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第 1 章 明るいシステム(AKS0041)の概要 

1-1 はじめに 

「明るい」が、重要な要素 

従来、多くの会社は利益志向の経営で、生産や販売をうまくやることだとしてきま

した。しかし今、経営環境が変化し、多くの組織で自身の経営方針も見直す（経営

革新）必要に迫られています。 

その内容はそれぞれの組織で英知の絞りどころですが、組織の風土により、経

営革新の実践できる会社と実践できない会社の差が生まれます。実践できるような

会社を観察すると、明るいのに気づきます。「明るい」「暗い」は、曖昧な概念かもし

れませんが、組織が発展する上で重要な要素です。 

会社の活力を引き出す 

明るく！明るく！と唱えても、明るくなれる訳ではありません。それには仕組みが

必要です。明るいシステム（AKS0041）は、社員の活力を引き出すための仕組みで

す。  「明るいシステム」の要求事項に沿って、それぞれの会社独自の「明るいシ

ステム」を決めてください。 「明るいシステム」は社内の取り決めですがお客さんや

お取引様にも約束するものです。当然、会社内の全員に知らさて理解されていな

ければなりません。 

社員からみた会社のイメージ例 

明るい会社 暗い会社 

●会社は我々のもの 

●組織の活動に当事者意識を持っている 

●現状の良いところを認め合い、感謝し、悪い

ところは改める 

●会社は社長のもの 

●組織の活動は「上の人」が考えること 

●指示して下さい！ 

●指示された通りやっています！ 
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1-2 明るい認証（AKS0041）の仕組み 

明るい認証の仕組みは、下記の概念図（図 1）を参照下さい。 

① 経営者は「明るい宣言」を行い、「明るいルール」を決めます。 

「明るい宣言」には、「明るいビジョン」と「明るいリーダーシップ」が含まれています。ま

た、「明るいルール」には、「明るい活動」と「継続の仕組み」が含まれています。 

② 経営者は、宣言に恥じない行動を執り、社員は、明るいルールを守ります。 

③ 「明るいシステム」認証機関は、組織が「明るいシステム」要求事項に沿って運営が

出来ているか否かを審査します。★1 

④ 審査に合格すれば、「明るいシステム」の組織として登録し公表します。 

AKS0041 は明るい組織に贈る認証名です。 

◎手順をホームページに記載しています。https://www.akarui.cc//asd-zakki-6.html 

「明るいシステム」認証の概念図  図 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

宣言に恥じない行動 
ルールに沿った運営 

 

認証機関 

の 

審査 

 

明るいシステム実践会社 

明るい宣言 
明るいビジョン 

明るいリーダーシップ 

明るい活動 

継続の仕組み 

明るいルール 

★1 要求事項はシンプルで、運用の

幅を広くしています。それぞれの組織

で独自に明るいルールを創造して下さ

い。 

 
明るい認証は、一般に多くある権威の下に定める認証と異なります。審査の合格点を評点方式で決めま

せん。要求事項を満たしていれば合格です。後は各組織の創意を尊重します。 

認証条件 

◎ 明るいビジョンがあります 

◎ 明るいリーダーシップがあります 

◎ 明るい活動をしています 

◎ 上３項の継続の仕組みがあります 

 

https://www.akarui.cc/asd-zakki-6.html
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あらゆる規模・業種の会社で使えます 

「明るいシステム」要求事項の内容は平易です。あらゆる規模・業種の会社や組織で

取り組めます。「明るい宣言」と「明るいルール」の内容は実行を通じて継続的に改

善してください。「明るいシステム」と共に、明るい会社として成長しましょう。 

利用価値があります。 

・お客様へ話題提供でき、さらに信頼感を与えるなど、営業活動に効果があります。 

・元気な会社にしたいと思っているトップの会社運営の道具となります。 

 

2-4 継続の仕組み 

2-1 明るいビジョン 

決める 

効果を
確認 

改善す
る 

 P 

 C

 A 

実行す
る 

 D 

「明るいシステム」実践の概念図  図 2 

2-2 明るいリーダーシップ 

2-3 明るい活動 

明るいルール 

明るい宣言 
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1-3 認証機関 

◆認証機関の審査 

認定証の発行 産業情報化新聞社 

審査員 一定の研修を受けた審査員 

認証判定委員会 有識者 

新宮康男（元関西経済連合会会長） 

国定浩一（元りそな総合研究所会長） 

山本信孝（元三和総合研究所会長） 

竹原信夫（産業情報化新聞社代表） 

 

