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「HE ゼロ・品質づくり」

               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

産業界には、既に、「HE（ヒューマン・エラー、以降は HE と略称）ゼロ生

産」を実現している多くの事例があります。その攻め口は、①作業手順の中に

潜むリスク対策を図り、②標準化（ベストな手順）を柱に仕事を進め、③「個

人の技」として HE 対策技術を駆使した対策です。筆者も JMA・TZD 研究会で、

21 社の皆様と進めて来ましたが、本書では、その要点を整理しました。
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【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。
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１． HE ゼロの品質・生産事例に学ぶ

（１）歴史に学ぶ、HE ゼロ対策の基本要件

本書がこれから紹介する内容は、かつて JMA で 21 社の皆様と共に進めて来

た、TZD（不良・クレームゼロ）対策研究会で進めてきた対策法です（詳細は

下記 URL でご覧いただけますが、本書は、その中から、HE ゼロの物づくりの

要点を解説してゆくことにさせていただくことにしました）。

【著書】不良・クレームゼロ対策（TZD）の 4 年間 21 社の活動報告・・

http://www.qcd.jp/corporateActivity.html 無料文献サイト：

TZD 研究会では、「HE 問題には、人間性や心理作用が関与した何らかの動機、

といった解析があり調査と研究をしました。だが、この種の対象は対策が難解

な上に、効果を発揮するメカニズムが難い」状況でした。これに対し、HE の発

生メカニズムと対策は、図 1 に示したように、既に大脳生理学者を中心に、ほ

ぼ全容が解析済であ

り、「十分に仕事に対

する訓練や教育を受

けた方達が HE を起

こす要因は、人が仕

事をする手順の中に

ある」ということを

学びました。この立

場に立つと、HE が起

きる要点は、(1)手順

の中にやってはいけ

ない行為が行われた。

(2)やるべき手順を実

施しない。(3)残念な

がら、やるべき手順は行うが技量が十分でない。また、「HE ゼロ化を実現させ

る対象が、手順という物理現象であれば、それを見える化～ゼロ化へ向けた対

策法が見いだせるはずである」と、なりました。

（２）歴史に学ぶ ZD プログラム：『ミサイル組立で HE ゼロ生産を実現！』

では、HE ゼロ生産の実現例を紹介したいと考えます、第二次世界戦争終結時、

ナチス・ドイツ時代に V2 ロケットの開発を進めていた研究者と図面は、米国と

問責の決議 訓示と叱咤

日本における事故調査のあり方の多く
「ﾐｽをしたのは誰だ！」と責任・刑罰論優先で解析する。

欧米を中心とした、有効・科学的な原因分析・再発防止対策

① HE対策は個人の技
② 手順の中に問題発生
③ ポカヨケ～

指差確認まで・・・
航空パイロットは資格化

事例の解析

科学的解析
参考書

①黒田勲監修「航空心理学入門」鳳文書林1977年
②正田亘著「安全心理 人間心理より見た事故防止策」

技術評論社1981年
③野間聖明「ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ安全人間工学へのｱﾌﾟﾛｰﾁ」

毎日新聞社 1982年
④橋本邦衛「安全人間工学」中央労災防止協会1984年
⑤F・H・ﾎｰｷﾝｽﾞ「ﾋｭｰﾏﾝ・ﾌｧｸﾀｰ航空分野を中心として」

成山堂書店 1991年 など

図１ ヒューマン・エラーに対する研究
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旧ソ連に分割されました。その後、この二国は研究を続け、1960 年の始め頃に、

