2018 年度 日本品質奨励賞 品質革新賞

応募テーマに関する内容説明書
提出日：2018 年 4 月 20 日
①対象となるテーマ(仕組み・手法・思想)の名称
ポジティブアプローチを基本とする品質マインド醸成のための品質小集団活動のシステム化
②対象となったテーマ（仕組み・手法・思想）が適用されている組織及び事業の概要（パンフレット等
で代用可）
パンフレット(丸善石油化学株式会社 会社案内および研究所案内)、CSR レポート 2017、別添資料「機
能性樹脂事業について」を参照のこと
③審査対象（候補）者の組織全体の中での位置付け（必要に応じ詳細資料添付）
別添資料「機能性樹脂事業について」
、
「組織図」を参照のこと
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④

対象となるテーマ（仕組み・手法・思想）の説明

ａ）目的：対象となる仕組み・手法・思想の機能と目的，経営上の位置付け（必要に応じ詳細資料添付）
当社は、原油を精製して得られるナフサを産油国や国内の石油会社から購入し、プラスチック・合成
繊維・合成ゴム・塗料等の原料となるエチレン・プロピレン等の基礎石油化学製品の製造・販売をメイ
ン事業としている。多くの顧客とパイプラインで繋がっており、連続運転のための安全・保全活動に多
くのコストを割いてきた。
一方、機能化学品部／研究所(機能性樹脂関連部署)(以下、当組織と記述)は半導体フォトレジスト用樹
脂をはじめとし、反射防止膜や配線用厚膜レジスト向け樹脂などの周辺材料の開発・製造・販売を行っ
ており、従来のスマートフォンやパソコンなどでの需要に加え、クラウドや車載、IoT の市場拡大によ
り、求められる技術も多岐に渡っている。半導体分野では非常に厳しい品質管理が求められており、同
時に顧客側で欠陥や問題が起きないようにする保証活動が重要となる。2012 年には品質保証活動を確
実に遂行できる体制を整えるため、役割や責任および業務フローを明確化するなど、ISO9001 に基づく
品質マネジメントシステムを大きく改定した。

ハ

戦略 Strategy

ド
の
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システム System

組織を動かす仕組み

組織 Structure

「戦略」をより効率的に実行に移せる
ような部署の新設や統廃合

価値観 Shared Value

組織とそこに属する全メンバーの行動
の基準となる考え方

スキル Skill

組織活動に必要な技術(品証力・開
発力・製造技術力・分析技術力)

人材 Staff

組織全体の人材のあり方
人員構成、人員特性、能力レベル

ー

しかしながら、再構築したシステムの意図が

表 1 組織の 7S

浸透し、確実に運用できている状態には至ら
なかった。
このとき参考にした考え方が「組織の 7S」
である(表 1)。7S は、
「ハードの 3S」と「ソ
フトの 4S」とに分けられるが、QMS の改定

ソ
フ
ト
の
4
S

は「ハードの 3S」に当たる。これは比較的短
期間に変更可能でコントロールしやすいもの
である。一方、
「ソフトの 4S」は、人の価値

スタイル Style

観が絡む要素であり、強制的にまたは短時間
で変更することは難しいとされている。当組
織では、
「ソフトの 4S」を向上し、組織力を

目標を達成するための具体的な方策

運営スタイル、体質、風土
組織全体に広まる癖や雰囲気のこと

※7S：戦略コンサルティングファームであるマッキンゼーが提唱した
7 つの要素が相互に関連しあって組織は成り立つという理論。

強化するための解決策として全員参加型の
『品質活動』を取り入れた。
品質活動は、
「組織変革」を目的としている。当組織は、従来の石油化学で培った組織文化を改革し、
半導体レジスト用樹脂メーカーに合った組織文化としての「品質保証」を考える必要があった。当組織
では、組織文化と組織風土を次のように捉えている。
「組織文化」：組織が継続的に業績を上げていくための、経営戦略の実行の仕方や、目的達成のため
のプロセス上の各種ルールやしきたりのこと。顧客、取引先、業界、地域社会、世間
といった外部と関わりの中で、長年培ってきたものであり、社会性を帯びている。
「組織風土」：組織のメンバーが共有する価値観や信念、思考プロセス、これらに基づく行動等のこ
と。体系化されにくい。
「組織文化」作りは、成果を上げるための方法を考え実行する活動であり、
「組織風土」作りは社員
のやる気やエネルギーを上げる方法を考え実行する活動である。
「組織文化」と「組織風土」は強い相
関関係にあり、どちらも改善しなければ、強い組織は成り立たない。
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弊社経営方針は「顧客に信頼される価値を創造し、未来を見据えて変革し続ける」であるが、半導体
業界のように変化が速く予測しにくい環境下では継続的に新しい価値を生み出すことは難しい。このよ
うな状況に対応するためには、社員の自発的・自律的な判断・行動が求められ、質の高いモチベーショ
ンが要求される。このようなモチベーションを高める活動は、「ソフトの 4S」の成長に繋がっていく。
有名な組織改革手法を表 2 に示す。組織変革プロセスの基本は、レヴィンの「解凍」→「変革」→「凍
結」という 3 段モデルが上げられる。具体的なプロセスとしては、コッターによる「組織変革の 8 つの
ステップ」等あるが、一般的な組織変革では、経営トップがビジョンや戦略を策定したり、社内にチー
ムを作って課題を与えたりする方法がとられる。このようなトップダウンの活動は大変有効であり、得
られる成果も大きいが、
「やった方が良いから」あるいは「やらなければならないから」という受け身
のモチベーションに陥りやすい。
表 2 代表的な組織変革手法
レヴィン

組織変革プロセス

解凍

コッター
組織変革の
8つのステップ

移行

再凍結

新たな変化の必要性を理解し、現状 変化のための具体的な方策を実

新しく導入された変化(制度、仕

を突き崩すための準備段階

組み、業務内容、価値観)を定着

施し新たな行動や考え方を学習

1. 危機意識を高める

5. 従業員の自発的な行動を促す

2. 変革推進チームをつくる

6. 短期的な成果を生む

3. 適切なビジョンをつくる

7. さらに変革を進める

8. 変革を新しい組織文化として
定着させる

4. 変革のビジョンを周知徹底する

そこで、当組織では、自らが「何かをやって

図 1 成長の循環モデル

みよう」という自発的なモチベーションを生み
出す活動として、レヴィンモデルと「成長の循
環モデル」(図 1)を模範とした品質小集団活動
を考案した。
通常、業務で重要視されるのは「結果の質」
であり、その質を高めるために「行動の質」が
求められる。この「行動の質」を高めることを
要求されると、多くの人はやらされ感を抱いて
しまい、さらに「結果の質」が落ちてしまう。
図 2 バッド/グッドサイクルの比較
グッドサイクル

バッドサイクル
④ 成果・業績が上がらない(結果の質)

① 互いに尊重し、一緒に考える(関係の質)
↓

↓

① 対立が生じ、押し付け、命令・指示が増える(関係の質)

② 気付きがあり、共有され、当事者意識を持つ、面白い(思考の質)
↓

↓

② 面白くない、受け身で聞くだけ(思考の質)

③ 自発的・積極的に行動する、チャレンジする(行動の質)
↓

↓

③ 自発的・積極的に行動しない(行動の質)

④ 成果が得られる(結果の質)
↓

↓

④ さらに成果が上がらない(結果の質)

① 信頼関係が高まる(関係の質)
↓

↓

① 関係がより悪化する、なすり合い、自己防衛(関係の質)

② もっと良いアイデアが生まれる(思考の質)

