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「なぜ・なぜ分析で不良ゼロ！」

               QCD 革新研究所 中村茂弘

               （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

不良の原因追及～除去を確実に図るために、「なぜ？」と 5 回問いながら、３

現主義と共に行う品質改善活動が盛んです。他に、机上で討論しながら巨大な

資料づくりを行う方式もありますが、本書は、前者の方式です。読者の皆様に

は、本書の方式のご活用と共に、不良ゼロ生産の実現をお願いする次第です。

目 次
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４． メカニズム解析と共に進める不良原因の見える化      11            

５． 比較分析で強化される「なぜ？なぜ？・・分析」        13

（ヒューマンエラー対策は下記 E-Book をご利用下さい。）

http://www.qcd.jp/pdf/E-book/HE-ZD-Y19-7-4.pdf

【注記】

この書は E-Book です。書のページ数は少ないのですが、特徴は本書を基に、

必要時に【映像】と記された箇所で QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、大半

は、約 5 分程度で有効な情報を得ることが可能です。読者の皆様には、是非、

本書のご利用と共に、技術・技能伝承を効果的に進めることを願う次第です。

１．トヨタ JIT と共に波及した不良ゼロ対策法
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（１）JIT 誕生の苦難打開に必須だった不良ゼロ生産

筆者は JIT が世に普及する時代、企業で 20 年間、各種改善活動を担当してき

ました。このため、幸いにも、トヨタの TPS（トヨタ式生産方式）を生みだす

苦難の経過や、当時の大野泰一副社長と、鈴村製造部長様から、直接お聞きす

る機会を得ました。その時のご苦労談を図１に示しましたが、今回の「なぜ？

なぜ？・・分析」

を含め、TPS 開発

は、「想像を絶する

ご努力の賜物とい

っても過言ではな

い」開発でした。

その理由は、図に

示したように、ト

ヨタは 1935 年豊

田喜一郎氏のご努

力で誕生した企業

で、当時、トラッ

ク生産を手掛けた

当時、「米国に追い

付け」を合言葉に、ようやく製品実現を進めました。だが、「販売開始！」とい

う喜びで生産が開始された矢先、ご不幸にも、倒産の危機に直面したことが関

与しました。当時、

対策の糸口を見つ

けるため、大野耐一

氏(当時・製造部長)
が、欧米を視察、対

策法を探られまし

た。だが、何もなく、

「打開策無しに帰

国はできない」と考

える時に、『スーパ

ーマーケット方式』

という、JIT の原型

となる方式と出会

ったそうです。氏は、

この方式を日本への持ち帰り、図２に示した、10 年先を見た赤字脱出策の展開

図１ TPS・JITと不良ゼロ生産

豊田喜一郎氏の活動
①1935年 初代・豊田佐吉翁の二代・喜一郎氏は、さまざまな苦闘の末、

1935年にAI型常用車とGI型トラックの試作車を完成させた。
③このため、製造中止の危機に面する中で、喜一郎氏が懸命な努力を図り、

品質を向上させた。

1949年占領軍によるインフレ抑制と為替レイト360円導入に伴う“ドッヂ・ライン”の制定で経営は悪化、
未曽有の1950年労働争議が起きた時、喜一郎氏は「解雇者を一人も出さない」と約束した。

倒産の影響は余りにも大きい社会影響があるため、日銀名古屋支店は「お金を
貸すが再建策と共に、以下の内容をトヨタに約束させた。
① 今後は受注がある車以外の生産はしてはならない。 ② このために、販売会社

と、製造会社を分離せよ！③ 収益が出る適正規模まで従業員をリストラせよ！
④ 経営陣は即座に退陣せよ（喜一郎氏は2年後に脳溢血、57歳で失意の中で他界）

大野耐一氏

達が打開策を
求めて海外

企業を視察

どこへ行っても

沢山つくれば

安くなる！

スーパーでは
売れただけ仕入れる

図２ トヨタJIT具体化への戦略展開内容

1945年 豊田喜一郎社長が3年で米国に追いつけと宣言（生産性の差は10倍だった）

この言に呼応した部長が大野耐一氏だった
「もしかしたら可能である！」と考え仮説を立てた。体が小さい日本人が10倍の生産性

を達成するには？

問題と対策 努力と実践で生まれた手法

一
貫
し
て
貫
い
た
思
想

売れる車だけをつくる！「金にならないことはやるな！」＝ムダ排除

① 段取り替えに2Hｒも費やしている。

米国は6時間/日の賞味に対し、
日本では3時間/日と、半分

段取り時間3分/回
にすれば可能
（ターゲットタイム）

シングル
段取りへ

② 車の生産1台に要する時間
日本20Hr ： 米国10Hr

手直しをムダと考え

ゼロ化する
不良ゼロ
生産

③ 仕掛を悪と考えゼロ化、
問題あればラインストップ

ストップひもによる
問題顕在化

３現主義実践
による即時改善

④ 固定費である間接費の

徹底低減（生産管理の排除）
後工程引き取り
カンバン方式

平準化生産
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を開始した経過は、JIT 開発と共に有名なご努力の経過です（この詳細は、

