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受講者間の自己紹介（各グループで） 

１．所属する部署 
     
２．担当する業務内容 
 

３．あなた自身がこれまで挑戦したこと 

  （又は現在・未来あるいは実践計画で）   

（一人１分で） 
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はじめにー研修の目的 

１．現実を直視し、本当の危機意識を持つ   
２．お客様大事の心に徹する 

 １）その重要性を理解し、意識を変える 

  ２）どうすればよいか、具体的に考え抜く 
 

３．“日に新た”を実践する 

  －自ら変わる、組織を変える！ 



4 

第一章 “素直な心”で、現実を直視する 

      －｢本当の危機意識｣を持つ 

第二章 “お客様大事の心に徹する” 

    ・重要性 

    ・できない原因・阻害要因を克服する 

    ・１２０％満足を実現する 

第三章 “日に新た”を実践する 

第四章 ｢私の“お客様大事の心に徹する”実践計画｣ 

   の作成と発表 

“お客様大事の心に徹する”研修の内容 
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“素直な心”で 

現実を直視する 

第一章 “素直な心” 
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私たちは、 

現実を見ようとしているか？ 

また、現実が見えているか？ 
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     （創業者） ｢馬の目隠し｣ 

       ｢この世の中、本当は、わかっているよりも、 

        わからないことの方が多く、知っているより 

        も、知らないことの方がはるかに多いので 

        ある。｣｢昨今とかく、自分を正しとするあま 

り、他を排するに急な傾向が見受けられるようだが、 

これはまさに馬の目隠しである。これでは事が小さく 

なる。｣｢自分の知っている範囲だけで物事を判断しよう 

とすることが間違いなのである。～その他にもいろいろ 

な面、いろいろな見方がある。｣｢お互いに目隠しを外し 

て、～もう少し謙虚になりたい。｣ 

                （｢続道をひらく｣｢物の見方考え方｣より） 
謙虚さ 

削除 
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関心 

①視界 

     ●盲点 

  （見えていても 

   見ていない！） 

●見えない 

 脳のフィルター機能（Reticular Activating System＝ＲＡＳ）による制約：  

 ①人間の脳は、自分にとって重要な情報しか認識しない。 

 ②それ以外の情報は、視界に入っていても認識し 

  ない！（盲点） 

何を重要と考えるか（どんな価値観・信念を持つか、 

何に意識をフォーカスするか）が“見ないもの”を決定する！ 

“まず思うこと（強く願う）” 

（目的・決意・信念・価値観） 

人は“自分の見たいもの”を見ている 

（他を削除している）！ 

「馬の目

隠し」 
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   （創業者）私心に囚われやすい 

「人間は、心にとらわれがあると、物事をありのまま
に見ることができない。たとえて言えば、色がついた
り、ゆがんだレンズを通して、何かを見るようなもの
である。かりに、赤い色のレンズで見れば、白い紙

でも目には赤くうつる。ゆがんだレンズを通せば、ま

っすぐな棒でも曲がって見えるだろう。そういうことで

は、物事の実相、真実の姿を正しくとらえることがで

きない。だから、とらわれた心で物事に当たったので

は判断をまちがえて、行動をあやまつことになりや

すい。」              （｢実践経営哲学｣より） 

歪曲 
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関心 

②意識の窓 

フレームワーク 

（信念・価値観） 

● 

①視界 

③フィルタ 
（信念・価値観） ●外れる（盲点） 

・ 
歪む 

●見えない 

人は“自分の見たいように（歪曲して）”見ている！ 

（参考）あなたのフィルターが現象の意味を決めている 

「レンズに 

色や歪み」 

フレームを変えれば現象の意味も変わる！ 
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（創業者） できるかできないか 

すぐに“できない！”と考える（“インテリの弱さ”） 

「物事というものは、できることでも、それを“できない”と

思っている限り、やはり実際にできないのでは 

あるまいか。～少々のことでできないと考えることは、 

むしろ人間のすぐれた可能性を押しつぶして 

しまうことにもなるのではなかろうか。」 

｢皆さんは自分の力をどれほど信じているか～や
ろうと思えば必ずできる。～ 

そういう信念を持ってもらいたい。｣ 

 「やれば必ずできる」と考える（＝責任者の絶対的要件）  

一般

化 
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私たちは、現実を 

削除・歪曲・一般化 

して見ている！ 

＜削除＞ 例）社会貢献、お客様への役立ち・喜び、自分の原因 

＜歪曲＞ 例）当社の現状と危機、環境の変化の影響 

       ←大企業との驕り、傲慢さ 

＜一般化＞例）２０世紀の成功体験、成功したビジネスモデル 

       →現在も・海外でも通用する？ 

つまり、自分の見たいものを 

見たいように見ている！ 

そして、決め付けている！ 



13 

ではどうすればよいか？ 

①まず｢人は削除・歪曲・一般化していること｣を認識する 

 ⇒自分がどのように削除・歪曲・一般化しているかを認識する 

  Ｃｆ．システム思考－“群盲象を撫でる” 

②囚われない素直な心を持つよう努める： 

   自分のフィルターを透明にして見る 

③社内の衆知を集める 

④外部の情報を意識して取りに行く： 

   市場・顧客・競合他社から 
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伝統精神－素直な心 

私心なく、くもりのない心、とらわれない心 

自分の利害や感情・知識・先入観にとらわれず、 

物事をありのままに見ようとする心 

・ 

・天地自然の理に従い、世間大衆の声を聞き、また社内の 

 衆知を集めて為すべきことを行っていけば、経営は必ず 

 成功する。そのためには“素直な心”がなくてはならない。 
 

・素直な心はその人を正しく、強く、聡明にする 
－物事の実相が見え、何を為すべきか、何を為さざるべきかがわかってくる。 

－｢人も物も一切を生かすような経営｣｢日に新たな経営｣もできてくる 
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（創業者） ｢素直な心になれば、｣ 

それに基づいて 

何を為すべきか、何を為さざるべきか 

ということもわかってくる。～さらには 

｢人も物も一切を生かすような経営｣ができ、 

～｢日に新たな経営｣も生み出しやすい。 

（｢実践経営哲学｣より） 

物事の実相が見える 
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“お客様大事の心” 

に徹する  

第二章 “お客様大事の心” 
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（参考） お客様以上に大事なものは？－ない！ 

 

 

 

お客様あっての企業！ 

当社製品を買うかどうかの決定権は 

100％お客様にある！ 

しかも 

 お客様大事の心に徹する 

    ⇒ お客様に選ばれる 
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（創業者）｢世間の求めに応じていく｣ 

「自分は、ただ世間の求めるところに対して、 

省みて過ちなきを期してゆけばいいのだ。 

それ以外のことには心を煩わす必要はない。｣   

（商売の正しい姿） 

「社会の求める道をひたすら考え、 

人々の身になってその要望を満たす 

ところにあります。｣ 

世間は常に正しいと考えること 
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ジョンソン＆ジョンソン 我が信条 