一方、
「関係の質」が高まると、お互いを尊重し信頼し合える状態になり、この結果自分だけでなく
他のメンバーのことまで考えられるようになり「思考の質」が向上する。
「関係の質」や「思考の質」
は成果として見えにくいものであるが、それらを高めることによって、「行動の質」や「結果の質」に
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つながり、自発的なモチベーションが生まれる。
つまり、同じサイクルでも、何の質を重視するかで、好循環となったり、悪循環となったり真逆の結
果をもたらしてしまう。そこで、当組織が実践したのは、あえて「結果」にこだわらない品質小集団活
動である。この活動は「こうあるべきだ」という形を押し付けるのではなく、探求的なテーマの中、あ
る程度の枠組みに沿う形にはなるが、参加者が「やりたいこと」
、
「やれること」を見つけて考えながら
進めていく、
「ポジティブ・アプローチ」を基本とする全員参加型の取り組みである。
「品質」とは、簡単に言えば「顧客にとっての価値」であるが、顧客ニーズの高度化、多様化に対応
していくためには、自分たちが持つ「品質」概念も進化させていく必要がある。上述した品質小集団活
動は、まず、ひとりひとりが「自分にとっての品質とは何か？」を考え、そしてお客様の価値観を理解
し、仲間を大切にする「組織風土」を作っていくことにより、
「組織文化」としての「品質保証」の定
着に繋げていくことが可能になる。

参考文献
グロービス経営大学院【編著】(2008) 「改訂 3 版 グロービス MBA マネジメント・ブック」 ダイアモンド社
片岡幸彦 「進化する組織への転換 組織風土変革の進め方」 労政時報 (3831), 71-94, 2012-10-12
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部【編訳】(2009) 「新版 動機づける力 モチベーションの理論と実践」 ダイアモンド社
太田肇(2016) 「最強のモチベーション術」 日本実業出版社
グロービス(2015) 「図解 基本フレームワーク 50」 ダイアモンド社
青木安輝(2006) 「ソリューションフォーカス 解決志向の実践マネジメント」 河出書房新社
東 俊之 「組織認識論における変革概念 : 組織変革論の新たな視点構築に向けて」 京都マネジメント・レビュー,9,45-60 (2006-06)
組織変革のために、覚えておきたいプロセス https://management-online.jp/column/detail/id=276
戦略を実行する第 2 ステップ―組織の成功循環モデルを知り、リーダーシップを強化する
http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1112/05/news007.html
必修！ダニエル・キム（MIT 教授）の「組織の成功循環モデル」まとめ http://164s.net/2279.html
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ｂ）方法：その機能を実現するために業務として展開している仕組み・手法・思想と工夫
他の組織での応用の可能性（内容が分かるように記載し，必要に応じ詳細資料添付）
品質小集団活動のシステム化は以下に示す方法を用いた。レヴィンの変革プロセスを縦の視点、成功
の循環モデルのグッドサイクルを横の視点に置き、全員参加のポジティブアプローチに基づく品質小集
団活動のシステム化を確立していった。その概要を表 3 に示す。
縦の視点(レヴィンの変革プロセス)
当組織は、暦年で品質小集団活動を行っている。毎年テーマを変えることにより、活動に飽きること
がないように配慮している。また、部署内の活動と部署横断的な活動を交えることにより、コミュニケ
ーションの幅を広げる活動としている。
1. 解凍
変化とは「ある状態や性質などが他の状態や性質に変わること」であり、組織変革は、新しい環境に
適応するために組織を変化させることである。人は、先が見えない不安定な状況を嫌い、たとえ現状に
満足していなくても今いる場所に留まる傾向がある。この様な心理的拒否感を解消するためには、メン
バーに変化の必要性を理解させることが重要である。当組織では、この解凍段階で、時間をかけ、徐々
に視野を広げる活動を実施した。これにより、各自で「こうしたほうがいい」「こうしたい」と自発的
に変化を受け入れる状態へのシフトが可能となった。
①自部署(自分)を知る：自分の置かれている環境を理解し、業務の意味(役割、貢献度)を知ることで業
務に対するモチベーションが上がった。
②他部署(他人)を知る：他部署の業務を知り、自分との繋がりを認識する。新たな視点や考え方を取
り入れた。
③つながりを知る：自分が受け持つ後工程の業務や連携を必要とする部署の業務を知ることで、「自
分の仕事が与える影響」を意識した課題設定が可能となった。
④振り返り：これまでに抽出された問題について、部署内、部署間で振り返ることにより、より深く
問題を認識した改善活動や提案が見られた。
2. 変革
変化のための心の準備が整った状態になったら、新しい考え方、やり方を「学習する」プロセスに移
行する。人は自分の利害に関わる問題に直面したときに、その問題にフォーカスし過ぎて、視野が狭く
なってしまい、問題をうまく解決できないことが多い。自分が変わらなくても、自分ではない「誰か」
あるいは「何か」が変わればうまくいくのではないかという無意識的な心理が、自分が「変わる」こと
を邪魔し、重要な役割や責任の放棄につながる。このような状況を解決するために当組織では「当事者
意識を持つこと」を重要視している。
「この状況を変えるために、自分は何をすべきか？」と主体的に
考えることができるようになってはじめて問題を解決することができる。そのために、次の事項を行う
こととした。
⑤-1 本質を知る(自分の問題)：自部署(自分)が抱えている問題を明確化し、何が本当の問題なのか再
定義し、自分ができることを考えた。
⑤-2 本質を知る(他人の問題)：他部署(他人)が抱えている問題を明確化し、何が本当の問題なのか再
定義し、解決策を提案した。
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3. 再凍結
再凍結は、変化したやり方や仕組みを風土として定着させることである。当組織が目指すのは、⑤-2
で提案した解決策を遂行することではなく、解決策を試してもらった結果をもとに振り返りを行い、ア
イデアにフィードバックすることにより、より革新的な施策としていくことである。
⑥実行する：相手を巻き込み、より革新的な成果を生み出す。
横の視点(成功の循環モデル)
当組織が実践しているのは、業務に直結するような結果を求めるテーマではなく、チームで考える活
動である。そのため、次に示す「⑦関係の質、⑧思考の質、⑨行動の質、⑩結果の質」という成功の循
環モデルに基づきモチベーションの質を向上していくことを重視した。
⑦関係の質：チームで 1 つのテーマを考えることにより、これまであまり関わりがなかったメンバー
と会話を交わすことがスタートとなる。何もないところから会話を始めるのは難しくて
も、何か 1 つテーマがあればそこからメンバー相互のコミュニケーションが広がる。
⑧思考の質：他人と意見交換することにより、気付きが生まれ、自分の考えを再考していく過程で、
新しい視点で物事を考えたり、自分の考えを客観的に振り返ったりできるようになり
「考える力」が向上する。
⑨行動の質：メンバーで目標を設定し、それに向かって行動していくことで「やらされ感」が低減し、
自らの頭で考えて行動できるようになる。
⑩結果の質：これまでの活動をチームでまとめながら考えることで、さらにアウトプットの質が向上
する。
以上のように表 3 で示した「縦の視点」と「横の視点」を組み合わせた活動を 2013 年以降、毎年取
り組みテーマを定めて順次深化し、ポジティブアプローチを基本とする品質マインド醸成のための品質
小集団活動のシステム化を図ってきた。
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る段階