旧ソ連がピンポイントで相手国の攻撃が可能な大陸間弾道弾(長距離弾道ミサイ

ル)の成功を告げました。同じ頃、米国も同程度の研究が進められ、米国でも既

に図面は出来上がっていましたが、製品化は未だでした。当時、「もし、米国で

軍備の配備が遅れると、軍事均衡が崩れ、第三次世界大戦が起きる」脅威があ

りました。そこで、米国政府は、米国全土の企業に「短納期、欠陥ゼロのミサ

イルを早急に製作する」要請しました。だが、全社が「この厳しい要請に応え

たいが不可能」と言い、辞退しました。しかし、対策は必須です。そこで、困

った米国政府はマ

ーチン社を選定し、

国家の存亡をかけ

た要請をしました。

この時、品質管理

部長だったハルピ

ン氏は大変悩んだ

そうです。「しかし、

何 と か な け れ

ば！・・」という

ことで、製造現場

と共に作り上げた

方式が図２の ZD
プログラムでした。

当時の文献を見ると、ハルピン氏は豊臣秀吉が 3 日で清州城の城壁を建造した

小集団活動を参考にしたようです。彼は、それに似た形で小集団活動を進め、

現場と相談の上、次のような実施事項をきめました。(1)不安な部品は使わない。

（2）組立て手順に欠陥が無ければ不良は出ないはずである（最良の組み立て手

順を標準化する）。(3)万一、不良に近い物（ヒヤット製品）が出発掘された場合、

(a)即座に発生基に現物を持参して、(b)標準化に欠陥が無いか？あれば直す。(c)
標準化が正しい場合、技量不足となるので、腕をあげる対策を図るという方式

でした。その結果、1962 年に、1 台目の大陸間弾道弾が 2 ヶ月の納期に対し、

さらに 2 週間の納期短縮要求も満足し、欠陥ゼロの製品納入という快挙を果た

ました。これが、たった 1 台なら、時に「マグレ！」という状態も考える例が

あるかも知れません。しかし、その後、何台生産しても欠陥はゼロでした。こ

のため、1965 年に、米国・国防省の調達機構は、他の製品納入企業にも ZD プ

ログラムを MIL スペックに定め、実施を要求しました。

日本では NEC が、この活動に注目、早速、導入、1967 年に、その成果が発表

図２ 米国マーチン社におけるＺＤ運動の要点

従来のように設計、製造の
やり直しは出来ない。

（２）仕事の手順が欠陥ゼロなら
（原因を対策すれば）、
結果として製品は欠陥ゼロになる

はずである。

（３）チームを編成して、事前検討対策
の充実とを図る。少しでも異常を
感じたら発生時点で対策する。

見事！全て
短納期で
欠陥ゼロ！

（１）不安な部品は使わない危険予知対策

①三現主義
②危険予知で

問題対策
③ QTAT

1962年国防省の依頼で欠陥ゼロのミサイル製作を依頼された時の対応と成果

QTAT：Quick Turn Around Timeの略
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されました。この取り組みは大成果だったため、1970 年代には、JMA が中心