我々の第一の責任は、我々の製品およびサービスを 

使用してくれる～すべての顧客に対するものである 

と確信する。～ 

我々の第二の責任は全社員に対するものである。 

我々の第三の責任は、我々が生活し働いている地域 

社会、更には全世界の共同社会に対するものである。  

我々の第四の、そして最後の責任は、会社の株主 

に対するものである。 

これらすべての原則が実行されてはじめて、株主は 

正当な報酬を享受することができるものと確信する。    
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（参考）｢お客様に選ばれるためには？｣ 

 

買う（お金を払う）立場に立って考えると 
 

①自分のニーズを満たしてくれそうだから 

 （自分の抱える問題を解決してくれそうだから） 

②商品の代金以上のメリット（使用価値）を感じ 

 るから 

社内のあらゆる活動を上記①②の実現 

（目的）に向けて磨き上げて行くこと！ 

お客様大事の心 
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（参考）｢お客様大事の心に徹する｣ 

 

“お客様大事の心に徹する”ことは、 

事業の成功の必要条件であり、かつ、 

十分条件である！ 
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（創業者） 経営体の病気を治す 

「今年は、病気を速やかに治していくことに集中 

したい。経営体の病気を治すのは易しいこと。 
 

 

 

 

やるべきことは、はっきりしている。 

これができれば、病気は自然に治っていく。」 

（歴史館特別展「絶えざるイノベーションより」） 

・需要家に喜んでいただいているか 

・為になるかならないか 

・良いものを適当な値段で供給できているか 
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（創業者）「強く願うこと」 

そのための手段、方法は、 

必ず考え出されてくる。」 

「才能が梯子をつくるのではない。 

“どうしても二階に上がりたい”と願う人こそが 

梯子という工夫を考え出すのである。」  

「事を成し遂げるには、まず 

その実現への願いを“強固な信念”にまで 

高める。そういうものがあれば、 

情熱 
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（創業者）「強く願うこと」 

「誰もが同じように成功を願っているけれども、果た

して本当に自分の心の底からの強い願い、「何とし

てもこれを成し遂げたい」という決意にまで高まって

いるでしょうか。単なる一応の願いで終わってないか 

そこに結果に大きな差が生じる一つの要因があるの

ではないでしょうか。」 

「（成功・失敗）の大きな違いは、 

事の実現を願うという出発点の内にある 

ように思われます。」 
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（創業者）「強く願うこと」（程度＝信念） 

～を知っている 

～できればいい 

～した方がいい 

～すべきだ 

～しよう 

何としても～する！    信念のレベル 

 

①私たちは信念に基づいて

考え、行動するように 

できている！ 

②関連する情報が集まって 

くる！（焦点化効果） 

⇒手段方法が見えてくる 

③困難・障害に直面しても 

決して諦めない 

参考 
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（創業者）「強く願うこと」（徹底度合） 

「それをどれだけ徹しているか     

 が大切で、その徹し方で 

 経営の実態に差が出てくる。」 

「今はほとんどの会社が“社会に奉仕する” 
との経営理念を持っている。」 
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（参考）「ウォルマート創業者サム・ウォルトン 

１）顧客満足は、実際は“顧客の不満”が 

 多いからこそ意味を持つことができる 
 －“顧客のためでないこと”が自店にも競合店にも数多くある 

２）顧客満足は、今日より高い満足を与えることに 

 向かっての企業の毎日の克己的な努力だ 

 ＝顧客が期待する以上のものを提供し続ける 

３）すべての根底は“成功への情熱”～社員・顧客へ 

 “商品が顧客の生活に与える意味”を見ることから、情熱を持 

 ち続け、それが共感となって社員に伝染し、顧客を動かす！ 

  （理念） ｢顧客満足｣  
意味 
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（参考）「ウォルマート創業者サム・ウォルトン 

４）“成功する方法”を現場から“発見”し、 

 “原則”にして“手順”をつくり、定着させる 
 ①満足保証：無条件で返品に応じる 

 ②より安い価格：店舗経費と物流コスト等の経費（＝顧客 

  の負担）を他よりも低く抑え（15％と2％）還元し続ける 

 ③現場重視：幹部の訪問義務と分散型意思決定 

 ④顧客満足を高めるための作業連鎖（目的チェーン）を 

  与える：店舗は顧客に奉仕し、物流センターは商品管理 

  ＆補充センターであり、その運転手は店舗に奉仕する 

  （理念） ｢顧客満足｣  
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伝統精神一「一商人なりとの観念」 

松下電器基本内規第１５条（１９３５年） 

「松下電器カ将来如何ニ大ヲナストモ  

常ニ一商人ナリトノ観念ヲ忘レス  

従業員又ソノ店員タル事ヲ自覚シテ  

質実謙譲ヲ旨トシテ業務ニ処スルコト」 

（当時の従業員数：2874名、資本金：1000万円） 
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（創業者） 「一商人なりとの観念」とは 

  

１）商売の本質・商人の使命がわかっている 
 ■商売とは「人々のお役にたつこと」かつ 
  その上で収支を立てること 
 

２）お客様の心が読める 
 ■相手の立場にたって考えることができる 

３）感謝の心・謙虚な気持ちを忘れない 
 ■人よりも深く頭を下げることができる 

（商売の正しい姿）「社会の求める道をひたすら考え、 

人々の身になってその要望を満たすところにあります。｣ 
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（参考） 「一商人なりとの観念」を忘れると 

  

１）私の都合・自社の都合をお客様に押し付ける 

 →商売の本質から外れて行く！！ 
 

２）お客様のニーズを見ない（他社との横並び 

 発想）、又は、見ても自分のフィルターを通して 

 勝手に決めつけ、思い込む（検証しない） 

３）不平不満を持つ／驕り・傲慢になる 

 →お客様を見ない、見ようとしなくなる 

 ⇒その結果、お客様から支持されない！ 

（選ばれない） 
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（創業者）人間の弱さに打ち勝つ努力をする① 

・弱い、（常に）自ら最善を尽 

 くす人はいない 

・暗がりでは何をするか 

 わからない 

・抜け通しである 

監督し、やかましく要求し、 

導く人が必要 
（｢社員稼業｣） 

・易きにつきやすい 

・ああしなければと頭ではわ 

 かっていながら、自分が可 

 愛いから、つい甘やかし、 

 適当なところでお茶を濁し 

 ておきたくなる 

自分自身に対して 

厳しく戒める必要がある。 

人間の現実の姿 弱さに打ち勝つ努力をする 
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（創業者）人間の弱さに打ち勝つ努力をする② 

時に迷ったり、恐れたり、 

心配したりという弱い心を 

一面に持っている 

悪いと分かっていること 

だのに止められない。 

そして悶々とする。～ 

人間とはそうした弱さの 

かたまりだ。 

少しでも弱さに打ち勝つ 

努力をする。 

そこに進歩向上がある。 

一つの使命を見出し、 

使命感をもって事に当って 

いく時、非常に力強いもの 

が生まれる 

人間の現実の姿 弱さに打ち勝つ努力をする 
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（創業者）｢商売というもの｣ 