変革

解凍

再凍結

成功の循環モデル

〜横の視点〜

容、価値観)を定着させ

(制度、仕組み、業務内

新しく導入された変化

段階

動や考え方を学習する

方策を実施し新たな行

変化のための具体的な

すための準備段階

理解し、現状を突き崩

新たな変化の必要性を

レヴィンの変革プロセス

〜縦の視点〜

する

知る

⑤本質を知る

④振り返り

新たな一歩を踏み出す

理想を目標に変換し、

値を作り出す

相手が「共感」する価

る

問題の本質を掘り下げ

自分を見つめ直す

対する認識を高める

プロセスアプローチに

品質標語を作ろう

る

「品質」について考え

⑦関係の質

姿を実現 ⑥実行する

あるべき

姿を描く

あるべき

理解する

の意味を

「品質」 ③つながりを

②他部署を知る

①自部署を知る

目的

表 3 ポジティブアプローチに基づく品質小集団活動のシステム化

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

実施年

⑧思考の質

深めるために自部署を担当)

置かれている環境について理解を

たばかりの社員については自分が

解決する相手)、当組織に配属され

的には所属部署以外を対象(問題を

ランダム(ISO事務局で決定、基本

部署間

らないように配慮)

製造課は担当装置でチームがかぶ

ライン長は1チームにまとめた、

ランダム(若手が話しやすいよう、

部署間

加者を決めて出席

をISO事務局で指定、部署内で参

テーマ毎に主管部署と参加部署を

部署間

部署内

ランダム(誕生日順)

部署間

ランダム(あいうえお順)

部署間

部署内

編成

チーム

参考にした

デザイン思考

質問会議

を紹介

ワールドカフェ

−

−

−

−

チームで決定

開催時間、最低開催人数

他はチームで決定、全員で担当

リーダーはISO事務局で指定、その

担当者制

ISO事務局で指定

開催時間、最低開催人数

他はチームで決定、全員で担当

リーダーはISO事務局で指定、その

担当者制

事務局で指定

テーマ毎に主管部署と参加部署をISO

全てチームで決定、全員で担当

担当者制

係はISO事務局で指定、全員で担当

担当者制

が担当)が全て取りまとめ

ISO事務局が指定したリーダー(2人

リーダー制

−

ルール

⑩結果の質

フレームワーク

発表

ポスター

口頭発表

発表形式

※表中①˜⑩は、5 ページから 6 ページの見出し記号に対応する

⑨行動の質

相手を巻き込み、成果を生み出す

にアイデアを提案する

問題の本質を見極め、解決に向かい相手(他部署)

考える

問題の本質を見極め、解決に向かい自らの行動を

者全員で何ができるかを考える

これまでの活動で抽出された課題について、関係

署で何ができるかを考える

これまでの活動で抽出された課題について、自部

を認識する

部署として求められている姿と現状とのギャップ

自部署と他部署の業務上のつながりを理解する

他部署の視点を取り入れる

他部署の業務を理解する

自分の業務の意味(役割、貢献度)を理解する

自分の置かれている環境を理解する

内容

ｃ）特徴：その仕組み・手法・思想の特徴，優れている点，何が創造的で革新的であるか
品質小集団活動を年度毎に深化してきた主な特徴には、次のことが挙げられる。表 4 には、縦軸に
PDCA、横軸は各年度の主要事項を記載し、それ以降では詳細を説明する。
表 4 品質小集団活動のシステム化の活動経過
活動
年
ねらい

①自部署を知る

②他部署を知る

③つながりを知る

④振り返り

⑤本質を知る

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

個人レベルでの「品質意識向 品質に対する考え方が異なる プロセスアプローチに対する 自分を見つめ直す

問題の本質を掘り下げる(自

相手が共感する価値を作り出 理想を目標に変換し、一歩

上」

分)

す

人と意見交換により、品質へ 認識を高める

⑥実行する

を踏み出す

各部署にて「品質」について 部署間横断チームで品質標語 部署間横断チームで受注〜出 これまでに抽出された課題に 部署間横断チームで、問題解 部署間横断チームで、問題解 6年目に提案したアウト
考えた

主な

を作成した

荷までの流れと、各プロセス ついて部署内および部署間で 決手法の1つ「質問会議」に
のインプット/アウトプット

実施事項

対応策を考えた

について確認した

決手法の1つ「デザイン思

プットを、対象部署と一緒

より、各自の問題について再 考」により、他部署の問題を に実行していく中でより深
定義した

深堀し、解決策を提案する

いPDCAを回していく

・現状のリスク対策について ・部署を横断しての活動によ ・自分が受け持つ後工程の業 ・各部署で課題に取り組んだ ・これまでの活動で話す機会 ・昨年の活動により、自分が
確認と共有化が図られた。

り、他部署の業務を理解

務や連携を必要とする部署

結果、解決策の立案および

が少なかった若手が自分が

考えていること(理想像、

例)製品性状に影響を与え

し、自部署とのつながりを

の業務を知ることで、「自

実行に至った。

思っていることを素直に話

問題)を正直に話すことに

る運転パラメーターについ

認識した。

分の仕事が与える影響」を

例)分析依頼書の見直し(機

すことができ、意見の吸上

抵抗がなくなり、本音で話

意識した課題設定が可能と

能性樹脂品質管理課)、作

げに効果的だった。

しができている。

なった。

業手順書の制改定(機能性

ひとりひとりの問題に向き

ての勉強会(機能性樹脂製

成果

・部署(担当)により「品質」

造課)

の意味=価値観が異なるこ

自部署にとっての品質を考

とを理解した。

樹脂製造課、機能性樹脂開 ・合うことで、相手の話しに

・えることで顧客を意識した

発課)

改善活動が実施された。

・関係部署で話し合うことに

例)分析精度向上のための

より、関係者間の価値観の

検討(機能性樹脂品質管理

共有が可能となった。

課)

共感することができた。
再定義した問題について自
分が何をできるかを考える
・ことにより、問題解決に向
けて自らが働きかける活動
ができた。

各部署ともに意識の品質意識 自分と他部署の業務がどうつ プロセスを深く考えることに 部署間に渡った課題解決案に 根深い問題に対しては、応急
課題

は向上したが、部署間に温度 ながっているのか(プロセス

より、多くの課題が抽出され ついて実際にアクションまで 処置が多く、根本的な解決ま

差があった。

アプローチ)の理解には至ら

たが、解決には至らなかっ

結びつけなかった。

なかった。

た。

当事者意識が不足していた。

での進展が見られなかった。

►1 年目 2013 年 まず「自部署」を知る
個人レベルでの「品質意識向上」を目指し、各部署で品質小集団活動を実施した。活動内容はシンプ
ルで、全員で「品質」について考えることとした。成果発表会では各部署の活動内容について、QMS
における予防・是正処置を含めた形で発表し、アピール度の高い部署を投票により決定し、表彰した。
機能性樹脂品質管理課では当社行動指針に照らし合わせた活動を実施した。特性要因図で課題を明確
にし、なぜなぜ分析を実施するなど、課員の品質に対する意識に訴える活動であった(表 5、図 5、表 6)。
若手メンバー中心の機能性樹脂開発課の場合、外部環境を意識し視点を変える活動を行った(図 6)。若
手メンバー全員で実施した成果発表では、自分たちの業務に対する責任が感じられ、1 年での心の成長
を感じた。
表 5 活動紹介 〜機能性樹脂品質管理課〜
第 1 回 品質に対する活動目標を決定した。
「顧客満足度の向上を目指し、精度アップを意識する」
第 2 回 CC10※に照らし合わせて各自実行している具体的内容を発表
し、取り組むべきこと、課題について認識した。
第 3 回 各自が新たに取り組んだ具体的活動内容についてレビューした。

発表風景

図3

※CC10(Chemiway Commitment 10)は、当社のステークホルダーの皆様を、お
客様、地域の皆様、仲間(従業員)、すべてのステークホルダーに分け、それぞれに対
する誓いとして策定した「10 の行動基準」のこと。

