
第 52 回 ドラッカー「マネジメント」研究会 発表 

 

ISO-MS規格から経営品質を巡り、XXはMSCの入り口に辿り着いた 
2016 年 11 月 8 日 

中村 孝司   

 

 

 

 

 

 

１. 問題意識の設定 

１-1．ISO 9001/9004 ： 「組織の目的」とは何だったのだろうか？ 

Requirement 

(抜粋) 

ISO 9001(1994 年版) ISO 9001(2000/2008 年版) ISO 9001(2015 年版) 

4.1.1 Quality policy 

The quality policy shall be relevant to the 

supplier’s organizational goals and the 

expectations and needs of its customers. 

5.3 Quality policy 

Top management shall ensure that the 

quality policy 

a) is appropriate to the purpose of the 

organization, 

5.2.1 Establishing the quality policy 

Top management shall establish, implement 

and maintain a quality policy that: 

a) is appropriate to the purpose and 

context of the organization and 

supports its strategic direction; 
 

Guidance 

(抜粋) 

ISO 9004(2000 年版) ISO 9004(2009 年版) 

5.1.1 Introduction (5.1 General guidance) 

Top management should consider actions such as 

― establishing a vision, policies, and strategic objectives 

consistent with the purpose of the organization, 
 

5.1 General (5. Strategy and policy) 

To achieve sustained success, top management should establish 

and maintain a mission, a vision and values for the organization. 

1-2. 日本経営品質賞アセスメント基準との出会い   特に「組織プロフィール」について 

(1)理想的な姿 経営者が社員とともに目指している組織の理想的な姿は何か？ ／ なぜそのような状態を目指そうと思ったのか、その背景は？ 
 

(2)現状認識と環境変化 (略) 
 

(3)戦略課題 現状認識と環境変化を踏まえ、理想的な姿の実現に向けて、どのように組織を変革していくか？ 
 

 

2. MSC との出会い  （講演等よりも、活字資料との出会いのほうが先に。） 

最初の出会いは、浅沼宏和氏のブログ記事（2011年 3月 1日付け）http://tma-cs.blogspot.jp/2011/03/blog-post.html (浅沼氏を知ったのは 2010年の「ISOマネジメント」誌にて) 

そして更に、 文明とマネジメント、2011(Ⅰ), pp.214-226 の註 14で、MSC分科会の成果報告書が紹介されていたこと。 

これをきっかけにして、MSC分科会の成果報告書、藤島秀記氏の MSC論文、更にはドラッカー「マネジメント」研究会の過去の成果報告にも目を通すことに。 
  

3. ドラッカー学会に入会 

 2013年に入会。「5 つの質問」と ISO 9001:2015 との連続性に着目したのが、その年の秋ごろ。佐藤等氏（学会理事）の「実践するドラッカー」（「事業編」・「利益とは何か」）を通して

「事業の定義（The theory of the business）」と出会ったのも、丁度この頃。 

 2014/5/24の総会・講演会の時に、初めて聴講したが、どことなく感じる居心地の悪さ（あるいは疎外感というべきか）に、何とも言えぬ心持ちであったことを思い出す。 

  ・・・「スタディ・グループ」の存在意義に、「会員同士の人間関係づくり」というのは大いにあるのだろう。 
 

4. 淑徳大学（池袋キャンパス）セミナーにおける出会い 

  2015/10/13 「ドラッカー『マネジメント』実践」、 2015/10/27 「ISO26000 とドラッカー」第 1回   ”distributive channels” に着目 
あめ した よろづ こと    き   よろづ  わ ざ    とき 

天が下の萬の事には期あり 萬の事務には時あり（傳道之書第三章一節、いわゆる「文語訳」） 

・淑徳大の公開講座が、たまたま勤務先の提携する福利厚生プランに入っていたことがきっかけ。 

・森岡謙仁先生との出会い。氏の著作や、「新技術開発センター」からの DM（過去に同社を利用したことあり）などでお名前は存じ上げていた。（思いもかけぬ所に、繋がりはある） 