｢商売というものは、非常に難しい。しかし、また一

面非常にしやすいものだとも言える。～己の心に囚
われて物を見る場合に色々と難しさが起こってくる
ようだ。自分の立場からしか物が見られない。世間
の声は二の次だという考え方でゆくと、事毎に支障
が起こってくる。ところが、自分は世間とともにある

のだ、また世間の人々は誠に親切に自分を導いて

下さるのだというような考えの下にお客さんに接し

てゆくならば、商売というものは非常にしやすいも

のになると思う。｣ （｢思うまま｣より） 
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（参考）商売の本質：「人々の役に立つこと」 

 

 

 

   

｢経営と言い商売と言い、 

これみな公事にして私事にあらず。～ 

商売はつねに公の心をもって行い、 

いささかも私心をはさまざるよう心がくべし。｣   
（昭和１４年社内通達「経営の心得」より） 

創業者 

＞ お客様のニーズ    
（顧客価値の提供） 

私の都合 
（私・自組織・自社） 

＞ 
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（創業者） 「商売戦術三十ヵ条」 

「無理に売るな、客の好むものも売るな、 

客の為になるものを売れ」 

（商売戦術三十ヵ条 第十一条） 
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（創業者） 商いの原点 

「“どうしたら売れるか儲かるか”では 

なく、“ どうしたら人々に心から喜んで 

もらえるか”である。」 

“まず相手を喜ばすこと” 
｢世の中の人々が企業に対して抱く様々な要望に応じ、 
生活の向上に貢献することによって、企業は見返りと 
して利益を得ることもできるし、発展もできる。だから、 
大切なのは、まずお客様に喜んでいただくことで、 

利益だけを追い求めても、決してうまくいくものではない。｣ 

商いの原点 

（｢人生談義｣より） 

利益は自然に儲かるもの 

（｢松翁論語・抄｣より） 
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（創業者）「商売とは感動や喜びを絶えず先に与えること」 

「商売とは、感動を与えることやな。 

喜びを与えることやな。与えずして 

何かを得ることはね、それは負債になることや。 

だから、いつも債権者にならんといかん。 

つまり品物を売って、便利で具合いい、と 

喜んでもらうことを先に考えんといかん、 

感動とか喜びを、絶えず先に与えるという商売 

でないといかんわね。」 
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（創業者）「お客様に喜ばれているか」 

“どれほど喜ばれ感謝されているか”を 
 お客様の視点から 

絶えず反省・検討し、改善していく  

①足りないところがわかり、尽きざる創意工夫も生まれてくる  

②“自分の店の存在意義”についての確信が生まれ、 

③商売にも自ずと力強いものが湧き出てくる 

お客様の立場に立って考える  
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＜他社事例①＞ビール業界：アサヒの復活 

 ①経営の危機（１９８５年）： 
  崖っぷちで、地獄の状況 

  シェア低下：９．６％ （業務向け：７  家庭向け：３） 
 

  （環境の変化）ビールが“贅沢品”から“大衆品（家庭用）”に 

  （原因）営業力を必要とする業務用に強みを持つアサヒは、 

    消費者ニーズを把握しようとせず、ライフスタイルの変化 

    に対応できなかった  
 

  Ｃｆ．キリン：業務用では勝てないキリンは、自然と家庭用に 

      力を入れることとなり、結果としてシェアを急拡大した 

１）奇跡の復活：新商品スーパードライによる起死回生 
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＜他社事例①＞ビール業界：アサヒの復活 

②「お客様本位」とする経営理念を策定（村井社長）  

  ・本社部長１０名の非公式の交流の場：“読書会” 
  －「ぬか味噌と中間管理職はひっかきまわさないとダメ」 
   ・商品開発：縦割り組織に横串をさし、連携できる体制に 
  －“ビール屋がいいと思う（苦味の強い重厚なビール）のではなく、 
    お客様が本当に飲みたくなるビール”をつくろう 
  －消費者調査実施：「軽快で飲みやすいビール」を求めている 
    （背景）日本人の食生活の変化：洋食化 

③スーパードライ（消費者の求める味）の投入（樋口社長） 
  景気浮揚期に（87年）タイミングよく発売（3社の追随が商品を育てた）  

 社長の強力なリーダーシップの下、一致団結、また活況な金融市場 

 からローコストで資金を調達し、急増する需要に対応（一人勝ち） 
 Ａ．巨額の販売促進費投入：１００億円未満→６０６億円（89年） 
 Ｂ．大規模な設備投資：４００億円／年（過去10年間で４０億円） 
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＜他社事例①＞ビール業界：アサヒの復活 

①経営の危機（１９９２年）：シェア低迷と財テクの失敗 
  キリンのヒット商品“一番絞り”の登場（90年） 

  オーストラリアフォスターズ社への資本参加と失敗：５００億円 
  有利子負債１兆４１１０億円（92年末） Ｃｆ．売上：９４９０億円 
  （原因）商品のヒットにより、社員が緊張感を欠き、傲慢に（社内） 
 

②対策：売上拡大のため“ビールの鮮度（品質）を高める” 
  全社一丸となった取り組みのテーマを「品質」とした。 

  （1970年代）工場の稼働率を維持するため、流通に無理な押し 

    込みをしていたため、流通在庫が増え、ビールが古くて不味 

    いものとなり、シェア低下→在庫削減の取り組み（瀬戸） 

２）鮮度管理による再建（瀬戸社長）（≒お客様本位） 
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＜他社事例①＞ビール業界：アサヒの復活 

②対策：「売上の拡大と効率化」の方針 

  －売上拡大のため“ビールの鮮度（品質）を高める” 
■フレッシュマネジメント（業務の見直し）：工場内で瓶・缶に詰め 

  てから出荷、配送センター、特約店を経由し、酒屋の店頭に並ぶ 

  までの期間を“ＩＴの活用”／“工場から問屋への直送”により１６日 

  から１０日へ短縮（さらに98年以降は７日に） 
  （文化）「変わるのはいいことだ」「決定に対して一丸となれる風土」 
  （副産物）社内在庫の圧縮によるコストダウン 

③成果：経営危機にあった92年度末と比較すると 

 2001年度連結売上：１兆４３３４億円（←９４９０億円） 
 連結ベース有利子負債：４１７１億円（←１兆４１１０億円） 

２）鮮度管理による復活（瀬戸社長） 
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＜他社事例①＞ビール業界：アサヒの復活 

二度に亘る経営危機に直面し、 

お客様本位の方向に舵を切り、 

自らを革新して行った！ 
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＜他社事例②：老舗企業＞ 
 

（株）龍角散 
（藤井隆太社長） 

経営危機に直面し、 
経営革新を断行！ 
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（他社事例③）なぜサムスンは勝ったのか？ 