賞をもらいました！！

図4
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図 5 活動紹介 〜機能性樹脂品質管理課〜 特性要因図
機能性樹脂品質管理課 小集団活動 （第2回）
・日 時 2013/6/20 15:00〜16：40
・内 容 「当課における品質とは？」 をテーマに第1回の小集団活動で当グループの活動目標 「顧客満足の向上を目指し、常に精度アップを意識しよう！！」 を決定した。
今回はCC10に照らしあわせ、各自が実行している具体的内容を題材にキーワードを掲げ、取り組むべき事、課題について特性要因図形式にまとめ相互理解を高めた。
CC10 ①
私たちは、高品質な製品を安定供給します。

測定結果の
妥当性確認
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

分析機器の
定期的更新

標準物質

機器メンテナンス

管理方法・記録を定める
方法の
周知、伝承

コンタミ防止
分析装置原理、
構造を理解する

SPC、SQC

異常を早期
メンテナンス に発見する
メンテナンス
方法、手順を守る 記録をつける

SPC,SQCシート
の理解・活用
顧客満足向上

計画性
合理性

背景・目的
を認識

精度向上

付随事項として、
CC10 ⑥ 私たちは、技術と知識の向上に日々努力します。
・測定機器の構造、原理を習得する
・測定方法（マニュアル）の熟知する
・資格を取得する
想定要因
・文献からの知識習得する
・有識者から情報を得る
しらみつぶし

手順の見直し
分析方法
（マニュアル）
の厳守

結果報告の
スピード化
分析方法
の最適化

確実な
情報伝達
報告期限
の厳守

分析装置
再現性

要因解析

CC10 ②
私たちは、付加価値の創造に絶えず挑戦します。

CC10 ⑨ 私たちは、適正な情報をタイムリーに開示します。
・迅速、確実な情報伝達を行う
・報告期限の厳守する
・業務の計画、効率化をはかる
・事前に目的、背景を理解する

表 6 活動紹介 〜機能性樹脂品質管理課〜 なぜなぜ分析
課題を明確にし、解決に向けて各
自実行計画を立てて取り組んだ。
その中で「なぜなぜ分析」手法を学
習しつつ演習を実施した。

若手メンバーが中心の開発課は、外部環
境を意識し、視点を変える活動を実施し
た。具体的な行動にもつながり、自部署の
業務の意味を認識できた。
発表風景

図 6 活動紹介 〜機能性樹脂開発課〜

図7
図8

図9
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機能性樹脂製造課は、運転パラメーターを管理する意味やリスク対策を共有化することで、自分たち
の作業の重要性を再認識した。また、図 10 のよ
うにエラーを抽出し、原因を追究する等、品質

なぜなぜ風に原因を深堀し、Man(人間的要因)、

意識の向上に向けての取り組みが図られた。

Machine(設備的要因)、Media(作業的要因)、
Management(管理的要因)の 4M に分類

図 10 活動紹介 〜機能性樹脂製造課〜
ヒューマンエラー原因究明シート（CB 3529RZG）

直接原因→

①ダブルチェックの
未実施（できなかった）

BDVE滴下終了から120minで冷却するところを
TFA投入から120minで冷却したため

EE化 反応時間
120⇒105(15min不足)

発生したトラブル⇒

問題事象 ： アセタール化反応時間 【不適合】

記録用紙に間違った冷却開始時間を事前記
入し、そのまま冷却を実施

時間軸のチェック
（再確認）がなかった

＝

タイムテーブルの入力
(印刷)を忘れていた

③指示書の記載が
分かりにくかった
Media

Man
記録記入時間毎に、誰も間違い
に気づかなかった

今まで間違いがなかったのでＲ
ＥＶなしだった

個々の作業に追われ、単に記
入するのみだった。

⑤手順が複雑で準備が煩雑

作業が煩雑だった

Media

④？作業リーダーの不在？？

作業の手順が把握しきれていな
かった

＝

Machine

作業に不慣れな部分もあった
（人もいた）

Management
②作業前ミーティングで
役割を分担しなかった
Man ，Management
Man（人間的要因）

Machine（設備的要因）

Media（作業的要因）

Management（管理的要因）

①ダブルチェックの未実施
②作業前MTGの未実施

⑤手順が複雑で準備が煩雑

③指示書の記載が分かりにくい
⑤手順が複雑で準備が煩雑

②作業前MTGの未実施
④リーダーの不在

対策

対策

対策

教育等の実施による習慣化へ
の意識づけ

リスクアセス 他提案等の推進
不具合解消運動？の開始

対策
教育・指導による作業前MTG実
施の定着
作業班リｰﾀﾞｰの指名

⇒ダブルチェック＆作業前MTG
の最優先(MUST事項）は確認済

⇒提案等の提出に関しては要
請済

記載事項の明瞭化
改善活動の推進と定着
⇒指示書REV済

青字は実施＆導入事項

⇒作業リーダーは配員表に明記
（名前を太字記載を周知）

本取り組みにより、各部署とも意識向上が図られたが、部署間あるいは部署内で生じている温度差(業
務に対する認識、責任感や主体性の違い等)の解消にまで至らず、次年度はその解消に向けて、いろいろ
な考え方を持つ人と接する機会を設定した。
►2 年目 2014 年 次に「他部署」を知る
→部署間横断プロジェクト「品質標語を作ろう」
品質に対する考え方が異なる人と意見を交換する場を作り、品質への相互理
解を深めることを目的とし「品質標語」を作成した。関連部署全員を「あいう
えお順」でチーム分けし、活動をスタートした。成果発表はポスター形式で行
い、全員投票により優秀標語を決定した。標語は作って終わりではなく、最優
秀標語を缶バッジにして、各自が身に付け、意識していく活動を実施している
(図 11、図 12)。

図 11

各チーム、活動内容はさまざまで、職場見学
に行ったチームもあり、ともに働く相手を知る
良い機会となった。

図 12 特性缶バッチ
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チーム Ini-Sy 最優秀標語
→缶バッチ

図 13 活動紹介 〜チーム Ini-Sy〜

図 14 活動紹介 『The quality is not built in a day.』

図 15 活動結果紹介

1 年目で実施した「自部署にとっての品質
とは？」を持ち寄り、関連部署で話し合った
結果、顧客のみならず、関係部署間での連携
が自分たちの「品質向上」にとって重要であ
ることを認識したという意見が多く出た。ま
た、図 15 のように他部署の人と関わること
により新たな視点を取り入れた個人行動計
画の策定や実行にもつながった。

2018 年度品質革新賞 内容説明書

モモシツジャー活動報告
【個人目標】納期遵守 ということは・・・①作業効率を上げる
②ミスを無くす
【目標達成に向けて実際に試みたこと】
①作業効率をあげる
・作業動線を短くするということを意識し、備品類の配置を変えたり、収納 BOX を
購入した。
・トラブルがあった場合にスケジュールにない作業が発生し、その後の作業を効率よ
くできないことが多いので、その都度スケュールを立て直すようにした。
②ミスを無くす
・ミスすることに慣れてしまっているのでは？ということと、同じミスを繰り返して
しまうということから、今までとは違うやり方で確認をするように習慣づけた。
★結果、作業効率 UP とミスが減りました。
【今回の活動を通して】
今回の活動で改めて自己の見直しができ、他部署からの意見などを知ることで新たな
発見ができ、今後も活かして取り組んでいきたいと思います。

