ながら、この具体策に「これは！と言った決め

手はなく、皆様のご判断にお任せする以外に無い！」というのが結論です。さ

らには、新製品技術環境などが、変化するので常に探索が必要になるはずです。

【参考になる小売店のコンサル】

正確なマーケティング対策は、足で稼ぐ顧客ニーズの現状（実態）把握が前

提になります。この種の指導や対策を専門に行う F 研究所のノウハウがテレビ

で紹介されたことがありましたので、紹介させていただくことにします。

対象は、駅前の立地は良いのですが顧客が入ってこない、倒産寸前の販売店

の対策でした。F 研究所の皆様は、店の前を通る方々に「申し訳ありませんが、

買い物袋の中をお見せいただけないでしょうか？遠地に買い物をされる対策を

したいので、・・・」と言って調査を進めました。このデータを基に、対象とし

ている店の品揃え、さらには、店前の広告などを変更したとたん、５倍の売り

上げになり、黒字化に変貌！F 研究所の皆様にお礼を言い、コンサル料金を払う

というシーンが紹介されたわけでした。このコンサル企業では、この調査が常

套手段とのことでした。知れば当たり前の対処です。しかし、逆に、「多くの対

策では、ベテランと称する方達の討論で対策を図る。このため、成果が出ない」

ということでした。

図3-12-2 お客様が持つ興味の変化

①体験で判る、同じメニューに飽きる現象
イトーヨーカドーの本部が千代田区3番町にあった頃、役員が一堂に集まって昼食をとることが
恒例だった。社員食堂がなく、仕出しの寿司屋三段重ねの弁当など約8種類のメニューから
選択していた。しかも、味も内容も良かったが、3週間ほどは良かったが、５ヶ月頃からは昼食
を避けるようになり結局は自由とした。たとえ、一流料亭であっても、自宅で味噌ラーメンの方が
良い時も人にはあることを、鈴木会長が体験した話し。

② 仮説と成功
・ 冷夏におでんを出して成功した。・ 正月に冷やし中華を出す。 ・ アイスクリームを冬場に出す。

この種の仮説の成功は、全部経験でしかものを見ていない対処を打破した例である。
なお、ロスが生じた時の注意が必要！ロスとは、(1)値下げ、(2)売れ残りによる廃棄、(3)売れる時に
モノが無いロスの３つがあるが、仮説にはこの3番目の見方が重要である。
かつて、お客様は、例えば、梅干しのおにぎりを買いたい時に、それが無ければ代替商品を購入

されていた。だが、今は、欲しい商品以外は買わない時代となった。従って、仮説を立てる時、お客
様が、今、どのようなニーズを持っているか？を調べ、集大成して行くことと、その解析が重要にな

る。そのため、セブンイレブンではバックヤードにこの解析システムと、POS,店の模様替えをお客様
が買いたい内容でレイアウト変更する。プロである店診断者が回って指導することを繰り返してきた。

③モノを売る店は美化と品揃えが重要 ← 評点をつけ評価
売り場に人件費をかけ、顧客との交流も重視 （合格か不合格のみの判定）




