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●開催日： 2016年5月23日　●場所：株式会社マンダム本社

消費者課題について考える
～「生活者発・生活者着」にむけて～

　今回、同志社大学 大学院 ビジネス研究科 教授 藏本一也さまにご協力いただき、最も身近で関係の深いテーマで
ある「消費者課題」についての勉強会とダイアログ（対話・意見交換）を行いましたので、その模様をお伝えします。

マンダムグループCSR重要課題との関係性
　わたしたちは、昨年2015年12月にマンダムグループとして初めて選定した「CSR重要課題（初版14項目）」に基づいた
取り組みを開始していますが、今回は、以下の4つのテーマに関連した取り組みとなっています。

●「消費者の立場から」「消費者の視点から」の表現は、消費生活ばかりではなく、市場経済や経済社会の諸問題をとら
えようとしていること。

●自分たちが消費者であるという自覚に基づき、解決を図ろうとする生活問題や社会問題であること。
●すべての人々が消費者であるという現代社会の構造に根ざす問題として、社会問題や消費者運動を通じて発見され

た問題であること。

消費者課題の基本を学ぶ

［講師］ 藏本 一也 さま
・同志社大学 大学院 ビジネス研究科 教授
・公益財団法人 関西消費者協会 理事
・関西テレビ オンブズ･カンテレ委員会 委員長

・関西学院大学 経済学部 講師
・独立行政法人 国民生活センター 特別顧問 兼 紛争解決委員会 委員
・大阪いずみ市民生協 社会的責任評価委員会 委員長

　第1部では、取締役 専務執行役員の北村達芳、以下、生
産、開発、営業、リソースなどさまざまな部門から25名の
社員が参加し、藏本教授による講義を受講しました。
　講義の冒頭では、日本企業の企業不祥事の歴史とその
傾向を紹介され、不祥事を起こした多くの企業が、自らの
事業を支えている真の顧客（消費者）の存在を忘れ、また
は軽視し、「経営判断」という名の下で多くの過ちが繰り
返されている現状を解説されました。

関西学院大学 法学部 政治学科卒業。33年間のミズノ株式会社でのサラリーマン生活から現職へ。ミズノ株式会社 品質保
証部長、株式会社ミズノアベール 社長、公益社団法人消費者関連専門家会議理事長、内閣府や経済産業省の委員などを歴
任され、神戸大学 大学院 経営学研究科 准教授を経て、2013年より同志社大学 大学院 ビジネス研究科 教授に。

　また、講義の中盤では、消費者問題の歴史と消費者対
応の変遷、発生した問題に対応する際に理解しておくべ
き原則や考え方などを、実際に起こった具体的な事例の
紹介や「緊急時にもしあなただったらどう判断するか？」
などの設問も交えながら解説されたうえで、現代の消費
者問題についての重要なポイントとして、以下の3点を説
明されました。

　講義の後半では、国際社会で尊重されている消費者の
権利、日本国内の消費者基本法や景表法などの法制度も
ふまえた、現代社会における「企業の使命」、「消費者の安
全」、「企業成長と消費者の信頼」などについて解説され、

参加者全員が、日本におけるCSR（企業の社会的責任）の
原点ともいえる「三方よし」の精神と古来から伝わる「日
本品質」のすばらしさについて再確認しました。

組織統治 ： 企業理念･企業文化、コンプライアンスの推進
消費者課題 ： 生活者の安全衛生と品質への責任
消費者課題 ： 生活者との新たな共通価値の創造
コミュニティ参画・発展 ： 新しい社会のパラダイムの感知と貢献
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該当する
マンダムグループCSR
重要課題（初版）

　また、マンダムグループは、2015年9月に「国連グロー
バル･コンパクトの10原則」の支持を表明しました。その

「国連グローバルコンパクト」の活動の一つに、2030年ま
での国際社会全体の課題と目標についてまとめられた

「 持 続 可 能 な 開 発 目 標（ S D G s：S u s t a i n a b l e  
Development Goals）」の活動の推進があります。
　消費者課題は、この「持続可能な開発目標（SDGs）」の
17テーマの一つである「【目標12】つくる責任 つかう責
任：持続可能な消費と生産のパターンを確保する」にも掲
げられており、マンダムグループとしても、よりグローバ
ルな視点で考えなければならないテーマとなっています。