丸善石油化学株式会社
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発表風景

図 17
図 16

当組織全体の忘年会で表彰式
を実施。ゲームをしたり、交流の

表彰式&大忘年会

場としても活用。

図 20

図 18
図 19
入社 3 年目、年長者が多いチー

図 21

ムでしたが、リーダーとしてがんばり
ました！！

発表内容を見ると、この 1 年で他部署との関わりを認識し、組織全体の意識レベルが飛躍的に向上し
たことが明らかであった。他部署の業務に興味を持ったところで、自分と他部署の業務の関係性(プロセ
スアプローチ)を理解する良い機会と判断し、次年度の活動につなげた。
►3 年目 2015 年 そして「つながり」を知る
→部署間横断プロジェクト「プロセスアプローチに対する認識を高める」
品質マネジメントシステムを構成する各プロセス(業務・活動)を明確にし、それぞれのインプット、
アウトプットを意識する活動を「誕生日順」で振り分けた全部署混合チームで行った(表 7)。活動の流
れは同じでも、チームによって注力するプロセスが異なり、様々な課題が抽出され、それに対する提案
も多く出た。発表会には当社役員も出席し、活発な意見交換を行った。
表 7 「プロセスアプローチに対する認識を高める」 流れ

普段意識することが少ないインプットやアウトプットの意味を考えることにより、それらの重要性を
認識したチームもあった(図 22)。
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図 22 活動紹介 〜チーム Topaz&Turquoise〜

プロセスの流れを理解することにより、他部署の業務を知り、自分の前後を意識して業務にあたるよ
うになったといいう意見が多く見られた(図 23)。また、インプットとアウトプットを考えることにより、
より良い連携のための改善提案が多く提案された。
「提案して終わり」にならないよう、次年度は「ふ
りかえり」の機会を設けた。提案は部署間をまたがるものも多く、実施にあたっては、部署内活動と、
関係部署の Consensus(合意)のための部署間活動を並行して実施することとした。
図 23 活動感想 〜チーム 美女と野獣〜
村上功一

昨年は、品質向上に「思いやり」の重要性を再確認した。今年は、

金政直樹

実際の業務において「思いやりが足りていない」ことを実感した。

普段から今回得た部分を意識して開発を進めていこうと思います。

使う人の思いで、より良く変えられる可能性を学びました。

津庭雄太

業務でかかわりのある部署でも、業務から離れて全体を見つめなお

組織の弱点について議論する本活動は興味深い。

すことで初めて感じられる部分があった。

特に開発と製造は、境目があると成立しないはず。

普通の業務ではわからなかった担当者の要望にも応えられるように

当面は、仕組みによる補助も必要なのでは、と感じました。
中村康明

今回の活動で、製造課が希望しているインプット、実際のインプット
とのギャップなどを知る事が出来、良い機会となりました。

品質システムは単なる道具。
今西和弘

仕事のやり方を変えていきたいと思う。

オペレーターの気持ちを関係部署に伝えることができ、

明石 哲

現在の開発課の取り組みを知るとともに、他部署からの視点で見る

小田高士

今活動で、接点の少ない製造課の話が聞けて、非常に有用でした。

製造課の希望するインプット、

ことで業務の進め方の良し悪しを多面的に捉えることができました。

製造課からの出すべきアウトプットを改めて考える事ができた。
浅野映治

感想の一例

営業からのインプット情報の重要性を再認識しました。

開発課のインプットからアウトプットまでの一連の流れを
把握することができた。インプット情報の重要性を再確認した。

発表風景

表彰式&大忘年会

図 24

図 27

図 25

3 年目からは当社役員も出席。
各グループでまとめた内容について積極
的にディスカッションを行った。

図 26
楽しい表彰式になりました。
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►4 年目 2016 年 品質活動の振り返り「自分を見つめ直す」
これまでの品質活動をふまえ、部署内および部署間で考える機会を持った。
・部署内小集団活動：各部署で自由に課題を設定し活動した。
・部署間「座談会」の開催：2015 年品質活動で抽出された課題をカテゴリー分けし(表 8、表 9)、
関係部署で話し合う機会を持った。
表 8 〜品質活動で抽出された課題一覧表〜

表 9 2015年品質小集団活動で抽出された課題 抜粋

テーマ

内容

3月 変更計画通知配布時の対応

変更計画通知が配布されたとき、みなさんはどう対応してますか？

4月 リスクアセス方法見直し

リスクアセスのタイミング、メンバー、内容等々。
製造に関わる全員に内容が伝わるようにするにはどうしたらいいの？
試作品(開発、変更)の妥当性確認の結果の周知方法ってどうなって
るの？各部署にはフィードバックしてるけど、どうしたら全員に伝わるの？
分析依頼の正しい書き方講座！！
サンプルスケジュール表は必要？？
製造課さんはどんな指示書がほしいの？品質活動で作ってもらった案を
もとに、製造課からの要望事項を直接伝えてみませんか？？
インプット情報を充実させた要請書を書けば、そのやり取りだけで必要
な情報を相手に「正確に伝える」ことは可能になるの？？
設計する際に気を付けることは何か？アウトプットされる部署の話しを聞
こう！！

5月 妥当性確認の活用方法
6月 分析依頼内容
7月 指示書見直し
8月 開発へのインプット
9月 ラボサンプル試作時の注意点

10月 研究企画/要請書の活用方法 開発品の試作依頼のタイミングを明確にしよう！！
11月 スケジュール変更時の対応

2018 年度品質革新賞 内容説明書
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機能性樹脂品質管理課では、これらの活動において分析依頼に関する課題解決に取り組み、
ISO9001：2015 年版への移行審査でも高く評価された(図 29)。活動に対する感想では、他部署から分
析を依頼される際に使用する依頼書の記載内容の不備が引き起こす問題点を話し合う中、依頼する側に
立った考え方ができるようになったという意見が多く見られ、関係者間での価値観の共有が可能となっ
た。
図 29 活動紹介 〜チーム 愛・アモーレ〜

その他の部署も積極的に活動を実施し、成果発表会では、どのチームに投票するか悩む程、各部署充
実した活動内容となった。
一方、問題としては、部署間を渡る問題について実際のアクションに結びつかなかったことであり、
これは「自分が必ず解決する」いう主体性=当事者意識が不足していることが原因と考えられた。そこ
で次年度は「自分がどうしたいのか？」
「自分は何ができるのか？」を考え、実行する活動とした。
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図 30 活動紹介 〜開発課チーム D〜

発表風景

機能性樹脂開発課
は、ノウハウも含め
た手順書を作成。
部署内の会議体を
利用し、共有化を
はかっている。現在
も部署内活動とし
て継続中。

図 31

図 32
図 33

表彰式&大忘年会

図 34

図 35

社長賞は機能性樹

当社役員への自己アピール

脂製造課

タイム。当組織は垣根を超

「MP チーム」

えた対話を実践している。

►5 年目 2017 年 本質を知る(自分)
→「質問会議」で問題の本質を掘り下げる！！
問題解決手法の 1 つ、
「質問会議」を用いてメンバーひとりひとりが本当の問題は何かを再定義した(図
36)。「質問会議」は“立場”や“声の大きさ”に関係なく、誰にでも発言機会が均等にあるため、しゃべっ
たことを否定されない=自由に何でも話せる雰囲気作りに有効である。また、決定事項に対する納得感
が高いという効果もある。
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チーム編成は、部署横断チームとし、若手が気兼ねなく話しやすいよう、ライン長を 1 チームにまと
め、他チームはランダムにメンバーを選んで活動をスタートした。
図 36 質問会議の活動内容

活動は、実施内容に沿った「品質活動ノ
ート」に書き込むだけにして、活動時間も
制限したことにより、話すこと、聞くこと

参考文献
堀公俊(2015)「問題解決 フレームワーク 大全」 日本経済新聞出版社
清宮普美代(2008)「チーム脳にスイッチを入れる！質問会議」 株式会社 PHP 研究所
清宮普美代(2011)「20 代で身につけたい質問力」 ㈱中経出版