ＢＲＩＣｓ等の新興国において、なぜサムスンが 

勝って、日本企業は負けたのでしょうか、その 

原因を考えてみて下さい。 

（註）次頁以降の資料は、サムスン電子元常務吉川良三氏の論文及び一橋大学 

   大学院教授伊藤邦雄氏の書籍「危機を超える経営」に基づき作成したもの 

   である。 
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  新興国におけるサムスン成功の原因 

  －日本企業敗北の原因 

“サムスンは潰れる“との強烈な危機意識を持った李会長は、 

異なるやり方を模索し、1988年“第二創業”を宣言（質の経営へ） 

（サムスン電子元常務 吉川良三氏） 

製品は日本製品のモノマネで価格は２割高く、不良が多い 

＜日本企業追随型＞ 

「自国を中心に置き、海外に進出する」「高品質だが、過剰品質」 

「高付加価値だが、高コスト」の日本企業のやり方では、将来の 

グローバル競争で勝てない！と結論 

かつての同社のビジネスモデル 

 ①開発設計（科学技術）より量産設計（産業技術）に力点を 

 ②擦り合わせよりは、モジュラーを効率的に組み合わせ技術を志向 

 ③積極的かつ重点的にブランドに経営資源を投じた 

日本企業をベンチマーク 
李会長 

受 身 
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  新興国におけるサムスン成功の原因 

  －日本企業敗北の原因 

≠危機感（日本企業）：漠然とした不安感、いつまで我慢すればいいか 

（サムスン電子元常務 吉川良三氏） 

 １）危機意識から徹底した改革へ（≒日に新た） 

「危機意識」：自分が生き残れるかどうか、身の危険を感じて 

 いるレベル→生き残るため対策を必死で考え、行動する 

さらに1993年李健煕会長「新経営」フランクフルト宣言。 

 李健煕会長による意識改革 1988年“第二創業”を宣言 

     （質の経営へ） 

それでも社員の意識の壁は厚かった 

＜契機＞1997年アジア通貨危機 

以降、危機意識が全社に浸透していった！ 

事業売却、経費削減、人員削減（10万人）、給与30％カット 
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新興国におけるサムスン成功の原因 

－日本企業敗北の原因 

「グローバル化」：市場性のある地域に工場や拠点を置き、その 

  国の文化に会った地域密着型のものづくり・マーケティングをす 

  ること。製品の機能や仕様は、現地の二－ズに合わせ、マーケ 

  ティング戦略（外部の専門家を活用）・営業戦略も現地の状況 

  に併せて立案する。（新興国＝消費国と捉えた） 
 

＜原動力＞韓国市場だけでは生き残れないとの認識 

＜具体策＞地域専門家の徹底育成（250名/年累計4000名） 
 

Ｃｆ．国際化（日本企業）：厳しい日本市場で評価された製品と同じものを 

  海外に展開すれば売れるはずとの“誤解”の下に、コスト削減のため、 

  海外の安い労働力を利用して生産する。（新興国＝生産拠点と捉えた） 
  →グローバル化に対応できていない！ 

 ２）大改革：グローバル化（地域密着型戦略）の徹底推進 
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新興国におけるサムスン成功の原因 

－日本企業敗北の原因 

  取り組み事例 

地政学的製品企画の徹底した立案とスピードがサムスンを一気 

に世界企業に押し上げた原動力だった。 

１）携帯電話：地域毎に必要な機能を細かく分けて商品開発を 

  行うことで、他社に先駆けて地域毎のヒット商品を作り出した。 

２）ベトナム向け冷蔵庫：製氷機に近いシンプルなもの（野菜室 

 や食品の新鮮保存機能などはなし） 

３）インド向け冷蔵庫：鍵つき 

４）インド向けエアコン：静音性は不要で、逆に大きな音を立てて  

   人に強い風を当てるものが好まれる 
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新興国におけるサムスン成功の原因 

－日本企業敗北の原因 

３）サムスン電子：３Ｐ革新を実行 

①製品（Products）の革新：「選択と集中」の断行 

“コア事業”：半導体・液晶・携帯電話に絞る（将来の成長性を重視） 

 ②プロセス(Process)の革新：「スピードアップ」と「ムダの排除」 

業務のＩＴ化：ＳＣＭ、ＣＲＭ、ＰＤＭ、ＥＲＰ、シックスシグマ 

③人材(Personnel)の革新：人材の「質」に焦点当て改善 

（１）経営理念：「人材第一」 

（２）世界中から優秀な人材を集め、人力開発院で育成  

 ①コア・バリューの共有②次世代リーダー③「地域専門家制度」 

（３）人員削減：サムスン電子：約3万人（グループで約10万人） 
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新興国におけるサムスン成功の原因 

－日本企業敗北の原因 

｢サムスン電子が大飛躍を遂げた秘訣は、実は松下幸之助氏の理念 

を１９９３年以降、愚直に実践してきたことになるのではないか。｣ 

（吉川良三氏） 

（理由） 

・｢実践経営哲学｣を役員全員に読ませ、自らも読んでいたという話あり。 

・李会長の考え方は、松下幸之助創業者に極めて似ている。 

 ｢企業の本質的な役割は、いいモノを安く作って、できるだけ速く提供 

 すること｣｢顧客の満足のいく製品を作れば、自ずと利益が生まれる｣ 

 ｢顧客のお蔭でサムスンが生き残っていられることを忘れず、顧客を 

 大事にせよ｣｢自然と人類と経済の本質に逆行した経営はいけない｣ 

 ｢相生の精神｣など 

４）経営理念の確立と共有、実践 
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他社事例から何を学ぶか？（共通点） 

危機意識を全社で共有する！ 

お客様大事の心に徹する！ 

“日に新た”を実践する！ 
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（参考）自責の原因を見出せば手が打てる！ 

対策打てる 

他責の原因 自責の原因 

コントロール不可 コントロール可 

対策打てない 自分が変わる 

システム思考 
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（参考）お客様大事の実践を阻害する要因は何か？ 

①「お客様」とは誰か、｢大事｣とは何か、コンセンサスがない！ 

②お客様を知らない、知ろうとしない 

 ・お客様の顔が見えない、声が聞こえない。イメージ湧かない 

 ・自らお客様の声を聞きに行かない 

 ・目の前の仕事の処理・内部の情報で頭が一杯。多忙過ぎる 

 ・ＢtoＣでは、お客様が不特定多数 

 ・組織が大きくなり、業務が分業化して、お客様との接点が 

  少なく、また、間接的となった（ショップ店経由） 

③お客様のニーズを的確に把握できていない 

 ・把握する仕組みがない／属人的に留まる 

 ・その方法が不適切 

 ・感性が鈍くなっている（情報が溢れ、関心事項が散漫） 

 ・お客様のニーズを決めつけ、検証せずに進めている 
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④お客様のニーズを把握できても、それを商品に反映できない 