審査    ：      明るいシステム倶楽部 

審査の情報収集 ・面談 ・活動の観察 ・文書の調査 

◆認証のお手伝い 

明るいシステム倶楽部にご相談ください。 

TEL 06-6243-7123 E-Mail akaruisys@gmail.com 
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第 2 章 明るい認証の要件 

2-0 認証の条件 

＝【要求事項】＝ 

---------------------------------------------------------------- 

◎ 明るいビジョンがあります 

◎ 明るいリーダーシップがあります 

◎ 明るい活動をしています 

◎ 上３項の継続の仕組みがあります 

---------------------------------------------------------------- 

＝説明＝ 

明るい認証（AKS0041）の条件を上記 4 項目としました。組織改革として「明るい風

土」を目指す組織にとって、欠かすことの出来ない項目です。 
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2-1 明るいビジョン           

2-1-1 明るいビジョンの内容 

＝【要求事項】＝ 

---------------------------------------------------------------- 

明るいビジョンを宣言すること。 

明るいビジョンの内容は、明るいこと。 

---------------------------------------------------------------- 

＝説明＝ 

MEMO  ビジョン：理想像・未来像・展望・目的   宣言：意思・方針を表明すること。 

明るいビジョンの内容は、明るいこと 

 「明るいこと」とは、やる気の出ること。やる気の出る何か！その取り組みを決めてくだ

さい。会社によって個性的なこととなっても、内容を問題にすることはしません。単に

「会社を明るくしょう」と言っても良いのです。ただ、お客さんにも共感を与えることであ

りたいと思います。 

明るいビジョンを示す（宣言） 

宣言の形は自由です。社是、経営方針、社長のご挨拶などで表明下さい。明るい

内容のものを明るいことばで力強く示して下さい。 

 

経営者が何を考えているのか解らない。 

仕事は命令されたことだけ黙々とこなす。 

こんな社風の会社では元気が出ませんし成長できません。目標*がないと力が出ませ

ん。 どんな会社にしたいのか、経営者が自ら表明すべきです。世間では、方針も示さ

ず業績だけを求める会社が多くあります。目標*が無くて、偶然の成果があっても長続

きしません。（*ここでの目標は、明るいビジョン） 

会社が目指す方向は、きれいな言葉は要りません。形だけの格好付けの言葉ほど、

無意味なものはありません。元気な会社として成長したい意欲が見えるものが望ましい

と思います。会社のビジョンに夢があれば、さらにすばらしいでしょう。 

ビジョンを社内に公表 

ビジョンを社内に公表する前に、明るいか検討してみましょう。皆で検討することも明

るい要素です。 

・社員にも納得できる表現か。 

・共感できるものか。 

・親しみやすい表現に成っているか。 



8 

 

 

 

ユニークなビジョン宣言・例 

よそとちゃうことせなあかん【木村アルミ箔株式会社】* 

おもしろおかしく【株式会社堀場製作所】 

敬天愛人【京セラ株式会社】 

私たちは「がんこ」です【がんこフードサービス株式会社】 

小さな一流企業を目指します【幸南食糧株式会社】 

元気の出るツボ（日めくり） 

企画・発行 ミナミあきんどクラブ 
1 よそとちゃうことせなあかん 

2 もうけてもらいまひょ、もうけさせてもらいまひょ 

3 ほんまもんは飽きまへん 

4 かわいいやろ、おもろいやろ。これなんでんねん 

5 変わろうや、続けようや 

6 なんぞ新しいことしたろうか 

7 一丁、一丁大事にしまっせ 

8 得心させまっせ 

9 誠を売りなはれ 

10 仕入先を大事にしなはれ 

11 何でも自分でっせ 

12 一人やおまへんで 

13 もっとよう考えなはれ 

  
＜略＞ 
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2-1-2 明るいビジョンの運用 

＝【要求事項】＝ 

---------------------------------------------------------------- 

① 明るいビジョンは、会社全員に知らせ、理解させること 

② 明るいビジョンは社外に公表すること 

---------------------------------------------------------------- 

＝説明＝ 

明るい宣言を会社全員に知らせ、理解させることは第一歩です。さらに、明るい宣

言を守り運用されて、はじめて明るい会社といえるのです。 

社外に公表することは、社内での実行圧力として役立ちますし、営業効果も期待で

きるでしょう。会社のパンフレットや会社のホームページで積極的に社外に公表して下

さい。（継続の仕組み） 

事例  株式会社ケー・エス・ディーのホームページ 

https://www.ksd-japan.com/aks0041/ 

 