に集中できた。問題を深堀して、最終的には自分の行動計画を立てることにより、他人任せになりがち
な問題解決について主体性を持って取り組めた。また、これまでの活動で発言できなかった若手メンバ
ーが、本活動で「本音」を話せたことからも、コミュニケーション方法として有効である。
図 37 成果発表会に向けて
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当組織では品質管理検定の内容を利用し、QC 的な見方・考え方を身につける活動も実施しており、
これまで勉強してきた新 QC 七つ道具を活用し、実際にまとめたものをポスターで発表した(図 37)。
部長課長チームは、皆が同じ様な

図 38 活動紹介 〜部長課長〜

悩みを抱えていることを認識し、オ
ブザーバー参加者からの共感も得て
いた(図 38、表 10、表 11)。また、
自分の行動のみならず、チームメン
バーからの支援により、実際に問題
が解決したチームもあり、本活動の
効果を感じた。
わかる、わかる

発表会で部署長に対する意見を募集
率直な意見が集まった

図 39
表 10

部長課長への意見

表 11

部長課長の感想

プレッシャーに弱いです。あまり期待せず、長い目で見て

機能化学品部長

方針、戦略、目標管理、PDCA、教育、コミュニケーショ

下さい。

(品質統括グループリーダー兼務)

ン、なぜなぜ、声かけ・・・当たり前のことが上手くでき

見習う点がいろいろあります。

ていなくて、皆が悩んでいることを再認識しました。

どこまで自分で判断して、どこから課長に相談すべき
か・・・自分の権限を自分で理解できていないです。

ここで学んだことを活かします！！
機能化学品グループリーダー 皆が同じような悩みを持っていて向き合い方が人それぞれ

目標面談時は期待されていると感じますが、普段の業務中

だったのは興味深かったです。毎日とは言わないが、この

に感じることは少ないです。

ような機会を今後も持っていきたい。

気持ちが大事！！

企画管理グループリーダー

思考、行動に変化がなければ 伝えた ことにならない。そ

受け手の意識も大事なので、面談の際に良いところ/悪いと

のことを念頭に置いて、どう相手を諭し、どう誘導できる

ころを厳しく明確に伝えて頂けると、意識改善、モチベー

か？改めてその意識、Skillの重要性を思い返した。これか

ションの向上につながります。

ら活かします！！

失敗を恐れずにアクションを起こし、上司の期待に応える

機能性樹脂開発課長

ことを意識したい。

今回の品質活動を活かして、コンピタンシーの意識付けを
ポイントに面談をしました。自分自身も出来ていない部分

仕事のことも、それ以外のことも、もっと話す時間が欲し
いです。

の気付きも多く、有意義な活動でした。
機能性樹脂製造課長

課長はマネージャーであり、プレイングマネージャーでは

課長、グループリーダーがそれぞれ思い悩む「目標管理」
というテーマについて、それぞれの考えを聞けてとても参

ない方がいいかも。

考になりました。
機能性樹脂品質管理課長

ワークショップみたいで楽しかったです。いつも悩んでば
かりですが、目標管理の運用と各人の適性ややる気を引き
出して成果を出せるよう頑張ります。

発表風景

図 40

図 42

図 41

表彰式&大忘年会

賞をたくさんもらった
チーム「FUKU-CHAN」

図 43
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再定義された問題を「組織の 7S」に当てはめて分析した(図 46)。この結果、当組織では、ソフトの
4S で分類される問題を抱えている社員が多いことがわかった。ソフトの 4S にあたる問題については応
急的な処置が多く、根本的な解決までの進展が見られなかったことから、次年度はこのように解決が難
しい問題について、
「新しい切り口」
「新しい捉え方」といったイノベーションを引き起こす活動を取り
入れるべきと考えた。
図 46 質問会議で再定義された問題の分類結果

►6 年目 2018 年 本質を知る(相手)
→相手が「共感」する価値を作り出す
問題解決手法の 1 つ、
「デザイン思考」を用い、相手(他部署)が共感できる価値をアウトプットするこ
とを目的とした(図 47)。デザイン思考の本質は、
「コト」
「経験」「関係」といった人間を中心としたイ
ノベーションを考えるところにあり、相手を理解するための「問題発見」段階と、相手にとって最適な
解決策を創造する「問題解決」段階の 2 つから構成される。発見段階では、相手を知るためのインタビ
ュー(質問)から入り、チームで何が問題なのかを考え、解決策を提案していく。デザイン思考のポイン
トは、さまざまな可能性を探る、つまり選択肢を広げることにある。
「とりあえず」の応急的処置では
なく、相手をより深く理解し「相手のニーズを満たすものは何か？」を考えることは手間はかかるが、
解決が難しい問題だからこそ、労力を割いてでもこれまでにない選択肢を生み出すことが重要となる。
相手と協力して問題を解決していく過程は、これまでの小集団活動の「まとめ」とも言える活動であり、
かつ組織の成長に必要な革新的なものの考え方を身に着けることが可能となる。現在、活動は進行中で
あり、チームによってそれぞれ進め方に特徴が見られる。

2018 年度品質革新賞 内容説明書

丸善石油化学株式会社

19

図 47 デザイン思考の活動内容

所属部署以外を対象(問題を解決する
相手)としたチーム編成とした。当組織
に配属されたばかりの社員については、
自部署を対象とするチームとし、自分が
置かれている環境について理解を深め
る活動とした。

参考文献
堀公俊(2015)「問題解決 フレームワーク 大全」 日本経済新聞出版社
ティム・ブラウン(2014)「デザイン思考が世界を変える イノベーションを導く新しい考え方」 早川書房
スタンフォード大学 d.school［著］一般社団法人デザイン思考研究所［編集］(2012)「デザイン思考 ５つのステップ」
イトーキ オフィス総合研究所［監修］一般社団法人デザイン思考研究所［編著］(2013)「デザイン思考ファシリテーションガイドブック」
ひもと あやか,日比野 省三 [監修](2016) 「ブレイクスルー思考トレーニング」 日本実業出版社
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図 48 活動紹介 〜事前アンケート〜
インタビュー前にアンケート
を実施したチームもあり

アンケートやインタビュー
結果を見てみると、インタ
ビューされる側も自分が考
えていること(理想像や問
題)を正直に話すことに抵
抗がなくなり、本音で話し
ができている。

►7 年目 2019 年 実行する
→理想を目標に変換し、新たな一歩を踏み出す
6 年目に提案したアウトプットについて相手を巻き込んで実行していく。チームは 6 年目のメンバー
で実施とする。提案した解決策が必ず相手にフィットする保証はなく、自分が良い案だと感じても、そ
れが本当に良い案であっても、相手にとって持続可能でなければ、価値はほとんどない。先にも述べた
が、デザイン思考は、さまざまな可能性を探ることであり、当初の計画にこだわるのではなく、根本的
な前提を改良・再検討していくことが必要となる。この活動のポイントは、相手が提案を試した結果の
振り返りである。
振り返りツールとして有名なのが「PDCA」である。PDCA は対象を選ばず、どのような組織運営に
も応用可能で効果も高い。また、環境変化が激しい中、その変化に順応でするためにも PDCA 力は必須
となっている。しかしながら、PDCA を回すということは大変難しく、曖昧なゴールに向かって、効果
の低い課題に対し抽象的なアクションプランを立てた結果、実行できないまま終わり、再びその場しの
ぎの対策をとっていくような、
「やっ
てるつもりの PDCA」も多く見られ