 ・商品企画につなげる仕組みがない／属人的活動に留まる 

 ・情熱を欠く／失敗を恐れ、冒険しようとしない 

 ・製造部門が強過ぎる（ものづくり中心／日本市場中心） 

 ・日本を標準とした開発（過剰品質／過剰スペック） 

 ・過去の成功体験からプロダクトアウトの考え方が抜けない 

 ・地域に権限委譲されておらず、日本側に決定権あり 

 ・時間・リソース不足 

⑤市場や顧客を見ずに事業計画（数値目標）を立て、その達成を 

 最優先する。 

⑥内部の論理（売上・利益の向上、効率の追求、コスト削減）を 

 優先し、結果として、お客様を軽視・無視している。 

 －内向きの議論が多すぎる 

（参考）お客様大事の実践を阻害する要因は何か？ 
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⑦「お客様大事に徹する」ことを妨げる信念・価値観がある 

 例）“お客様大事はコストがかかる”との思い込み・囚われ 

 －顧客満足とコスト削減を両立している企業があり！ 

 例）各部門や職能が部分最適の考え方を持つ 

⑧ 「お客様大事に徹した者が評価される」仕組みがない！？ 

⑨リスクを避け、易きに流れる（人間の弱さ）： 

 ・業績の安定を求め（安定欲）、リスクを避けようとする 

 ・仕事のやりやすさを守ろうとする（工場の稼働率を優先） 

 ・面倒だから／誰かがやってくれるだろう／リソース不足 

⑩社内政治：役員が言っているから／これまで投資してきたから 

⑪ブランド力があると誤解し、慢心している。 

⑫日本を標準とした開発（過剰品質・過剰スペック） 

⑬技術動向等からの潜在ニーズの把握と提案が不十分 

（参考）お客様大事の実践を阻害する要因は何か？ 
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（創業者）「なぜ経営に行き詰るのか？｣ 

「事にあたって行き詰まるということはない。 

行き詰まるということは、行き詰まるような 
ものの考え方をしているからである。」 

｢人間が自らの願いを実現するためには、 
それを実現するに相応しいものの考え方や 
心の持ち方、態度や行動を現していくこと 

が肝要である。｣ 

（｢松翁論語・抄｣より） 
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このままではパナソニックは潰れる！ 

何かに囚われ、現実を直視しない！ 

危機意識を感じない！ 

お客様よりも、 

私の都合・自社の都合を優先する！ 

経営環境の変化に気づかない、 

危機と認識しない、自ら変わろうとしない！ 

他人や環境のせいにする！ 
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（創業者）「商売は、考え方・やり方一つ」 

「私は、事業を始めた当初は、好景気・不景気 

に直面してその都度、喜んだり、多少の心配 

をしたりしていました。しかし、よく考えてみて 

ふと自分の心の持ち方、考え方によって、いい 

ときはいいとして生かすことができるが、悪い 

ときは悪いとしてそれをまた生かすことができ 

るはずだと思うようになりました。」 
（ある得意先に語る） 
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囚われない素直な心で 

感謝の心を持って 

お客様のお役に立つために／ 

心から喜んでいただくために 

お客様の立場に立って 

考え抜く！ 

（創業者） 

｢お客様大事の心に“徹する”｣ 

収支を立てる（知恵と工夫） 
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どのような顧客価値を 

（≠品質性能）提案するのか？ 

（津賀社長） 

｢お客様価値の提案に尽きる｣ 

役に立つに

は 
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 メーカーの   お客様に 

提供したい価値≠とっての価値 
（例：品質性能） 

立ち位置が変われば、 

商品の見え方も違う！ 
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関心 

品質性能 

向上のヒント 

①視界 

●盲点： 
お客様にとっての価値： 
   デザインなど） 

●見えない 
良い商品をつくること 

（品質性能を磨き上げる） 

 

｢それを買うと、お客さんにとって 

どんないいことがあるでしょうか？｣ 

そこで 

魔法の質問 
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提供する顧客価値 

その商品の品質・性能 

顧客にとっての価値 

チャンクアップ 

チャンクアップ 



66 

＜自社事例①＞電動歯ブラシポケットドルツ 

電動歯ブラシの普及率：１４～１５％ 

同市場（年間売上）：220万台（07年以降横這い） 
１）調査の結果昼食後歯を磨く人が３３％いることが判明 

 特に20代女性の7割が｢毎日｣｢たまに｣外出先で磨く 

２）既成概念の“呪縛”：｢“機能の強化”をすれば売れる！｣ 
 既存のニーズ｢歯をきれいに磨きたい｣に応えて、歯垢除去など 

 “磨く力”の性能を高めることにフォーカスしてきた。 

 例）高速で動くリニア方式のモーター内臓の太い柄 

３）入社２年目の女性社員の抱いた素朴な疑問＠社内洗面台： 

 ｢電動歯ブラシを売っている会社なのに、なぜどの人も手で磨いて 

 いるんだろう？｣→｢外出先での歯磨き用電動歯ブラシ｣プロジェクト 
チャンクアップ 提供する顧客価値を見直し 

４）｢自分を美しく磨きたい｣若い女性のニーズに応える！ 
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＜自社事例①＞電動歯ブラシポケットドルツ 

①ポーチに入れて持ち歩ける携帯性：長さを16ｃｍに短縮 

②ポーチに入れるため、ブラシヘッドにキャップをつけた 

③おしゃれな色を使用（←白色のみ） 
④音の大きさを2割低減した：音が大きいと気兼ねするから 

⑤ボディを細くスマートにした－そのために機能強化の結果である 

 リニア方式のモーターから古い回転式のモーターに戻した！ 

 －ものづくり側の抵抗あり！ 

⑥パッケージ：おしゃれなデザインに 

⑦値付け：実売価格約4000円－化粧品なら衝動買いを誘う価格帯 

５）2010年3月発売：目標年間50万台→160万台（2011年3月） 
  

  

提供する価値＝“若い女性が自分を美しく磨く道具” 

を見出し、そこから商品を見直した！－盲点が外れた 
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（他社事例④）喫茶チェーン：コメダコーヒー 

＜業界の常識＞ 効率と回転率を重視する 

①小さなテーブルをたくさん詰め込む ②画一的な商品 

 ③一定時間で片付け ④接客：マニュアル化（事務的やり取り）  

想定していた売上・利益 

はグーンと落ちる！ 

お客様にとっては魅力半減、 

  居心地悪い！ 

“居心地のいい場所をつくる”長居大歓迎（回転率度外視） 

細かい配慮→お客様に喜ばれる→売上は伸びる！ 

一方で、収支を立てる知恵と工夫→利益が伸びる！ 
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（他社事例④） コメダコーヒー 

①ゆったりスペース（4人掛け） 

人々を心から喜ばす 収支を立てる工夫をする 

③細かい注文を聞く 

⑤｢いつもの｣で通じる 

④細かい配慮：提案 

②長居大歓迎 

①店はいつも満員 
 すべての顧客層が途切れなく 
 －人件費抑制 

②リピーター多い 

提供する顧客価値： 
＜居心地の良さと臨場感あるコミュニケーション＞ 

③材料を大量に安く仕入れる 

④共用材料を様々なメニューに 
 ー廃棄損の減少 例）たまごペースト 
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（創業者） 商売とは？ 