http://www.qcd.jp/の OnDeCo リーズ９・Step１に、鈴村氏ご自身が語る講演会

の内容があります）。

（２）「なぜ？なぜ？・・・分析」活用前に必要な、『問題発生時点対策』

TPS の不良撲滅方式の中に、有名な『ストップひも方式』があります。この

構成と効果は図３に示す通りですが、その運用は、(1) 作業中に、万一、不良予

備軍であっても発見した場合、ライン作業者にラインストップの権限を与えて、

組立ラインを停止させる。(2)ラインストップと同時（問題発生時点）に、関係

者が現場に出て、現物・現象を確認して（３現主義の実践）不良の原因を探る。

(3)原因の追究～対策が見つかるまで(2)の活動を続ける、という方式ですが、こ

の時、トヨタで『な

ぜ？なぜ？・・・分

析』を駆使しました。

筆者は、JIT が有名

になった時代、この

原型をトヨタの上郷

工場見学で目前にし

ました。ここでは、

不良率は 0.01％以下

の状況でしたが、『ス

トップひも』の作動

があり、目前で 1 時

間ものライン停止が

起きました。そこで

見学者の皆様と共に質問すると、「このライン停止の損金は 1 千万円！」と共に、

「不良の％がいくら低いと言っても、それは企業側の論理であり、お客様側に

立てば数 100％です。発生時点に原因究明が出来なければ、再発を免れない！」

というお話に、筆者達は感銘したわけでした。その後、この方式は、トヨタ車

を始め、日本の自動車の品質向上に大きな役割を果たしました。このため、1980
頃、米国は不況の中で日米の貿易摩擦が発生、やがて、ジャパン・バッシング

が起きました。ここでは、自動車関連のレイ・オフされた関係者達が、地面に

穴を掘り、多くの日本車をタタキ壊して埋めたわけでしたが、当然、この行為

で米車の品質向上はできません。そのため、トヨタと GM の合弁会社 NUMMI
が建設となり、JIT と共に、品質向上策の世界的とも言う実証実験が開始されま

した。その結果、図３の右側に示したように、国際的に見て、不良撲滅効果が

図３ NUMMI→GMで得たQTAT効果

GMとトヨタの合弁企業
NUMMIで示された品質向上
（JITのストップひもシステム
＝QTATの適用成果）
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米国GMサターン車の販売

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡

製造ライン

標準通りの
仕事の遵守

ヒヤット段階でも異常があれば、
ライン停止、発生時点対策を進める。

異常発見時にｽﾄｯﾌﾟひも
を引き、ライン停止を行う
権限を作業者に渡す

ｽﾄｯﾌﾟ紐ｼｽﾃﾑ
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絶大であることが示され、やがて、米車の品質向上と販売の復旧も進み、景気

回復と雇用回復も進みました。

【映像】品質向上対策戦略展開に必要な要件

〇「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐①

『品質向上不良対策』

https://www.youtube.com/watch?v=B-uk9dU7J4o&feature=youtu.be

（３）TPS における「なぜ？なぜ？・・・分析」

不良ゼロ対策は物づくりの根幹となる製造技術対策です。これに対し、「な

ぜ？なぜ？・・・分析」のような改善手法は生産技術の１分類です。このため、

製造（物づくりの）技術に詳しくない方がこの技術を使っても、効果が出ない

ことがあります。では、この条件を前提に、以下、図４と共に、トヨタにおけ

る「なぜ？なぜ？・・・

分析」の使用法を紹介

することにします。

不良対策では極め

て当たり前ですが、事

実分析には、5W1H
を活用した事実分析

が必要です。この中で、

原因追及は Why?＝
なぜ？の質問により

追及する方式です。ト

ヨタでは、この基本を、

現場・現物、で進めま

した（このため、後に紹介する、不良解析に詳しいとされる方が集まり、机上

討論式による、ブレーンストーミングで想定原因を求める方式と、トヨタで行

われてきた方式は全く異なります）。トヨタでは、図４の上に示したように、「な

ぜ？なぜ？・・・分析」の解析手順を、1 問題→1 原因→1 対策方式で進めまし

た。図４はその一例です。この例では、ネジ締め不良が起きる時間不足の原因

に対し、なぜ？×５回行い、真因を追求しています。そのような分析に基づき、

「設備故障の問題を解決すれば、仕掛増大が関係して、無駄な歩行の追加で時

間を取られた対策が図れます。その結果、ネジ締めの時間が少なくなったため

に生じていた、ネジ締め不足の不良発生は無くなる」という流れです。なお、

図４ トヨタで行われた「なぜ？なぜ？・・・分析」の例

トヨタが紹介する例：ネジの取り付けに時間が掛かり過ぎるトラブルの解析

1回のなぜ？「ネジ取り付けになぜ時間がこんなに掛かるのだろうか？」
→ 事実確認：「工具を探すのに時間が掛かっているぞ！」

2回のなぜ？「なぜ工具を毎回探すことになるのかな？」
→ 事実確認：「決めた置き場に戻していないためだ！」

3回のなぜ？「なぜ、決めた場所に置かないのだろうか？」
→ 事実確認：「置き場までの距離が遠いいのでつい、仮置きする」

4回のなぜ？「なぜ、行きづらい保管場所にしてしまったのか？」
→ 事実確認：「仕掛が出る、いつもここに置くからだ！」

5回のなぜ？「なぜ、仕掛がここに来るのだろうか？」
→ ○○工程の設備トラブルと、それに起因する手直しが出るためだ」

真
の
原
因
を

追
及
し
て
排
除
へ

JMA
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ

① 現場へ出て
② 現物・現象

をみて
③現場で対策

なぜ、成果が
出ないのか？ 0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

ｷ ｽ ﾞ ｶ ｹ その 他

不 良

なぜ？×５回質問分析 当時、一般的だった不良対策

権
威
者
と
称
す
る

方
々
に
よ
る
討
論
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問題が完全に解決するか否かは、ネジ締めに十分な時間を確保した結果、規定