 

幸南食料株式会社のホームページ 

http://kohnan.co.jp/company/society.html#sec_03 

 

 

株式会社山田製作所のホームページ 

http://www.yamada-ss.co.jp/akarui.html 

 

 

有限会社ダイハチのホームページ 

http://www.kobe-daihachi.co.jp/bright/ 

  

https://www.ksd-japan.com/aks0041/
http://kohnan.co.jp/company/society.html#sec_03
http://www.yamada-ss.co.jp/akarui.html
http://www.kobe-daihachi.co.jp/bright/
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幸南食料株式会社の広報パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 明るいリーダーシップ 

＝【要求事項】＝ 

---------------------------------------------------------------- 

明るいビジョンの宣言は、明るいリーダーシップのもとにあります。 

経営者は、 

①  「明るいビジョンの宣言」に恥じない行動をとります。 

②  決めたことは、自ら守るのは当然として、社内の皆に守らせます。 

③  明るいリーダーシップを発揮します。 

---------------------------------------------------------------- 

＝説明＝ 

「明るい組織」を目指すということは、単なる業務改善ではなく、戦略的な改革です。

経営者は、明確に力強く宣言してください。 

 

2-2-1 経営者の約束ごと 

「明るいビジョンの宣言」で宣言したことが宣言だけで終わることなく、確実に実行す

ること、させることは、経営者の責任です。このシステムが本当に実のあるものとして運

用されるためには、宣言をまとめる際に、経営者が積極的に関わっていなければなり

ません。経営者の決意が要ります。いい続けることも大切です。 

明るいリーダーシップは、どんなものか。そのイメージは立場によってかなり違うよう

です。アンケート調査の結果を見ると、経営者自身は明るいと思っているが、部下は暗

いと思っている場合が意外と多いことが分ります。経営者の情熱は、ともすると叱咤激
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励型になりやすいものですが、明るいリーダーシップ参考事例など参考に明るい行動

で示してください。経営者の行動は、社員に対して無言の行動指針です。 

◎明るい会社は隠し事がない 

法令など社会的に遵守すべき事項を守ることは、会社存続の絶対条件とも言えま

す。利益を上げる為にやむをえないという理由で守るべきことを守らない会社は、必ず

破綻します。法令で決められていなくても、社会に迷惑をかけるようなことがあれば、軽

減努力の義務があります。守るだけでなく積極的に地域社会へ貢献が出来れば、社

員の誇りと成るでしょう。 

◎明るい会社はお客さんに対して明るい 

自社の商品又はサービスが、お客さんに受け入れてもらえてこそ業績を維持できる

のです。お客さんとの約束を守ること、お客さんのクレームを率直に聞くことなど、お客

さん第一で対応することが会社発展の重要要素です。 

 

2-2-1 明るいリーダーシップの行動 

経営者は良きマネージャーであり、良きリーダーであって欲しいものです。経営志向

を下図のように区分すれば、明るい経営者は、リーダー志向をより強く意識して欲しい

ものです。 

 マネージャー志向 リーダー志向 

計画 

 

計画する 

予算を設定する 

資源の配分割付 

ビジョンをつくる 

戦略を設定する 

実施 管理する 

問題解決する 

モチベーション(動機づけ)を与え

続け、励ます 

 

リーダーシップのノウハウは、研修やセミナーまたは書籍で多種多様紹介されてい

ますので、多くの人は学んでいると思いますが、実際にうまくリーダーシップを発揮す

ることは、たやすい事ではありません。昔の会社は、非効率な部分を多く抱えながら

も、村社会のように協力し合う組織でした。今の会社は一般に、個人の成果に注目が

過度に集まっています。社員は個人主義の中で、孤立して行きやすいに状況です。 

究極のところ、信頼されるリーダーは、社員から見て「私のことを分かってくれている

人」です。（明るいシステム倶楽部では、実例を紹介することができます） 
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しかし余り深刻にならず、明るいシステムを推進するに当たっては、遊びごころも加