商売とは、感動を与えることである。 

商売のコツの一つは、人に喜びを与えることである。 

いい商品だった、いいサービスだった、と 

お客様に心から喜んでいただけるようにすることである。 

（｢松翁論語・抄｣より） 
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＜他社事例⑤＞ホームセンターＨａｎｄｓｍａｎ 

１）驚異の品揃え：２０万品目（通常のＨＣの５倍） 例）ペンチ350種 

 客から寄せられる「入荷要望メモ」（店員が聞き取って集める） 
   →年1万品目を新たに入荷（店員の評価になる） 
 

２）見やすく、分かりやすい店舗の設計 

 ・店員の案内がなくても客は目的の商品の売り場まで自動的に 

   到着する仕掛け  

 ・分かりやすい現物展示（吹き抜けを活用し、高い所や天井に展示） 

（大薗誠司社長：カンブリア宮殿より） 

“小売のディズニーランド”： 

壮大な売り場と圧倒的なサービス 
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ホームセンターＨａｎｄｓｍａｎ：究極の顧客主義 

３）圧倒的なサービス：方針「客に尽くせ！」 

 

①部分売り・小分け売り：お客様の欲しいものだけを売る 

   それによって、顧客の信頼を得られるなら、安いものだ！ 

   例）右手だけの手袋、１００本入りストローを1本だけ 

 

②究極の親切・丁寧な接客・商品説明・相談を受ける 

 

 ・店員数は通常ＨＣの3倍（社長「給料を日本一にしたい！」） 

 ・店のいたるところに「店員呼び出しボタン」が設置され、ボタンを 

  押せばすぐに駆けつけ接客する仕組み 

 ・正確な商品説明：メーカー技術者を呼び、店員の商品勉強会  

 ・顧客の要望に徹底して応える 

（大薗誠司社長：カンブリア宮殿より） 
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ホームセンターＨａｎｄｓｍａｎ：究極の顧客主義 

＜業界の常識＞ 

①商品は“売れ筋”に絞る：在庫コストをなくす 

②売り場から従業員の数を減らす：人件費削減 

③ＰＯＳレジ導入し、発注者をなくす：人件費削減 

想定していた売上・利益 

はグーンと落ちる！ 

お客様の為になること（コストをかけるべきところ） 

にはコストをかける！ 

→お客様に喜ばれる→売上＆利益は伸びる！ 

商品を減らして人を減らせば 

 お客様には不便！ 
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村上龍氏のコメント：「顧客満足とは」 

大薗さんは、 

客と従業員の幸福を最優先に考えることで、成功した。 

「顧客満足」と呪文のように唱えるだけでは客は来ない。 

大切なのは、 

どうすれば顧客の幸福に関与できるか、考え抜くことだ。 

（創業者）商売の原点は、 

如何に売れるか儲かるかではなく、 

どうすればお客様に心から喜んでもらえるかである。 
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お客様は誰か特定の具体的なお客様を思い浮かべます。 
思い浮かばない方は、誰でも結構です。どなたか“あなたが 
心から喜ばせたいと思う方”をお客様と想定して下さい。 

それでは、立ったままで、目をつぶって、 
あなたのお客様が１２０％満足している姿 
をありありとイメージしてみましょう。 
・どのように喜んでいますか？ 

・どんな言葉を口にされていますか？ 
例）「これは○○で、最高だよ！」 

「どうすれば売れるか儲かるかではなく、 
どうすれば人々に心から喜んでいただけるか 

を考え抜くことだ。」 商いの原点 
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それで他社に勝てるか？ 

ー社会の役に立っているか？ 
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差別化か、低価格か？ 

（二者択一の戦略） 

差別化と低価格を同時に満たす 

（Ａ＆Ｂの戦略） 

従来の常識 

常識を破る 役に立つ＋収支 
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 他社事例⑥：差別化と低価格の両立  

１）スーパーホテル：“引き算の経営” 
・ターゲット顧客：宿泊出張するビジネスマン 
・顧客のニーズを３つに絞込み： 
 ①温泉に浸かりたい②ぐっすり眠りたい③朝食をしっかり食べたい 

・それ以外で不要なものを止めた 
 ①チェックアウトなし ②深夜１２時以降は受付不在 
 ③部屋に電話なし（各フロアに１台） 
２）ユニチャーム：徹底した「顧客の観察」による現地ニーズへの 

 適合と不要な機能を捨てることで顧客が買える価格を満たす 
 （タイ・インドネシア） ①紙おむつ（パンツ型） ②生理用ナプキン 
３）Ｐ＆Ｇ：基本機能に顧客に有用な機能だけを付加する 
 （メキシコ）①洗濯柔軟剤 （中国山村）②シャンプー 
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  ブルーオーシャン戦略   

追加する 増やす 

減らす 削る 
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（参考） ウオルマート創始者サムウォルトン 

①業界標準（又は平均や競争相手）と比べて、思い切り 

 減らせる、顧客にとって不要な要素は何か？ 

②業界標準（又は平均や競争相手）と比べて、大胆に 

 増やすべき、顧客にとって必要な要素は何か？ 

③業界の暗黙の常識として、商品やサービスに備わって 

 いる要素の内、顧客にとっては不要で取り除けるものは 

 何か？ 

④業界（又は競争相手）ではこれまでは提供されていない 

 が、顧客にとって必要で、付け加えるべき要素は何か？ 

＜他の店舗との価値の差異化をつくるための問い＞ 
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（創業者）「道は無限にある」 

（１９６５年３月第１３回経営研究会にて） 

「今日はこれで最善と思っていたことでも、 

これはまだ最善ではない、まだ他に道が 

あるかもしれないというふうに考えれば、 

道はやはり無限にある。そして～際限なく進歩していく 

と思う。しかし、“これはそんなものだろう”ということで 

自ら限界をつくってしまえば、一歩も進歩することは 

できない。」 

Ｃｆ．ビジョナリーカンパニーの特徴：“決して満足しない” 

  ｢明日にはどうすれば今日よりうまくやれるのか？｣ 
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 （創業者） 明日は明日の最善を 

｢変化の激しい今日、ただ過去のノレンに頼ってい 

ては明日の発展は生まれません。常にお客さん 

の要望を適切にキャッチし、刻々とそれにこたえる 

よう努めて日々新しい信用を生み出していくことが大切なんで 

すな。たとえ自分の会社でヒット商品を出したとしても、それに 

安心するのではなく、その商品をライバルとしてすぐ次のより 

お客様に喜ばれる商品を考えていく、そういう日に新たな姿を 

生み出していくことこそ大事だと思うのです。今日の最善は明日 

になればもう最善ではない。明日は明日の最善を生み出してい 

かなければならないということなんですね。｣ （｢人生談義｣より） 
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（他社事例⑧） カルビーのダントツ経営 