のトルク値でネジ締めがなされるという組立に関する製造技術（標準化の順守）

が必要になります。このように、物づくりを実践される皆様はお気づきと思い

ますが、「我々が図４の「なぜ？なぜ？・・・分析」を見た時、この種の製造（組

立）技術の対策が完全か否か？」までを判別すべきです。なお図４に、この種

の記載が無い理由は、企業によって、その種の内容が、時に、極秘事項に属す

るためです。

２．「なぜ？なぜ？・・分析」と具体的展開法

（１）QC７つ道具と、「なぜ？なぜ？特性要因図」

「なぜ？なぜ？・・・分析」は、トヨタで盛んに使われたことで、世界的に有

名になりました。しかし、同じ時、同種方式が多くの他社でも開発～工夫され、

効果を挙げてきました。そこで、以下、その種の例を紹介することにします。

品質改善を進める皆様は、QC７つ道具をよくご存じと思います。この手法は、

デミング博士が伝えた６つの統計解析（例：チェックシート、パレート図、ヒ

ストグラムなど）を基にした手法です。現在、日本の鉄も品質は世界一です。

だが、1960 年の初期、そのレベルではなく、各社とも改善に改善を重ねる日々

が続きました。その中で、ある製鉄所で「溶鉱炉による銑鉄生産と品質のトラ

ブルが絶えない」ということがありました。この時、ある有名な学者（先生）

が、この企業を、品質改善に近代兵器投入、ということで、各社が盛んに導入

していた統計解析を紹介しました。ところが、現場関係者の皆様が、「その種の

統計がとれる設備ならここまで問題になっていない！他に、良い対策法は無い

のか？」と言いました。この要求に、銑鉄の製造技術に詳しく無い先生は困っ

てしまいました。そこで、この先生、突如、大きな模造紙を出し、そこに「何

でも良いから、問題点や、改善希望を書いてください」としました。すると、

流石、現場の製造技術に熟知した方々だったため、多数の問題点を列記しまし

た。また、その問題は、総て、現場関係者が、製造現場で見てきた事実に基づ

く重要な情報ばかりでした。

この時、先生は、数多の情報を見る中で、とっさに、５M で分類する策を思

いついたそうです。これが、現在の５M（人、方法、計測、設備、物＝設計）

と管理と指示（Information）を基にした特性要因図（Fish Born）の原型です。

この図で鉄鋼製造関係者は、溶鉱炉の全問題（情報）が整理されました。そこ

で、この図を基に担当を決め、早速、問題解決に走りました。その結果、この

鉄鋼所における溶鉱炉の問題の改善は大きく進んだわけでした。その時、この

企業を指導した学者（先生）、これは、「鉄鋼の製造技術に詳しくない私の情報
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解析法は、製造技術に詳しい皆の改善活動を大きく助ける助けになる！」と考

え、６つの統計解析に特性要因分析を加え『QC７つ道具』にしたそうです。こ

の手法は、その後、「日本が生み出した現場の問題解析法」という方式として多

くの分野に使われました。

では、ここで、

安全対策に使われ

てきた特性要因図

を図５に例示する

ことにします。

この種の作図は

KYT 教育に使われ

てきた例です。安

全対策上、要件を

学ぶ題材に有効な

項目が多数列挙さ

れているからです。

これが、不良対策

に対し、不良の原

因がわかる形で図に記載されていれば手を打つ資料として盛んに使われてきた

と考えます。しかし、

名詞止めで要因だけ

が記載された資料を

基に、製造現場で不

良対策を図るという

よりは、「特性要因図

が、TQC 発表会の後

付け資料として作成

～活用」という方式

が一般化して行きま

した。

なお、現在、この

ような経過を含め、

図６に示したように、

不良の原因究明を行う方式を大きく分類すると３方式となります。この中で、

特性要因図の活用に大半は、図６の上部の方式であり、ブレーンストーミング

で問題やアイデアを総て挙げた後、重点部に印をつけ、再度、対策を考えると

図５ 安全作業対策に関する特性要因解析の例
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図６ 産業界にある３つの不良ゼロ対策法
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② 定例会議で担当
責任者選定 現場

検証

期間を決めて
レポート提出
論理性を重視
~評価

方式３ 発生時点・三現主義対策

問題の兆し

または発生時点
に活動！

① 現場へ出て
② 現物・現象をみて
③ 現場で対策（原因の除去

~対策案のテストと証明）
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いう方式で活用する形態です。また、多くは発表会の後付け資料として、単に