味して楽しみながら実践しましょう。みんなと共に！みんな参加して、「みんな」がキー

ワードとなります。 

 

2-3 明るい活動 

2-3-1 一般事項 

＝【要求事項】＝ 

----------------------------------------------------------------- 

明るい活動は全て次の各項によること 

①  明るいビジョンの宣言の趣旨に沿った明るい活動を決める。 

②  明るい活動は公表し、社員皆に知らせ理解させる。 

③  会社の全てのメンバーは、明るい活動に基づき活動する。 

---------------------------------------------------------------- 

＝説明＝ 

明るい宣言の取り組みを社内で定着させるため、社内の明るい活動ルールを作りまし

ょう。組織の定めた明るい活動は、明るい活動ルールにそって実践しましょう。 

活動方針をたて活動達成目標を定めても計画倒れになりやすいものです。そんなこと

にならないようにするために、明るく実行できる仕掛けを考えましょう。 

効果の確認できる仕組みがあれば、やりがいを実感できます。 

また明るい活動ルールは楽しく継続できるように、定期的に見直すことが必ず出来るよ

うにルールを決めておくことも必要です。詳しくは、3-3 評価と改善で記述します。 

 

会社運営のルールは公表し、社員皆に知らせ理解させるためには、文書などにする

だけでなく、掲示する。リーダーが常に話題にする必要があります。 
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2-3-2 明るい活動事例 

明るい活動を考えるとき、既認証の会社の事例は参考になりますが、もっと独創的な

活動の方が楽しいでしょう。 

参考事例 

●挨拶 

鉦太鼓運動【株式会社ケー・エス・ディー】 

体温計挨拶【幸南食糧株式会社】 

●朝礼 

元気体操 

ハイタッチのある朝礼 

●社歌 

●行事・・特別親睦会 

●掲示の仕方 

掲示の場所、玄関前・応接室・道路 のれん 

●外部 

     見学者を受け入れる、地域の方を招いたイベント、家族を招いた説明会 

     そっと見せる父兄参観、対抗運動会、お客様と一緒に餅まき 

●人事制度 
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2-4 継続の仕組み 

継続すべきと分かっていても、ともするといつの間にか元の木阿弥に・・・。よくあるこ

とです。継続できるにはどんな工夫があればよいか考えて下さい。 

●夢を見続けることが出来る「明るいビジョン」に沿った「活動」 

●楽しい「活動」 

●褒められる「活動」 

 

2-4-1 文書・記録 

＝【推奨事項】＝ 

----------------------------------------------------------------- 

① 会社の決め事は文書化*すること 

② 文書化*した文書は管理すること 

③ システムの要求事項を満たしていることの証拠として必要な記録を管理するこ

と 

---------------------------------------------------------------- 

＝説明＝ 

「文書化すること」と大げさに示していますが、次の方法などでも良しとします。 

社内に内容を掲示する、 

社内報に記載する、 

ホームページに示す。 

文書は管理しやすいように会社のマニュアルとして整理することを推奨します。 

 

2-4-2 評価・改善 

＝【推奨事項】＝ 

---------------------------------------------------------------- 

次の事項の為に必要となる、評価及び改善のやり方を決めて、実施すること。  

ａ） 明るい宣言、経営者の責任の実行程度  

ｂ） 明るいシステムを役立つように継続的に改善する 

---------------------------------------------------------------- 

やりがいを実感したい！決めたこと、役立ってる！楽しく継続したい。そのために、効

果の確認ができ、また改善できる仕組みも考えておきたいものです。 

定期的に見直し 
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ルールなどは定期的に見直し、より良いものに改善してください。最低でも１年に１