＜王者の秘密＞  

“新しいものを作る”文化、それを如何に上手に作るか、 

如何に品質を守るかに徹底している 
 

①目が離せない！作戦：ファン作り 

 次々と新商品を出し、客を逃さない（3ヶ月で大半を入れ替え） 
②ジャガイモ使用量日本一！（年間20万トン） 
③おいしさトコトン追求！工場： 
 スライス－職人技で味を追求（1/100ミリ単位で微調整） 
 仕上げチェック：焦げたものを色で識別し空気で狙い撃ち 
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（他社事例⑧）カルビーのダントツ経営 

市場の２／３を取れ！ 

－１等でも危機感を！会社はいつも危ない！ 

①マーケティング本部若手に千本ノック（商品企画案作り） 
②たくさん試してみる！－開発とテスト販売の仕組み 

 うまく行かなければ、止めればいい。 

③脱ジャガイモ化 例）かぼちゃ、薩摩芋 

④社員を大切にする幸せ経営（←Ｊ＆Ｊのクレド） 

 ｢仕事とは、人との関わりそのものだ！｣ 

 “豪腕”ではなく、同じことを繰り返し言うことで、社員は 

 ｢理解｣｢納得｣｢行動｣へ進んで行く。 

利益の意識が 

薄かった 
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（他社事例⑨）コマツのダントツ経営 
①巨額の赤字：ＩＴバブル崩壊、米国同時テロ、失われた１０年 

②リーマンショックと世界金融危機 

①ＩＣＴ（情報通信技術）ｼｽﾃﾑ活用の流通在庫ゼロの仕組み 

 過剰在庫の反省から、流通在庫をゼロにすることで在庫を見える化。 

 コマツ本体と代理店のＩＣＴシステムを一体のものとして設計し、販売 

 の最前線の動向を把握できるようにし、欠品や売り逃しを防ぐ仕組み 

 を作り上げた。 

②コムトラックスで市場を見える化 

 建設機械に取り付けた機器から車両の位置や稼動時間、稼動状況、 

 燃料の残量等の情報を送信し、通信衛星経由で本社や工場、代理店 

 顧客夫々に送られ、活用する。 
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（他社事例⑨）コマツのダントツ経営 
③商品と事業の選択と集中：独自の技術のシナジー効果 

 を発揮できる事業→全ての商品で世界１、２位を目指す 
 （疑問）競争相手と比べた上で、それより｢少し上｣を開発目標とする 

 →営業と開発はまず何を犠牲にするかで合意せよ！ 

 →ダントツプロジェクトを開始： 
  １．競合メーカーが数年かかっても追いつけない際立った特徴 

    （性能やスペックで）を持つこと 

  ２．従来の製品と比べて原価を１０％以上引き下げる 

   ←開発部門と生産部門の早い段階からのコラボレーション 

④仕事のやり方を標準化する 

 （日本企業の弱点）行き過ぎた自前主義  
 →定型的な仕事は外部の汎用ｼｽﾃﾑを使うこととした。 

  例）部品管理システム（ＢＯＭ）を共通化 

   →世界中の工場の部品管理が一元化→世界同時立ち上げ可 
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お客様のニーズが 

わからない！ 
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お客様のニーズが見えない！ 

お客様に聞いてもわからない！ 

たくさん試して、 

お客様の声（フィードバック）を聞く！ 

仮説と検

証 

例）ビジョナリーカンパニーの特徴： 

 “大量のものを試してうまく行ったものを残す” 

例）サムスン：何百何千種類の携帯電話を出し、顧客 

   のフィードバックから他社に先駆けてその地域の 

   ヒット商品を確立する 
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（創業者）足元を確かめながら進む 

めくらさんは、普通あんまりころんでケガを 

しないそうです。しかし目の見える達者な人間 

は、ともすれば、ケガをしたり、ひっくり返ったりする。 

これはなぜかというと、めくらさんというものは、～その 

足元でもわからんから、～必ず杖をついてトントントントン 

・・・ニ尺ほど先を杖で確かめて歩く。そうするとケガもしな 

いんですね。私は商売というものはそんなものだと思うの 

です。結局、お互いが、これはこうなるという、一応の目安 

をつけますが、実際はやってみないとわからない。だから 

めくらさんと同じようなやり方をすれば、私はケガせずして 

商売は伸びるものであれば伸びていく  （｢繁栄のための考え方｣） 
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研修終了後の１ヶ月間のあなたの仕事について、その 

都度あなたの実践計画上の目指す姿（目標・ゴール） 

との関係で、次の３つに分類してラベルを貼り、夫々 

次のように対応すること。 

（宿題）お客様大事の心に“徹する” 
ラベリング 

①目標の実現に直結する事柄→直ちに実施するとともに 

 今後さらに効率的に実行する方法を考える 

②目標の実現に間接的に影響を与える→後回し 

 全体の戦略との関係で増やすか減らすか考える 

③目標の実現と無関係の事柄→止める又は減らすことが 

 できないかを考える 
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それで経営環境の変化に 

適応できるか？ 
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“日に新た”を実践する 
自ら変わる、組織を変える 

第三章 “日に新た” 
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日に新た 

１） 時代の変化に適応すること 

   （｢順応同化の精神｣） 

＜“日に新た”とは？＞ 

「正しい経営理念」というものは、基本的には 

いつの時代にも通じるものである。（不変である） 

しかし、その経営理念を現実の経営の上にあらわす 

具体的な方針、方策は、むしろその時々に相応しい 

「日に新た」なものでなくてはならない。 

●松下幸之助著 

 「実践経営哲学」より 
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（津賀社長） ｢現状認識｣ 

 

◇現状認識： △7723億円（2011年度） 

如何ともし難い理由：円高、震災、洪水、欧米需要後退 

しかし、より深刻な問題は、経営環境の変化に十分 

対応できていないことだ。ゆで蛙状態であり、自らなか 

なか身動きができない。 

＜我々のビジネスに変革を迫る構造的な外部要因＞ 

ネットワーク時代の到来、デジタル商品のコモディティ 

化、スマートフォンの台頭、日本市場の縮小 

（6月29日本社総合朝会） 
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うまく行かないときは、 

その原因は悉く自分にある 

と考えねばならない！ 

（創業者）失敗の原因はわれにあり 
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“失敗の原因は 

われにあり“との 

考えに徹する 
失敗の原因を 

環境や他人のせい 

にする 

松下幸之助創業者
の選んだ道 

 

Ｑ．あなたは、どちらの道を 

  選びますか？（選択） 

“自己観照” 
足元の原因 

が残る 

失敗に学ぶ 

“失敗は成功の母” 失敗を繰り返す 

 （創業者）失敗の原因はわれにあり 

足元の原因に 

気づく 

失  敗 

Ｑ．事業の失敗を他責にするか、失敗から学ぶか？（選択） 

16 

自分を守る

防衛本能 
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なぜ環境の変化に適応できないのか？ 

１）“外部の重要な変化” 

  に気づかない 

２）その変化を“危機” 