発表会の評価点を向上する目的で作成されたため、情報量は多大、また、見た

目の膨大な資料作成に対し、実践面で有効性が低い、実情が問題となっていま

す。このため、この問題を対策するため、一部の企業では、不良対象を問題点

として記載した後、なぜ？を繰り返しながら原因を追究して行く工夫を考案し

ました。これが、『なぜ？なぜ？特性要因図』誕生の経過です。しかし、品質改

善の真因の多くは各社の製造ノウハウ（極秘事項）です。このため、この方式

を指導する先生やコンサルタントに製造技術に詳しい方がおられる場合は良い

のですが、これがネックとなり、一時、この分析法の考え方は普及しましたが、

利用は一部の企業の活用に留りました。

（２）JMA・TZD 研究会による５W 法

筆者が幹事を務めさせていただいた JMA・TZD（不良・クレームゼロ対策）

研究会は、異業種 21 社による 1999 年から 4 年間の活動を進めました。既に、

下記 QR コードで 1 期～3 期までの報告書をご覧いただけます（無料公開中）。

http://www.qcd.jp/corporateActivity.html

この研究会では、トヨタで行ってきた図４の方式とコンセプトは同じでしたが、

中小企業など、QC 手法や不良対策に慣れていない企業にも使いやすい企業や職

場に対しても、（1）3 現主義の実践と共に、（2）NASA が提唱してきた、1 問題

→1 原因追及方式を、（3）「なぜ？×5 回解析法（以降『５W 法』と略称）」と共

に進める方式の開発と、実践と効果の確認まで行える手法の開発を、第 1 期 TZD
研究会では、進めました。ここでは 11 社×3 名でしたが、1 名 3 件の不良事例

を持参して、本書で紹介する原因究明を行った結果、物理現象として原因の除

去を果たしました。特記すべきは、企業によって、慢性不良とされていた対象

を含め、総て 3 ヶ月でゼロ達成を具体化させた点でした。『５W 法』の意味は、

５M＋I（人、方法、計測、設備、物＝設計と I：指示情報や管理）という不良

の原因要素を現場・現物でチェックし、5W1H（実際には、写真やビデオや各

種計測機器を利用して）その状況を確認する活動し、なぜ？なぜ？×5 回の解析

を実践する際、5 と W が多く登場したためでした。では、この手法の解説に入

ることにします。

当初開発した 5W 法は３現主義となぜ？の解析を使った、特性要因図形態でし

た。しかし、研究会では、解析の図法を同じにすると、今まで使ってきた特性

要因分析と混同する。また、「かつて使用してきた特性要因図の大半がブレーン

ストーミング方式による図化法だったため、原因究明に当たっても、現場・現
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物を前にした解析をしていただけない恐れがある」と考えました。このため、