図 49 LAMDA サイクル

る。そこで、本活動では、
「デザイン
思考」とよくマッチしたツールであ
る LAMDA(Look−Ask−Model−
Discuss−Act)サイクルを意識し、よ
り具体的な PDCA を実践していくこ
ととした(図 49)。
LAMDA サイクルという考え方は、
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MIT にてトヨタ製品開発を参考に「リーン生産方式」を
体系化したアレン・ウォード博士によって開発されたも

図 50 PDCA と LAMDA の関係

のであり、①まず現場を見て、②その真相を問いかける
ことにより、背後にあるメカニズムを充分に理解し、③
その上で理解したことを「シンプル」にモデル化(試作品
やサンプル、グラフ化、報告書など目に見える形に変換)
して表現し、④そのモデル化したものをベースに議論を
進め、⑤意思決定したものに基づいてアクションを起こ
すというものである。PDCA はこの LAMDA サイクルが
2 回転した形となる(図 50)。この関係性を理解し、PDCA
を回していくことにより、コミュニケーションを取りな
がら、真の問題解決が可能となる。
参考文献
荒木 博行 グロービス経営大学院 経営研究科 副研究科長／グロービス・オンライン MBA 責任者(2012)「「PDCA」で読み解く −大手損害保険会
社インド現地法人営業担当部長・浜村の悩み」https://globis.jp/article/1958
The TRIZ Journal(2009)「LAMDA and TRIZ: Knowledge Sharing」
https://triz-journal.com/lamda-and-triz-knowledge-sharing-across-the-enterprise/

具体的な活動としては、表 12 の PDCA 実践シートに書き込む形で進めていく。このようなシートに
書き出すことで、MECE(モレなく、ダブりなく)な PDCA に近づいていく。
6 年目と 7 年目の活動については、業務の都合上小集団活動に参加できない場合でも、提案される(巻
き込まれる)側として一緒に活動できるメリットがある。
表 12 PDCA 実践シート
PDCA実践編「LAMDAで考えよう！！」
Plan(計画)

Do(実行)

目的：何のために行動するのか、理由 目標：達成したい状態、ゴール 具体的な計画：期限、担当、方法
行動の指標：結果指標(何かしらの行動の結果としてできあがる数字、直接的なコントロールは不可能)
プロセス指標(自らの行動を指標化したもの、何かしらの努力は必要であるが直接的にコントロール可能)

より細かく具体的な行動に落とし込んで実行す
る

Check(検証)

Action(改善・調整)

プロセス、結果の検証

必要に応じて修正を加える(ゴール、計画、優
先度、方法)

Look(観察)

Ask(質問)

Model(モデル)

Discuss(議論)

Act(実行)

人、もの、場所

課題の洗い出し

対策案の立案(複数)
プロトタイプ化

関係者を交えた議論

決定事項を適用した結果
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►その他特徴

活動を進めていくにあたり、改善した取り組みを紹介する。

ルール
・担当者制
2 年目はリーダーを指定して活動したところ、実施後のアンケートで「とりまとめが大変だった」と
いう意見が出たので、3 年目は「係」制をとった(表 13)。4 年目以降は自主的に「係」を決めて実施で
きるようになり、メンバー全員で作り上げる慣習となった。
表 13 2013 年活動役割分担
役割分担

人数

司会係

1

内容

こんな人に向いてる

活動時期

打ち合わせ時の司会をやって頂きます。

人前で話すのが得意。

通年

人をまとめるのが得意。
打ち合わせに毎回出席できる。
打ち合わせ以外では、品質活動に時間をとられたくない。
書記係

1
1

スケジュー

打ち合わせ時の議事録を作成し、各グループ員とを書いて頂きます。

人が話したことについて、メモをとったり、まとめるのが得意。

チーム名が決まったら、事務局までご連絡下さい。

打ち合わせに毎回出席できる。

打ち合わせのスケジュールの決定とガルーンへの登録。

もしかしたら、打ち合わせに出れないかもしれない。

ル係

通年
通年

他部署の人と連絡を取り合い、調整するのが得意。

広報係

2
(1or2)

フェス係

2

議事録をもとに、中間報告資料の作成と、事務局への提出。

もしかしたら、打ち合わせに出れないかもしれない。

中間報告前

こんな活動してます！というアピール。

資料をまとめるのが得意。

1ヶ月

議事録と、中間報告資料をもとに、ポスター(案)を作成して頂きます。

もしかしたら、打ち合わせに出れないかもしれない。

実際の貼り付け作業は、みんなでやります。

ただし、ポスター(案)を確認してもらうための打ち合わせには必ず出席

MR前1ヶ月

すること。
ヘルプ係

1

各係のサポート、および緊急時の代用要員として、活動して頂きます。

打ち合わせに毎回出席できる。

通年

何でもできる。

・開催時間、最低開催人数
開催頻度や具体的な進め方はチームに任せる。5 年目以降は、業務に支障がない範囲での時間確保を
お願いしており、各チーム 1 時間から 2 時間となっている。また、急な業務で活動に参加できないメン
バーがいる場合を考慮して、最低開催人数も決めている。
発表形式
1 年目を除き、成果発表会はポスター形式としている。できるだけ目に留めてもらえるものをチーム
で協力して作製するようお願いしている。素案は担当で作成するとしても、それを元にメンバー全員で
ポスターを完成させていくことで、一体感と達成感を深める。発表は時間を決めてメンバーの持ち回り
制にする。わかりやすく人に伝え、そして質問に答えていくことで、1 年間の活動の意味を再認識する。

図 52

図 51
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ポスター発表は説明力の向上にも効果的である。創意工夫を凝らしたポスターを見るのも、毎年の楽し
みになっている。
表彰制度

図 54 201５年投票用紙

成果発表会では、組織メンバー全員が審査員とな
り、自分が良いと思ったチームに投票してもらう｡毎
年視点を変えることにより、当社役員からの賞と合

ス マ イ ル 賞 (個 人 賞 )
発表者

ポイント

丁寧な対応
わかりやすい

わせさまざまな賞を授与している。投票するために

にこにこスマイルがキュート

はポスターを見たり、話しを聞いたりすることが必
要となり、他チームのメンバーとのコミュニケーシ
ョンにつながる。発表会の夜は、当組織全体の忘年

等

な かよ し 賞 (グル ー プ 賞 )
対象

チーム

ポイント

メンバーみんなで頑張ってる感じ

チーム名

しっかり協力し合っている

会を開催し、そこで表彰を行う。この活動は、感謝・

活動内容が充実している

認知（承認）に訴える「表彰制度」として有効であ
る。

発表者名

対象

等

グ ッ ド デ ザ イ ン 賞(ポ ス タ ー賞 )
対象

ポスター

ポイント

よくまとまっていてわかりやすい

チーム名

総合的にバランスが良い
デザインが良い
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ｄ）成果：有効性，その仕組み・手法・思想によって解決・達成された経営課題、得られた成果
我々が考える「品質マインド」とは、「外部環境は常に変化することを理解し、顧客が何を欲してい
るかを的確に把握し、瞬時に対応できる柔軟性を持っていること」である。このためには、顧客目線で
の課題解決能力を高めることが重要であり、PDCA で言えば、
「C」の基準が「顧客満足」でなくてはな
らない。本活動では段階を踏み、最終的には相手が「共感」する価値とは何かを考え、そしてそれを満
足するために実際に PDCA を回しながら、より良いものを作り上げる一連の過程をシステム化した。
図 55 不採用発生件数の推移(2017 年まで)