  と認識しない 

｢危機がないわけではない。危機を見つける努力を怠っ
ているのである。あらゆる組織は危機に直面している。｣ 

       「現状を正しく認識し、危機意識を持つため
に外部を知ることが重要だ。即ち、お客様、マーケット、ラ
イバルの声を聞くこと」｢大企業との驕りあった｣ 

 ３）失敗を恐れて変われない  

      「“本当の危機意識”を共有できていないから」 

創業者 

津賀社長 

津賀社長 

驕り 成功体験 
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（グループ討議⑦）「経営環境の変化」 

あなたの事業に重大な影響を与える 

経営環境の変化は何か？ 

ー３Ｃ、ＰＥＳＴeｌ 
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（参考） 事業に重大な影響を与える経営環境の変化 

Ｐ 

Ｅ 

Ｓ Ｔ 

ｅ 

Ｌ 
Ｐ：政治的影響 

Ｅ：経済的影響 

Ｓ：社会的影響 
Ｔ：技術的影響 

Ｌ：法律的影響 
ｅ：環境への影響 

顧客 

他社 

自社 
内部 

自社 
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経営環境の変化に 

どのように対応するのか？ 

 

一見ピンチ！～発想を変えると～チャンスとなる！ 

 

より明るい物の見方を選ぶ 
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（他社事例⑩） 個別学習塾：ピンチをチャンスに！ 

＜環境の変化＞ ｢日本市場の縮小｣  

＜従来の常識＞ ｢進学率の競争｣ 
→パイ（できる子）の奪い合い→少子化＝ピンチ！  

発想を転換すると 

少子化：一人当たりの教育費は増加する 

そこで従来の非顧客（できない子）を顧客に！ 

－“できない子を個別学習指導する” 

  急成長急拡大！ 
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（他社事例⑪） 蔦屋：ピンチをチャンスに！ 

＜従来の常識＞ ｢労働人口の減少｣ 
→パイ（労働人口）の奪い合い→高齢化＝ピンチ！  

発想を転換すると 

高齢化：一人当たりの可処分貯蓄最も多い 

そこでこの“団塊の世代”を顧客に！ 

－“団塊の世代の求める書籍・ＣＤ等を揃える” 

代官山Ｔ-Ｓｉｔｅ 

＜環境の変化＞ ｢日本市場の縮小｣  
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（他社事例⑫） 家電ベンチャー 

＜従来の常識＞  

→各社商品の品質性能に大きな違いなし！  

→もはや打つ手はない！？ 

発想を転換すると 

 

家電ベンチャーの台頭：まだまだ工夫の余地あり！ 
①バルミューダ社：扇風機グリーンファン：自然な風、電池も 

     空気清浄機：真上に風を出し、どこに置いても同じ効果 

②一人家電メーカー（八木氏）：ＬＥＤスタンド：ｽﾀｲﾘｯｼｭ（6万Ｈ） 

   スマートフォン用充電器：コンパクトで薄型、日本の木を採用 

＜環境の変化＞ ｢商品のコモデティ化｣  

メーカー起点 

お客様起点 
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日に新た 

２） 行き詰まりは画期的な躍進 

  に至る転機のとき 

＜どのような時に変えるのか？＞ 

｢行き詰まっている仕事は、新しいものを生み出す一つ 

の転機に立っていると考えたらええと思うんです。 

そういう考えを持てば画期的な躍進～に変わっていく 

と思うんです。｣ 
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（グループ討議⑧）「組織を変える」 

お客様大事の心の実践に向けて 

皆さんの組織はどのように変わるべきだ 

と思いますか？－制度や仕組み、風土 
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日に新た 

４） 自ら求めて変化をしていく 

＜誰が変わるのか？＞ 

「皆さんは、自ら変化を望んでおられるのかどうか。 

言われるまでは、安閑としてその仕事についていると 

いうようなことがありはしないか。私は、自ら求めて 

変化をしていくということが非常に大事だと思う。 

若き諸君にそのような姿がほとんど見られないのは、 

けしからん状態だと思う。」 
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（参考）私たちはなぜ変われないのか？ 

私たちは、心の中に 

“居心地のいい領域”を持っており、それを守ろうとする 

私心への囚われ 

１）失敗を恐れてその外に目標を設定しようとしない！  

２）従来のやり方を外でもやろうとする 

３）仮に設定しても、困難や障害に会うとすぐに戻ろうとしてしまう！ 

１）“自社の都合”を押し付ける 
  （自社の製品・技術起点、内部の論理） 

２）自分のフィルターを通した 
  お客様ニーズの“思い込み”  

自社（自分） ＞ お客様 

人間の防衛本能 

「単品」 
「既存事業」 
「国内市場」 
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（創業者）｢すべては心の持ち方次第｣ 

「人間の心の持ち方というものは、自由自在 
融通無碍なものである。こういう考え方に立つと 
困難と思うことでも逆に喜ばしいことになってくる。 
人生においては、心の働きによってどのようにも 

考えられるものがある。」 

｢まずは自分の心を使いこなすこと」 

（創業者）｢すべては心の持ち方次第｣ 

    ｢人生でも仕事でも、 

  すべては心の持ち方次第｣ 
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（参考）何に意識をフォーカスするか？ 

それがあなたの①“見えるもの”と②“認識しないもの”、 

③現象の意味や④あなたの判断・行動を決める！ 

①自己観照（信念・価値観の棚卸し）や 

②衆知を集めることが大切 

信念・価値観は変えることができる。 

変えれば、あなたの上記①～④が変わる！ 

気づけば 

どのような価値観・信念を持つか？ 
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 （エクササイズ） 自己観照  

①まず立ち上がって、ジャンプをしながら、頭と手をブラブラさせ 
 た後、座席の後ろに立ちます。あなたは、自分自身の殻を破って 

 外に出ました。目の前にあなた自身が座っているのが見えます。 

さあ、それでは、これから自己観照をしていただきましょう。 
創業者のお話にありました通り、一旦あなた自身から外に出て、 
外からあなた自身を眺めて、観察して下さい。 

②あなたは、客観的なメタの立場に立って、この1ヶ月を振り返 
 って自分自身を眺め、観察して下さい。うまく行ったことやうま 
 くいかなかったこと、自分の判断やその元となった自分の考え 
 方などを振り返ってみましょう。どんなことに気付きましたか？ 
 自分をどのように変えようと思いましたか？ 

③グループ内で分かち合って下さい。（一人１分） 
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“お客様大事の心”  

を実践する 

第四章 実践計画の作成  
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（創業者）「経営に成功するためには？｣ 

｢人間が自らの願いを実現するためには、 
それを実現するに相応しいものの考え方や 

心の持ち方、態度や行動を 
現していくことが肝要である。｣ 
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今、私たちが“為すべきこと”は？ 

“お客様大事の心”に徹する！ 

 “日に新た”の実践 

 自ら変わる！組織を変える！ 

現実を直視する 

本当の危機意識を共有する 

素直な心 

失敗の原因は 

われにあり 

私心に囚われず 