図 7 に示す本書の５W 法は、なぜ？なぜ？特性要因図と似た解析経過をたどり

ますが、図の形態を全く異なる方式にしました。

では、5W 法の解説に入ることにします。図７は、５W 法の手順１と手順２で

す。まず、手順１では、解析対象となる不良を金額で記載します。その理由は、％

や PPM 表示の場合、

その数値が低いと、

人的習慣が関与し、

軽視して、真剣に取

り組まない危険があ

るため、金額で、そ

の重要性を示します。

だが、これだけでは、

不良を発生させた製

造現場の方が、必ず

しも問題の重要性を

強く認識したという

環境にならないこと

があります。そこで、

手順２では、1 回だけですが、不良の発生に直接関与する現場関係者に対し、「不

良対策は重要だ！〇〇」と解説するのではなく、「放っておくとどうなるか？」

と質問して、答えていただく方式を取ります。要は、「不良が出るのは仕方ない」

と思って放置する

と、お客様への障

害を与えるだけで

なく、その問題が

やがて個人（ご自

身）に直接関係し

てくることを強く

認識願うためです。

このような解析の

後、不良撲滅に対

する高い問題意識

を持って原因究明

を行う方式、図 8
の「なぜ？×5 回」

図７ ５W法の解析（手順１～２）

手順１

A製品の
不良5%

↓
300万/月

１問題
を書く

手順２
放っておくとどうなるの？

不良品が

出荷される

不良品
対策に
追われる

お客様から
クレームが

来る！

たとえ0.00%
でもお客様には

100%！の不良
もう買わない
と注文を

断る！

売り上げが
落ちる

悪評も立つ 市場の評価
は低下する

生産が円滑に
進まない

無駄な事後

対策に追われる

自分工程で
出した不良が

こんな関係になる
のか！トホホ

倒産
リストラだ

企業倒産

悪・影響度分析

％は製造現場で
使わないこと

１問題を
挙げる

図８ ５W法の解析（手順３～５）

A製品の
不良5%

↓
300万/月

なぜ？

急にモーターが止まり、切削工具が製品をかじった。

なぜ？

モーターのヒューズが切れている。

なぜ？

過電流がモーターに流れた後がある。コイルを触ると熱い！

なぜ？

ベアリングに油が十分に来ていない。これではだめだ！

なぜ？

フィルターが詰まっている！ これでは油は流れない！

手順３

なぜ？の

解析

方法：ﾌｨルターの設置

方法が問題！ 程度：１０％以下が

９０％のつまり

手順４

５M
と
程度

特定

１原因の特定
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の手順の解析に移ります。

図８の右下は、先に示した不良が持つ問題の程度です。この例の場合、300
万円/月は、年間 3,600 万円となり、これは、個人宅が 1 件建つほどの金額です。

この質問で、現場関係者も「不良発生は会社の問題と思っていた。だが。この

不良は何としても撲滅すべき！」という意識になるはずです。そこで、現場関

係者の協力も加え、その原因を「なぜ？」という質問と共に、現場・現物で、

徹底的に探る行動に移します（なお、読者の皆様が実務で、図８の原因究明を

行う時、現場にメモを持参してご実施下さい。このため、図８は、部屋に戻り

整理した例という解釈となります）。

図８による 5 回目の「なぜ？」の追求の結果、この例では、不良の原因が「フ

ィルターのつまりだった」ことが判明しました。不良の原因がこのように解析

されると、製造技術上

（この例では、設備設

置条件の上で）、原因

と結果の関連の明確

化が必要です。そこで、

5W 法では、この対策

を、図 9 に示した『原

理図化法』で進めます。

この例では、フィル

ターのつまりがモー

ターを円滑な回転＋

冷却を阻害していま

した。図 8 に戻ります

が、図の下の枠内に、この問題の、問題の要因と、問題の程度を記載しました。

本来、フィルターのつまりは 10％以下で無ければならないはずです。しかし、

この例では、汚れた潤滑油の中に入れたフィルターが 90％もつまり、油の流れ

を阻害していました。要は、フィルターの設置“方法”（5M＋I の要因の中の

Method）に欠陥の要因があったわけでした。原因が解れば原因の除去を早急に

進めるべきです。そこで、さらに、この例では、油汚れの原因を探りました。

すると、材料加工時に発生するキリコの一部、鉄粉が油に交じっていました。

そこで、この対策は、油の汚れを鎮静化させる油中の仕切り板と共に、磁石を

設置したわけです。以上、この例では、5 回目の「なぜ？」で発掘した原因の除

去が図られ、問題の再発は無くなりました。要は、「規定のフィルター交換まで、

物理現象を不良ゼロ問題は起きなくなった」という事例です。また、このよう

に、5W 法は現場・現物で「なぜ？」と 5 回質問しながら、1 問題→1 原因→1

・・
・・・

図９ ５W法による「原理図化法」と原因明示～除去の例

現状

フィルタ９０％も
つまっている！

切り粉（鉄粉）の
混入した
汚れた油

モーターの
ベアリングへ

・・
・・・・

回収油 回収油

子供でも
判る程度の
原理図で示す

仕切り板
で汚れを
沈降・分離

磁石で
鉄粉は吸着

対策の実施

真の原因（１原因）に対し
原因の除去がなされる

有効な手を打つ！
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対策の形で問題の真因を追求します。また、図９のような原理図化法で不良発

生メカニズムの明確化と証明を進めます。

【映像】5W 法による不良の原因追及

〇 なぜなぜ分析と不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=_L2swAL0Bkg&feature=youtu.be

３．もうひとつある、「討論式なぜ？なぜ？図化法」

「なぜ・なぜ分析」は、特性要因図上でおこなう方式の他に、もうひとつあ

ります。新 QC７つ道具の中にあった『系統図法』と呼ばれるものを転用した方

式です。先に、P.5～P.6 で、QC７つ道具は 6 種の統計手法に特性要因図を追加

した歴史的経過を解説しましたが、1970 年頃、TQC と呼ばれる製造現場の小集

団活動では、品質改善以外のテーマがあり、発表会がスムーズにできないとい

う問題が出ました。そこで、この関係者達は、という名をつけ、他の改善の手

法を変形させ、『新 QC７つ道具』新設しました。その中のひとつが図 10 の『系

統図法』です。

しかし、この方式は、図 11 の左側に示したように、一見、本書で紹介してき

た図 11 の右側の方式と名称が似ていますが、この図の作成方式は討論中心であ

り、ブレーンストーミング方式です。

【映像】

〇 科学的分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=1D_If6EKn-8&feature=youtu.be
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４．メカニズム解析と共に進める不良原因の見える化