・ドラッカー「マネジメント」研究会の会員諸氏等との交流は、場所を変えての懇親会から。もしあのときそのまま真っ直ぐ帰っていたならば、今はない。とりわけ、「ファーストコンタクト」の岡崎

氏、増井氏、増田氏に感謝。 

・淑徳大・池袋キャンパスにおける公開講座事業は、今年度限りで終了とのこと。もし、今頃検索していても、きょうに至る出会いはなかったであろう。 
 

5. ドラッカー「マネジメント」研究会に参加した経緯 

 「夜の席」でも、会員の皆さんにお誘いいただいていたが、2015/10/29 に、森岡氏から直接のお誘いを受けたことが、最後の決め手となった。（人を引き付けるものは、データよりも人間） 
 

6. 体系化されたＭＳＣを始めて聴いた
．．．

ときのこと     

 2015/11/10 第 46回ドラッカー「マネジメント」研究会。初めて出席した回で、ドラッカー動画の上映(藤島氏)とMSC(森岡氏)。お二人の学会理事の説明からＭＳＣの体系を知った。 
 

7. これから整理していきたいこと   Drucker の MSCを土台として、経営品質＆ISO 9004:2009 を介する形で Management System を考えられないだろうか？ 

1. What is Our Mission? 

2. Who is Our Customer?  

3. What does the Customer Value? 

4. What are Our Results? 

5. What is Our Plan?  
 
【P. F. Drucker et al., "The Five MOST 

IMPORTANT Questions You Will Ever 

Ask About Your Organization", 

Jossey-Bass, 2008】  

- What is Our Business? 

- What will Our Business be? 

- What should Our Business be?  
 
【P. F. Drucker, "The Practice of 

Management" Chap. 6, Harper & Row, 

1954】 

【P. F. Drucker, "MANAGEMENT: TASKS, 

RESPONSIBILITIES, PRACTICES" 

Chap.7, Harper & Row, 1973/1974】 

There are three different dimensions to the economic task: 

 (1) The present business must be made effective; 

 (2) its potential must be identified and realized; 

 (3) it must be made into a different business for a different future.  
 
【P. F. Drucker, "Managing for Results" Chap.1, Harper & Row, 1964】  

 A theory of the business has three parts. 

 First, there are assumptions about the environment of the organization: 

society and its structure, the market, the customer, and technology. 

 Second, there are assumptions about the specific mission of the organi- 

zation.  

 Third, there are assumptions about the core competencies needed to 

accomplish the organization’s mission.  
 
【P. F. Drucker, "MANAGING in a TIME of GREAT CHANGE" Chap.1, Harvard Business 

School Publishing, 2009】  

 Such result areas are the business within the larger business complex; 

products and product lines (or services); markets (including customers and 

end-users); and distributive channels. // 

 Each of these three areas is only one dimension of result-producing activity, 

one result area. // 

 But the three must also be analyzed together and in their inter-relationship. 
 
【P. F. Drucker, "Managing for Results" Chap.2, Harper & Row, 1964】 

 

以上 

本日お話しをしたいこと： Quality Management System の Auditor Training を 2010年に、日本経営品質賞のセルフアセッサー研修を 2011年にそれ 

ぞれ受けたことがきっかけとなり、ドラッカーに取組むのに必要な機会（人との出会い、知見の蓄積、等々）が格段に増え、MSC との出会

いをもたらした。いま振り返ると、ドラッカーの世界へと開かれた“門”は、随所にあった。ただ、あのとき「こちら側」から見えていなかったのだ。 
 

              せま もん  いれ ほろび いた みち ひろく  もん おほい これ  いる  おほ いのち いた みち せまく  もん ちひさ そのみち うる  まれ 

窄き門より入よ沈淪に至る路は濶その門は大なり此より入もの多し 命に至る路は窄その門は小し其路を得もの少なり（馬太傳第七章 自十三至十四節、元譯） 

http://tma-cs.blogspot.jp/2011/03/blog-post.html