第1部

ダイアログの実施

消費者問題とは

　第2部では、藏本教授を囲んで、ダイアログを行いま
した。
　ダイアログでは、同席した全員が、それぞれの立場から
の消費者問題や企業の使命についての考え方、そして、
日常の業務を通じて感じる不安や悩みを語り、藏本教授
にコメントやアドバイスをいただく形で進めました。
　ダイアログを通じて、多くの社員は、常に生活者（消費
者）の視点で判断しなければならないと考えているもの
の、生活者（消費者）と会社員との両面を持っており、緊急
事態に遭遇し、その場で迅速な判断が必要になった時、果

たして自分は正しい判断ができるだろうかという不安を
持っていることに気づかされました。
　また、「経済・社会・環境」の3つ（トリプルボトムライン）
を総合的に引き上げ、安全・安心で、高い品質の商品･
サービスを安いコストで提供し続けるためには、「技術
力」と「開発力」を持続的に向上させる努力が必要であ
り、そのための努力は、企業の成長と消費者からの信頼
のみでなく、持続可能な社会の形成にもつながるものと
あらためて確認しました。

第2部
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/


ダイアログを終えて

企業行動と消費者について

技術開発センター ヘアケア製品開発室 室長
三﨑 仁

技術開発センター スキンケア製品開発室
垣東 めぐみ

製品保証部 製品保証室
川嶋 久志

福崎工場 品質管理課 課長
西本 浩章

　商品に問題が発生した際、最終・最大の
被害者は生活者であると頭では理解してい
るつもりでも、時として会社視点で議論・意
見してしまうことがあります。最後まで生活

者の便益を考えて判断する強い意思を持ち続ける必要性を再認
識しました。また、緊急時の判断力を養うためには訓練が必要で
あるという考えには賛成します。わが社でも実践し、社内教育を
通じて判断力の向上を図りたいと思いました。

　遠回りに見えても「誠実であること」を心
の指針として真摯に物事に対応していくこ
とが、結果として最速の改善結果をもたら
すということは、今回ダイアログに参加した

メンバーだけでなく、社内全員の共有認識にしていく必要があり
ます。また、わたしたちは、誠実であると同時に、開発の途中途中
でふと足をとめ、客観的な生活者視点に立ち返りながら新しい価
値の提案をし続けていきたいと思います。

　当社では、厚生労働省が規定する「製造販
売品質保証基準」「製造販売後安全管理基
準」、業界自主基準である「化粧品製造品質管
理基準」を基幹に、企画から設計・開発、生産、

出荷、宣伝、営業、顧客対応のプロセスにおいて、品質マネジメント
システム（QMS）を運用していますが、今回のダイアログを通じて、
QMSの全プロセスにおいて、常に生活者の視点から品質を真摯に
とらえ、迅速に考働していくことの重要性を強く再認識しました。
　今後、生活者との新たな共通価値を創出するため、「個人の能力」
と「組織の風土・文化」の向上・醸成とともに、QMSの改善・向上に
注力してまいります。

　「生活者の声に対して真摯に向き合って
いるか？」、「コスト優先で安全・安心が疎か
になっていないか？」、「生活者である自覚を
失っていないか？」。これらの当たり前のこと

ができているのかと自問自答させられました。消費者問題とは、
消費生活のことだけを問題にしているのではなく、自分たちが消
費者であるという自覚に基づき解決を図ろうとする諸問題のこと
だと知り、企業経営の重要なファクターの一つだと感じました。

　開発部門の一員として、品質、環境、社会
といった大きな枠組みの中で、製品を通じ
てお役立ちしていかなければならないとい
う責務の大きさを感じる一方で、単なる法

令遵守という意味以上に、さまざまな社会のニーズ、価値創造、
市場創造に結びつけ、企業と社会との相乗的発展を図っていくこ
とを念頭に、今後もあらゆる業務の中で「三方よし」の精神で考
働していきたいと思います。

　普段は、生産品の品質管理担当者として、
検査規格に基づいた検査と生産ラインの工
程検査を行っていますが、自分の意識が眼
の前の製品と機械のみを相手にしてしま

い、実際に購入される生活者の方々を意識できず、機械的な判断
を行いがちであることを改めて感じることができました。自分も
一製造企業の社員であると同時に、一生活者であることを自覚
し、安全・安心で品質の高いものづくりを実践してまいります。

　企業としての利益確保と、生活者満足の
ための品質設計や企業としての取り組み
は、決してトレードオフの関係ではなく、共
にバランスをとりながら高めていくべきも

のであると認識することができました。特に、「コストと品質（機
能性、安全性など）のバランスは、会社の技術力や開発力をもっ
て克服していくことが必要である」とのお話は、製品開発の中枢
を担う部門として身が引き締まる思いがしました。