事業拡大には新製品開発が必須であり、当組織は別添「機能性樹脂事業について」のスライド 8 にあ
る通り、注力(成長)分野であるレジスト周辺用途(厚膜、下層膜)で大きく躍進し、同時に、主力製品の
KrF/ArF 向け樹脂についても、製品品質の改善提案を続けている。生産量および生産品目は年々増加し
ているが、図 55 に示す通り、本活動を進めていく中、不良品の発生件数が激減しかつ低推移を維持し
ていることは、評価に値すると考える。製造や開発業務はひとつの部署で完結することはなく、当組織
全ての部署が関わって成り立っている。高稼働を続けながら、厳しくなる顧客要求に応えているという
ことは、メンバー各々の力量の向上とともに、部署間の「つながり」を意識した自発的・自律的な判断・
行動が実践できていることが大きいと考える。
当社では目標管理のほかに、コンピタ
ンシー評価も実施している(表 14)。コン

表14 コンピタンシーモデル抜粋
自己適応力 《自己をチーム環境・職場環境に柔軟に親和・適応させ協調する力》
対人追求力 《長期間にわたる安定的な信頼関係を築く力》

ピタンシーとは一般に、
「組織内の特定

対人協調力 《人に対して感受性豊かに対応・協調し、サポートする力》

の職務において、優れた業績をあげ続け

情報伝達力 《情報をわかりやすくまとめ、効果的に伝えたり共有化する力》

る者に特徴的に見られる行動特性」と定
義づけられるが、部署だけでなく年齢、

情報創造力 《価値のある新たな情報を生み出す力》
論理追求力 《論理的な思考・話し方・書き方を維持・遂行し、結論に導く力》
戦略調整力 《チームとしての計画や段取りを柔軟・的確に調整する力》

性別、職歴がさまざまな人と関わる品質小集団活動は、このような自分や他人の感情と向き合い、それ
をコントロールしていく方法を学ぶ場としても有効であり、これが若手をリーダーに抜擢している理由
である。実際、管理職手前の年代(30 代前半)には、自ら能動的に考え行動する姿勢が浸透してきている
という社内評価も得ている。
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ｅ）今後の計画：その仕組み・手法・思想のさらなる発展に向けての計画，展望
①人材育成
5 年目の活動「質問会議」で再定義した問題をカテゴリー分けして特徴を分析した結果から、これ
からの品質活動の「目的」を「継続的なモチベーションの創造」とした。一般的には従業員の満足度
向上と生産性改善は相反するもの、つまりトレードオフの関係と言われているが、モチベーションを
上げることで、その両方を向上させ、当組織の質を高めたいと考えている。メンバーのモチベーショ
ンの向上に重要なのは、リーダーの質である。今後も、当組織の品質小集団活動は、さまざまな人と
関わりあい、お互いを知る場所とする。メンバーそれぞれの価値観に共感し、助け合い、1 人では解
決でいない課題を乗り越えていく過程で、人と向き合い、対話できるリーダー育成し、結果的に問題
解決やイノベーションを起こす組織としたい。
この一環で、2019 年は、21 ページ後半から 22 ページに記載した方法で活動を進めていくが、同
時に性格や行動特徴を知る、つまり自分を認め、他人を認める活動も行う予定である。
参考文献
守屋智敬(2015) 「シンプルだけれど重要なリーダーの仕事」
ダニエル・ゴールマン, リチャード・ボヤツィス, アニー・マッキー, 土屋京子【訳】(2002) 「EQ リーダーシップ 成功する人の「こころの知能指数」の活かし方」
ベン・ウェイバー千葉敏生【訳】(2014) 「職場の人間科学: ビッグデータで考える「理想の働き方」」 早川書房
金子祐子(2017) 「泣ける会議 部下が活躍できる職場にするマザーリングマネジメント」 実業之日本社

②他組織への展開
昨今、企業による製造上、または品質上のさまざまな不祥事が発生している。対策として多く見ら
れるのが下記項目である。
・コンプライアンス教育の充実
・組織風土改革(組織の閉鎖性の改善)
・内部統制システムの強化
この中で最も難しいのは、
「組織風土改革(組織の閉鎖性の改善)」である。事業の規模が大きくな
るに伴い、人員も増え、組織内コミュニケーションはどうしても鈍くなっていく。この結果、情報や
ノウハウの共有化が進まず、信頼関係も薄らいでいく。解決が難しい問題については「他人事」を決
め込み、自ら責任を取ろうとする人が少なくなり、結局「部署」や「人」に業務が偏る。この状態に
有効なのが、当組織で実践しているような品質小集団活動である。
「解凍」に時間をかけるやり方は、
少しでも早く結果を出したい場合には不向きではあるが、時間をかけてでも、長い間培われた風土を
変えていきたい場合には効果がある。
今後は、当社他組織(千葉工場、四日市工場、本社)への展開に向けた働きかけも視野に入れたい。
当社では全員参加の安全活動、CA1(Chemiway Anzen no.1)活動を実践している。この活動は、事業
所ごとに、製造部門、間接部門、研究・開発部門、関係会社を網羅した全員参加型の安全活動である
が、活動の最小単位を「課、室、グループ」等のラインとし、ライン長を責任者としている。各部署
(ライン)の活動ならびに事業所全体の活動を補佐するための「CA1 推進班」や、活動の推進、調整お
よび取りまとめ等を行うための「CA1 推進班事務局」も組織している。大変良い活動であり、実際
多くの成果も出ているが、この小集団活動は視点や方法を少し変えるだけで、より深いマインドの醸
成が可能となる。部署として、組織として望む成果には少し足らないかもしれない、あるいは全く違
う形になってしまうかもしれない、しかしながら、結果の質にこだわらない寛容性を持つことで、内
面的な体質変化が可能になれば、それが丸善石油化学の「質」向上に繋がるということを訴えていき
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たい。
競争力の高い、安価なシェールガス・オイル由来のエチレンの市場流入の脅威が迫る中、コストを
含む事業構造変革を達成するためにも、
「品質マインド」の醸成は必須であり、これが業務効率化、
意志決定のスピードアップ、社会的責任、様々な意味で有効であると考える。

ｆ）その他：特に強調したい点
①一般的な組織変革アプローチとは異なる方法で組織文化、風土改革に挑んでいること。
②結果を求めず、関係性を改善(つながりを強化)することで、最終的には結果の質を上げるという方法
を取り入れたこと。
③この活動を通して、不良品の発生件数が激減しかつ低推移を維持していること。
④さまざまな立場の人と関わることにより、コンピタンシー能力の向上に有効であること。
「IoT」
「クラウド」
「仮想化技術」
「AI」などの新たな技術が注目され、成長を続ける半導体業界で生
き残るために我々が選んだ行動は、Face to Face のコミュニケーションである。人の気持ちを変えられ
るのは、結局「人」であり、決して押し付けのルールではない。業務に忙殺される中、自分のことを考
え、そして相手のことを考えるということは、簡単そうで難しい。しかしながら、
「会社で働く」とい
うことは、1 人ではできないことも、皆と力を合わせて成し遂げるということであり、そのような組織
風土を作り上げる必要がある。立派な成果はなくてもいい、ただ話しを聞いてもらったり、わからない
ことを質問できる相手が増えればいい、それだけでも当組織にとっては大きな成果だと考えていた。実
際に始めてみると、予想以上にひとりひとりが熱心に取り組み、素晴らしい成果を出し続けている。強
調したいのは、毎年の成果はもちろんであるが、この継続的に創出される成果が、コンサルタントも講
師もいない、チームメンバーだけで考えられたものであるということである。一種のアクティブ・ラー
ニング(課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び)であり、今後もこのような「自らが考える」
活動を継続して実施する予定である。
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