（１）不良の解析に欠かせない原因：結果の見える化対策

HE を短時間、かつ、効果的に進める対策は、P.1 に紹介した HE 対策書に記

載の通り、作業手順という物理現象の解析が必要です。これに対し、今回のよ

うな物理現象対策に対して、先に図９でも示したように、また、図 12 の上部に

示したような、『原

理図化法』の利用が

必要になります。こ

の方式は「火の無い

ところに煙は立た

ない！」という格言

を示す図化法です。

この図で示したよ

うに、火災となる結

果を引き起こす原

因には、火種と燃え

るメカニズムの存

在があります。これ

と同じく、不良発生

にも原因とメカニズムがあり、この関係を『見える化』と共に、原因の除去は

完全に進みます。図 12 の場合、火災防止のためには、①火種を取り去る。②燃

える材料を火種から遮断

する。または、③不燃焼

ガスで両者を覆い、火災

に至るメカニズムを無く

す、といった策になりま

す。なお、この関係が火

災とどのようになってい

るか？を実証しなければ

なりません。そこで、図

12 の下に記載した、先述

の 3 現主義となぜ？の分

析などによる物理現象解

析が必要になります。

では、図 13 に筆者体験事例を実例という形で示し、不良ゼロを実現させてゆ

図１２ 不良原因の見える化「原理図化法」

原因 結果

火の存在
木が燃える

煙がたつ
↓

燃える

問題の発生原理とメカニズム

事実情報
データー

物理現象と
して証明する

＋

評価 ： ○＝説明がつく、 ×＝説明がつかない
△＝不確か，不明、何とも言えない場合は更なる調査で事実確認を！

この種の図を３現主義の実践で利用して、事実関係を証明すれば不良はゼロとなる。

原
理
図
の
イ
メ
ー
ジ

① 観る＝ビデオや写真で事実を撮る。
② 看る＝見えないものは検査機器で調査
③ 監る＝チェックリストで完全な製造条件

の実態をつかむ

３
現
主
義

実
践
要
件

＋

① ５つのWhy？
② ５W1Hチェック
③ ５M+Iの確認
④ 比較分析

図１３ アルミホイール粉体塗装におけるゴミ不良対策

ＩＮ

OUT

②搬送チェイン
からのゴミ落下？

④壁からの
ゴミ落下？

送
風

吸
気

③フィルター
からの
スリ抜け

①外からの
巻き込み

⑤真因：キャリアーの
赤錆（Fe２O３）

がはがれ、直下
にあるアルミ
ホイールの表面
に付着した

発生メカニズム

鉄

落下 ４Fe＋６O２

２ Fe２O３

塗装室

３５０ºＣ
送風機

循環式
フィルター付

製品搬送
チェイン

アルミホイール

搬送キャリアー
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く過程を紹介させていただくことにします。これは、筆者が米国赴任中、自動

車部品のひとつであるアルミホイール（以降ホイールと略称）の生産時に行っ

たペイント不良の対策です（当時、筆者は生産管理を担当していました）。

この製造工程はホイールの化粧面に粉体塗装を行った後、350℃の塗装処理室

内を、キャリアーという整列カゴに乗せられたホイールが長大なコンベアで運

ばれている内に、粉体がホイールの化粧面に溶けて塗装状態になるという方式

でした。ところが、芋虫状の黒い斑点が付くという不良が多発して出荷がまま

ならない状態でした。当然、ペイントに精通した技術者が対策に当たっていた

わけでしたが、「経験を超える不良！」ということで、対策が進まず、出荷に支

障を来す状況となり、急遽、筆者に支援の役が回ってきました。だが、筆者は

ペイント製造技術に素人です。しかし、問題を解決しなければ、出荷が出来ま

せん。そこで、やむなく、数名の現場関係者と共に対策に入りました。まず、（1）
不良のサンプルを切り取り並べる。（2）巨大なペイント設備の原理図を描き、

関係者の体験談などを集める。（3）防熱服を着用して設備内に入り原因と考え

るサンプルを収集する・・・という、3 現主義で想定原因対象を探りました。今

でも覚えていますが、当時、剣道四段、「防熱服を着て設備に入っても何とかな

るのでは？」と思いましたが、数分で死ぬような思いと共に、必要事項の対処

後、即座に退散しました。後日、ハイパーレスキューの訓練を拝見しましたが、

消防士の訓練と体力に驚嘆した次第です。この体験談はさておき、この時、熱

処理炉内で、球状のサンプルは採れましたが、不良の原因となる芋虫状のサン

プルは発見できない状況でした。ペイント技術者は、「日本で今まで製造してき

たキャリアーで問題は無かったので、対象では無い！」と言い張りました。だ

が、対策に悩む時、筆者は、原理図に示された、ホイールを運ぶキャリアーの

表面に接着テープをつけました。すると、芋虫状の錆がテープに付着しました。

ここからは、筆者が学んできた金属工学の知識が役立つ対象です。その理由は

（4）ホイールに最も近い場所にキャリアーがあり、キャリアーは鉄製で錆びて

いた。（5）製造技術上、黒錆びは表面に密着状態のまま剥がれないが、鉄の錆

が赤さびという錆びの場合、表面に反る形で剥がれる。そこで、（6）キャリア

ーを磨き（ショットブラスト処理して）、順次、耐熱ペイントを塗りました。す

ると、不良数は塗る数に応じて減少し、塗装の終了時に、この不良はゼロ化し

ました。

【映像】ハザード MAP 対策

〇 不良原因の見える化（ハザード MAP）対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=MQPHu3p6nF4&feature=youtu.be
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（２）なぜ？なぜ？分析による原因究明に対するカバー率