　今回、わたしたちの経営理念の一つであ
る「生活者発・生活者着」に基づいて常に考
働するには何が必要なのかを学ぶべく、公
益 社 団 法 人 消 費 者 関 連 専 門 家 会 議

（ACAP）の取り組みでもお世話になっている藏本教授にご協力
をお願いしました。

　消費者課題は、その範囲も広く、供給（企業）側も需要（消費
者）側もそれぞれの立場や国の経済状況、ライフスタイルの違い
などで視点や考え方が異なることも多いことから非常に難しい
テーマですが、「安全・安心の確保」「高い品質と安いコスト」「持
続可能な消費と生産の確保」は、すべての国や立場の違いを超え
た共通の課題です。今回、藏本教授から、参加メンバーからの質
問や相談に対して、わかりやすい解説やコメント、自らのご経験も
ふまえられたアドバイスまでもいただき、参加者一同、消費者課
題について理解を深めることができたと思います。
　今後もお客さまからの声を活かす仕組みと多様で幅広いス
テークホルダーからの期待と要請を敏感に察知するCSR推進体
制の確立と強化に尽力してまいります。有り難うございました。

商品開発部 商品開発課 課長
菅沼 雅文

商品開発部 商品開発課
大谷 希理加

CSR推進部 環境･社会貢献推進室
西山 掌

　近年、大手企業の不祥事が多数発生し、その結果「企
業の存続」が危ぶまれるような事態が発生しています。
原因はいろいろと考えられるが大きく二つに分けて考
えられます。
　第一に、「企業風土」の問題です。風通しの悪い風潮、
悪い情報が経営トップに上がらない仕組みなど、創業以
来脈々と築かれてきた「企業風土」は一朝一夕に変えら
れるものではありません。それらの企業が大きく変革す
るには、相当な人員の入れ替えと痛みを伴います。上
司・部下との風通しの良い企業は、そのような「負の連
鎖」を負うリスクが少ないのです。
　第二に、「ステークホルダー軽視」です。特に消費財製
造企業では「消費者」を最も重視することが重要です。
消費者の意見をどのように商品開発や改良に取り入れ
るか、これが「企業姿勢」の表れになります。必ず問題に
なるのが「コスト」との関係です。根拠のない消費者意見
や要望などの是非を素早く判断し、有益な意見を素早く
取り入れる仕組みの構築と人材育成が必要なのです。
　これらのことを考えて真摯に経営に取り組んでいる
企業は、消費者から信頼を得られ、応援してもらう仕組
みが「消費者市民社会」の実現につながります。そのた
めには、ますますの情報公開と消費者や消費者団体と
の積極的な交流や各種消費者教育への貢献が必要に
なります。
　昨年、国連グローバル･コンパクトに盟約され、ステー
クホルダー・ダイアログなどに積極的に取り組まれてい
るマンダムグループの皆さまには、これらの課題を十分
に果たされ、日本を代表するCSR実践企業になっていた
だくことを期待しています。

同志社大学 大学院
ビジネス研究科 教授
藏本 一也 さま

総括製造販売責任者／CSR推進部 部長
藤原 延規

消費者課題について考える

ステークホルダー･ダイアログ参加者
同志社大学 大学院 ビジネス研究科 教授
　藏本 一也さま
株式会社マンダム
　北村 達芳 （CSR推進担当役員／取締役 専務執行役員）
　渡辺 浩一 （オブザーバー／執行役員 福崎工場工場長）
　内山 健司 （オブザーバー／執行役員 宣伝販促部 部長）
　井上 恭仁雄 （オブザーバー／製品保証部 部長）
　藤原 延規 （総括製造販売責任者／CSR推進部 部長）
　三﨑 仁 （技術開発センター ヘアケア製品開発室 室長）
　垣東 めぐみ （技術開発センター スキンケア製品開発室）
　川嶋 久志 （製品保証部 製品保証室）
　西本 浩章 （福崎工場 品質管理課 課長）
　奥田 学 （宣伝販促部 販売促進課 課長）
　菅沼 雅文 （商品開発部 商品開発課 課長）
　大谷 希理加 （商品開発部 商品開発課）
　櫃本 久美子 （第二マーケティング部 課長）
　米田 実 （CSR推進部 品質保証室 室長）
　壷井 正輝 （CSR推進部 お客さま相談室）
　西山 掌 （ファシリテーター／CSR推進部 環境・社会貢献推進室）

●公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）
　公式ホームページ
　http://www.acap.or.jp/
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