度は見直すべきです。 皆が守っていないルールなどを定めていることは問題です。

明るい会社は、表と裏があってはなりません。明るい AKS0041 では、ルールなどの内

容が、継続的に改善されることを重視しています。 

 

a)b)について 

顧客満足からの評価 

仕事がうまく行っていることを確かめる方法の一つとして、お客さんや取引先がどの

ように受け止めているかについて調査することは有効です。調査の方法時期をあらか

じめ決めていくことを薦めます。 

また苦情などの情報は、評価資料として貴重です。 

内部監査からの評価 

自社の仕事が正しく行われているかどうかを、自主的に調査することを内部監査と

いいます。内部監査を定期的に実施することは有効です。  

外部監査からの評価 

監査機関などの第三者の調査により客観的に評価されることは有効です。 

その他の評価 

データの採れる事項があれば評価の資料としてください。自己による評価採点表な

ども立派な資料です。 

継続的改善  

明るいシステムは、継続的に改善しながら、本当に役立つものに成長したいもので

す。改善活動は、評価資料から、システムの見直しなど、改善の機会を見つけ出し、

明るい会社宣言、会社の基本方針、活動達成目標、会社のルールなどを見直す一連

の活動です。 

継続するために、この改善の方法時期など会社のルールとしておいてください。 
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第３章 明るいシステム倶楽部の役割 

3-1 明るいシステム倶楽部の活動   

明るいシステム倶楽部のホームページを参照下さい 

https://www.akarui.cc//asd4.html 
 

◆経   緯   

・2006/03/01 特定非営利活動法人の認証 

・2006/03/03 特定非営利活動法人の登記 

1-明るい職場をつくる！明るいセミナーを開催します 

2-明るい会社対抗運動会・開催します 

3-明るいシステム大学を運営します 

4-職場を明るくする認証取得の支援を行います 

5-明るい職場づくり・明るいシステムの勉強会（会員） 

6-昼食会・仏教雑学講座など、楽しい集まりを主催します（一般公開） 

 

  

https://www.akarui.cc/asd4.html
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3-2 明るい認証支援 

明るい認証（AKS0041）認証までの役割  

表記省略します。 

明るい認証（AKS0041）認証後の役割  

表記省略します。 
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3-3 明るい認証組織一覧 

AKS0041 組織名 認証日 

1号 (株)ケー・エス・ディー 2006/08/01 

2号 幸南食糧(株) 2007/03/15 

3号 (株)山田製作所 2007/06/20 

4号 日新化成工業(株) 2007/09/20 

5号 (株)フリーダム 2007/12/20 

6号 (株)ベル 2008/06/27 

7号 (株) G ハウス  2008/09/26 

8号 浪速鉃工(株) 2008/12/18 

9号 (株)吉寿屋 2009/03/19 

10号 (株)傳来工房 2009/06/18 

11号 (株)コダマ 2009/12/22 

12号 (有)ダイハチ 2010/04/19 

13号 セキセイ(株) 2010/07/29 

14号 (株)天彦産業 2010/11/08 

15号 (株)ベストバイ 2011/01/21 

16号 枚岡合金工具(株) 2011/05/10 

17号 大洋製器工業(株) 2011/08/08 

18号 近畿刃物工業(株) 2011/12/07 

19号 (株)サンクレスト 2012/03/19 

20号 KAMIX(株)  （カミックス） 2012/06/11 

21号 日本ウエストン(株) 2012/09/27 

22号 木村アルミ箔(株) 2013/04/24 

23号 辰巳工業(株) 2013/07/10 

24号 (株)フジデン 2013/10/21 
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25号 (株)Kansai Collection 2014/01/20 

26号 大阪糖菓(株) 2014/04/25 

27号 (株)拓工建設 2014/07/25 

28号 (株)プロアシスト 2014/10/22 

29号 (株)羽車 2015/01/19 

30号 (株)ナオミ 2015/05/08 

31号 伊部(株) 2015/08/10 

32号 (株)ビイサイドプランニング 2015/12/02 

33号 (有)細田産業 2016/02/12 

34号 (株)ティグ水口 2016/05/09 

35号 (有)わたしの家 2016/08/22 

36号 (株)一ノ坪製作所 2016/11/04 

37号 一般社団法人日本殺陣道協会 2017/02/20 

38号 伊勢屋テック(株) 2017/05/18 

39号 (株)ブロードエンタープライズ 2017/08/04 

40号 (株)イワサキ 2018/02/26 

41号 (株)上一木材 2018/05/11 

42号 ムネ製薬(株) 2018/12/05 

43号 チトセ工業(株) 2019/02/27 

44号 (株)ハナハウス 2019/05/31 

45号 正氣屋製菓(株) 2019/09/03 

46号 甲南設計工業(株) 2019/12/04 

47号 進栄化工(株) 2020/09/01 

48号   

 