確かに「なぜ？なぜ？・・・分析」は不良の原因分析に有効ですが、どの手

法にも適用範囲があります。不良の原因を直接的に除去する手法は約 20 件あり

ます。表１の 11 番が今回の「なぜ？なぜ？・・・分析」ですが、既に本書でも、

青い枠で示した手法の追加が不良解析に必要であることを示してきました。ま

た、トヨタで図４

（P.4）の方式で原因

分析が進み、成果を挙

げた背景に「トヨタの

皆様が（1）製造技術

に詳しい、（2）3 現主

義の実践が、（3）スト

ップひもシステムと

共に運用されてきた

内容があったことに、

「なぜ？なぜ？・・・

分析」の活用成果があ

った点に我々は注目

すべきです。従って、本書で紹介した以外の問題を残す場合、読者の皆様には、

表１に記載した他の手法の活用を願う次第です。

６．比較分析で強化される「なぜ？なぜ？・・分析」

今回、本書では、「なぜ？なぜ？・・・分析」の中から、最も有名なトヨタ式

原因追及方式を注視に紹介してきました。しかし、「なぜ？」という質問を繰り

返して原因を追究し、1 問題→1 原因→1 対策方式で原因除去対策を進める方式

は、他にもあります。そこで、その中から、NASA で開発された（先のアポロ

13 号でも活用成果を証明し、最も基本形とされる）『比較分析』を紹介させてい

ただくことにします。

この手法は、問題が起きている対象に対し、毎回「なぜだろう？」と考えると

同時に、似た対象だが問題が発生していない対象と比較しながら、原因の究明

を行う方式です。比較分析は、定められた手順と分析表を使い、MPC（Most 
Probably Cause：最可能性の高い原因）を抽出の後、現場・現物で実証実験を

進め、不良の原因を特定します。では、実際に起こった事例を基に、その解析

手順を紹介して行くことにします。

図 14-１，2 は、筆者の自転車とその電気回路の構成です。問題は、筆者が仕

表１ TZD研究会で整理した不良の原因追及手法

改善手法は対象に

応じて使い分けを！

５W法は効果的だが、
不良解析の一手段です。
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事を終え、剣道場へ向かう中で、時々起きた、不思議な現象がありました。な

お、道場へ向かう途中に交番があり、無灯火の運転は注意されます、このため、

毎回、修理していたわけでしたが、走行中、自転車 P に乗り、特にガタガタ道

で「ランプがスーと消える」という摩訶不思議な現象でした。

筆者宅にはもう 1 台・自転車 Q があります。P は Q より 1 年ほど古く、シー

トはかけていますが、雨曝しの環境に置かれて、錆が目立つ自転車でした。最

初は、それほどの頻度で問題が起きる状況でなかったのですが、問題が起きる

度に、P 車のアースの接合部を占め直して使っていました。しかし、やがて頻度

が増し、いよいよ本格的に調査した結果、その原因が判明しました。なお、そ

の時に使用した表２を掲載しましたが、この方式が比較解析によるなぜ？な

ぜ？・・分析です。では、以下、この例を題材に、この比較分析の進め方を紹

介して行くことにします。

『比較分析』分析手

順は表 2 の左側に記

載しましたが、分析

に入る前に表題：『差

異ステートメント』

を記載します。これ

は、これから行う活

動目的です。このよ

うな行動指針の記載

の後、原因の解析手

順に入ります。表２

の左側をご覧下さい。

まず、手順１の①欄

表２ 比較分析によるNさんの自転車問題・原因の解析

【分析手順】 右図〇＋No.の手順

① 質問の欄に従い、事実をとらえ
記載して行く（例：何が？A対象？
の問には「自転車P」と記載する）。

② 起こっても不思議だが、起きて
いない対象を選び、「なぜ？」と
問い、起きていない事実を考え
①と比較しながら記載する。
なお、何がの②欠陥以降は
主語は自転車Pとなる。

③ 起こった事例と、起こっても、
不思議でない事例を比較して、
起こった事例が持つ事実を
抽出する（無い事項は書かない）

以上で全事実の記載が終了する。

④ 想定原因を考え、設問のAから
Hの事実があれば〇、矛盾は
×をつける。→全部〇が解となる。
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は、問題を起こした対象：自転車 P に起きている問題の要因となる事実の列挙

です。この時、A～H の質問を NASA の比較分析で定めていますが、その質問

は図 15-1 の項目に従います。

ここで注意すべきことは、「事実だけを記載する」という点ですが、自転車 P
で起きた事実は表２の①欄となりました（読者の皆様が詳細をご覧になられる

場合、表２の文字などが細かいので、別途、表 2 を拡大してご覧願うと幸いで

す）。この解析が終了すると、次は、図 15-2 を参照しながら、表 2-②の欄の記

入に移ります。この時、例えば、②の A の質問に際して、「なぜ、自転車 P では

起きるのに、起きても不思議でないが、問題が起きていない対象があるので

は？」と、問います。その質問で、この欄に自動車 Q を記載して、③の欄には、

「なぜ、自転車 Q に起きない問題が自転車 P では起きているのだろうか？問題

が起きるということは自転車 P には自転車 Q と異なる特徴となる事実があるの

では？」と考えて、事実確認します。その結果、「P 車は Q 車より 1 年早く購入

した」という差異がったので、表に記入しました。以下、同じように比較分析

を行いますが、質問欄の B 以降の主語は自転車 P となります（以下省略）。

このようにして、この比較分

析の表を埋めた結果、問題を起

こす事例と、起こっても不思議

でない対象が持つ事実との比

較が完了します。

この質問の後、原因と考えら

れるアイデア（想定原因）を列

挙します（例を表２の下の欄に

記載しました）。その結果、こ

の種の想定原因が、比較分析で

得た事実関係で総て証明され

る場合を MPC とします。この例では、その具体的な評価を、「表の A～H の質

図１６ 想定原因の状況を示す原理図化の例

Ｎさんの自転車Pのランプがスーと消える原因は？

電力：Ｗ
Ｗ０＝ｉ２・Ｒ０：初期状態

Ｗｎ ＝ｉｎ
２・（Ｒ０＋Ｒ１・・・

：接触抵抗部分が増えた状態

Ｗ０ Ｗｎ

R０

R１ R２

Rｎ

これは中学校２年生以上で
あれば理解できる内容を

原理図化した例である。
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問に適合したか否か？」で記載しました。記載状況が示すように、「表中の〇は

説明がつく、×は矛盾があり、MPC では無い」という評価です。このようにし

て、想定原因の中で MPC が選ばれると、この種の物理現象の証明のため、図

16 に示した原理図化法です。しかし、この一連の解析と MPC は論理的に原因

を示しているだけで、真の原因に特定するためには、現場、現物による事実が

必要です。そこで、自転車 P の問題の場合、筆者は息子の手を借り、問題が起

きた直後、発電してランプの状況を確認しました。すると、薄あかりの状態で

あり、原理図が示すように、大半の電力がアース部分の抵抗で消費されていた

ことが判りました。ランプがスーと消える現象は、単に、ガタガタ道で、アー

ス側のどこかで抵抗が増し、乗った人から見ると、ランプがスーと消えて行く

ように見えたためでした。なお、この時、筆者はボディ・アース側を銅線で直

結しました。このため、以降、この問題は無くなりました。

後日、自転車修理店を訪ねる機会があり、筆者は店主にこの話をしました。す

ると、「市販の自転車は同じ問題があるので、高級な自転車はボディ・アースで

なく、銅線でアース側を直結しています」ということでした。

以上、NASA 開発の『比較分析』利用の一例を紹介させていただきました。

【映像】比較分析

〇 比較分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=xEoR3RsmnQg&feature=youtu.be

皆様も、ご体験が多いと思いますが、製造現場では、似た設備なのに、問題無

く稼働して良品生産を行う設備と、同じ設備にもかかわらずトラブルが多く不

良をつくってしまう設備を見たり、同じ成分記載の材料を購入したが、A 社製

と B 社製では品質が異なるという例や、ミスを起こす方とミスを起こさない方

といった違いに合うことがあると思います。この種の対象に対し、関連要件を

比較項目という形式で表にして、そこの全事実を比較すると、そこに差を生む

要因が潜んでいることを発見する際、比較分析は有効です。

【映像】比較分析を利用した食品への昆虫混入対策

〇「食品異物対策」（E-Book Kindle 販売版￥500）

https://www.amazon.co.jp/dp/B07ST8X987/
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おわりに

本書は、産業界で活用が盛んな「なぜ？なぜ？・・分析」を総て列挙し、実務

へ活用する要点を

例示した書です。読

者の皆様には、この

解析法を製造現場

で効果的に駆使す

る際、図 17 をチェ

ック願う方式をお

奨めします。さらに、

皆様には、是正対策

という、不良を出し

た後に原因究明を

行う対処ではなく、

最初から不良を出

さない生産方式が

求められるはずです。この対策は、明らかに、「なぜ？なぜ？・・分析」に勝り

ます。そこで、以下、品質保証の信頼性向上に展開を題材として、ハザード MAP
を紹介し、ご活用を願いつつ、本書の締めくくりとさせていただきます。

                      令和・元年７月吉日

                 QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

【映像】ハザード MAP～標準化

① 不良原因の見える化（ハザード MAP）対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=MQPHu3p6nF4&feature=youtu.be

② 標準化と活用（ISO9001 シリーズ その５）

https://www.youtube.com/watch?v=qMEHhSJxjuQ&feature=youtu.be

図１７ なぜ？なぜ？分析展開手順（まとめ）

１，不良をつくらない対策
不良対策の前提条件の確認

① ゆとり＋ヒヤット対策
ハインリッヒ面の対策が前提となる。

② 製造技術のチェックと対策
物づくりの対策が不十分でなぜ？の

解析の利用は無意味である。

③ 対策事項：人・金・時間
品質コスト視点で対象を見て、リスク

潜在コストの現出に対して先行して手を打つ

２，先ず、対策すべき事項
ヒヤット段階で不良撲滅を先行！

① ポカヨケ対策
② HE対策手順の適用
③ ストップひも（QTAT)

なぜ？なぜ？分析適用域

３，なぜ？なぜ？分析の見直し
① 原理図による原因と結果の解析
② 絶対に必要な三現主義の実践
問題は現場で発生、B.S.：想定討論は禁止

③ 標準化の精査

４，なぜ？なぜ？分析の実践
５W法＋三現主義の実践

① 原因の追究~除去
② 原理図を活用して原因の特定
③ 原因を除去した後の検証

~標準化による歯止め

５，比較分析の利用
① 問題の発生しない対象の

存在有無のチェック
② 事実分析の訓練
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