となり、ZD プログラムの名と共に日本に広げる活動が開始となりました。

その後、ZD プログラムはトヨタ自動車が JIT を進める中で、「ストップひも

生産」と名付けられ、研究が進みました。この方式は、万一、不良に近い製品

があると、現場作業者にライン停止の権限を与え、不良や手直しの原因に発掘

と対策を行う方式です。この対策と成果と共に、1980 年代には、日本製の自動

車の品質が高くなり、日米の貿易摩擦が起きました。そこで、米国の車産業立

て直しの指導ということで作られた NUMMI という日米合同の企業で、世界的

な品質向上の実証実験工場で試され、大きな成果を示しました。なお、装置産

業は組立産業のように、ライン停止ができません。そこで、図 3 のヒヤット段

階で、異常発見と同時に異常を発生元に伝え、標準生産とのズレを即座に修正

する形態が実施されましたが、ここでも、大きな成果を出しました。

このような経過から、この種の方式に QTAT（Quick Turn Around Time 方式）

の名が付けられたわけですが、このように、「不良ゼロ生産方式は既に先進企業

が、その対策法を実現させてきた」という実績があります。そうなると、我々

は、その中身を分析し、その要件を、製造現場に取り入れるべきです。

（３）ハインリッヒの法則と、その利用の成果

ZD プログラムや QTAT の運用に当たって、我々は『ハインリッヒの法則』の

併用が必要になります。この法則は 1929 年に保険会社の調査会社の副部長のハ

インリッヒ氏が事故調査を行った論文が基になったことで有名な問題解決法で

す（この法則は、事故の調査から生まれたという歴史は持ちます）。図３を見て

判りますが、対象は異

なっても、品質問題の

対策にそのまま利用

できます。要は、「30
件のヒヤット（重大リ

スク）の上には 1 件

の問題があり、問題は

ヒヤットの現出であ

る」という構成の利用

です。さらに、この法

則を効果的に利用し

た対策が、製品のダン

トツ化です（なお、こ

の解説は、紙面の都合上、省略させていただきます）。

図３ ダントツ化戦略の成功例

基準

ヒヤット

良品領域 問題ゼロ対策
アプローチ 崩落

問題発生領域
不良・クレーム
設備故障

事故（ケガ）

ダントツ
基準！

1950年朝鮮戦争の時 ニューヨークタイムスの記者が、ドイツ製カメラに日本

のレンズを装着、戦争の悲惨さを如実に伝える写真を掲載した。この時、日本の
カメラ業界はダントツ目標を定めてカメラ開発に努力した。

ヒラリー卿が1953年
エベレスト登頂写真が

撮れたのは日本のカメラだ
けだった！

以降、大飛躍を果たした。
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２．ベストウエイ＝標準化

（１）標準化の利用法

スポーツや演劇～芸事を見て解かる通り、良い成果をあげている方（ベテラン）

の方式をお手本にする策が有効です。製造現場における仕事も同じです。同じ

仕事をするのであれば、ベテランの技を解析して、安全、確実で楽、かつ、安

価で、早く仕事ができる方式を個人が身に付ければ、HE ゼロで仕事を進める可

能性が高まります。これが、図４の左下に“標準化”として示されたベストウ

エイ（最良の仕事の手順）探求法です。この対策法を、ISO9001 などでは『標

準化の順守』として

きましたが、この意

味は、製造現場では、

人は大脳の指示で目

や耳～手足を駆使し

て仕事を進めます。

また、この時、この

ベストウエイを行う

ために必要な情報の

提供しようという対

策です。なお、この

際、もし、まだ守り

難いという問題が残

る場合、図 4 の右側

に示したように、守れるための工夫と改善を進めます。しかし、このような事

情を知らない企業の中に、「標準化はあるが、守る環境が整っていない」という

扱いをした例がありました（なお、その種の問題の対策も研究されてきました

ので、この種の対策が、今も必要な方は、下記の映像をご参考下さい）。

【映像】標準化順守と、そこに関与する問題の例

① 不良ゼロ対策の３つの障害（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=3vLw41g_Dgs&feature=youtu.be

② 標準化対策は泥臭く！

https://www.youtube.com/watch?v=QRXCNjd0O2Q&feature=youtu.be

図４ HEゼロ対策に必要な標準化の位置づけ

問題発掘

ＱＣストーリー

事実分析

創案・テスト

標準化・歯止め

改
定

標準化＝安全・確実で楽で早い仕事の追及

標準

守る活動

問題抽出改善

やりにくい
守れ

ない！

皆で見直し
改善追求

新標準
の確立

要点：企業における経済的で高品質生産のベストウエイと定め
順守（実務・現場で使い切ることが大切）！
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（２）標準化順守状況のチェック（３点監査法による確認）

HE 防止と品質の保証を確実にするためには、まず、ベストウエイという形で、

行うべき事項を安全、確実、楽で速い方式を確立すべきです。同時に、仕事を

進める関係者は、「正しい手順を会社の代表として守る」という思想でとらえ、

順守することが重要です。しかし、仕事に慣れ、特に問題が起きない状態にな

ると、標準化した内容を毎回確認しながら仕事を進めるという例は少なくなる

ことがあります。重点事項は頭に入れて（記憶して）活動するためです。事実、

飛行機のパイロットやプロのタクシードライバー達がマニュアルを見ながら運

転する例が無いことを見ると、重要なチェックポイントはこの種の扱いになっ

ていることが判ります。しかし、慣れると危険を感知する眼が曇ることがあり

ます。また、標準書などに記載された重要事項が、仕事を進める作業者サイド

で正しい解釈になっていない場合、HE の発生原因になります。どのような立派

で整備された標準化であっても、定めた事項と異なる情報で仕事を進めるとい

う事象です。そこで、(1)標準化が正しいか？(2)その重要事項が正しい解釈の形

で実施者の頭に入っているか？(3)実施可能な実務的な解釈が可能な内容か？に

ついて、監査する必要が生じます。では、図 5 と共に、極めて有効な監査方式

を紹介することにします。

ここで、紹介する方式は『3 点監査法』と名づけた、標準化順守の監査法で

す。まず、監査を行う

前に、その時点で HE
上の最重要製品３つ

を選定します。その後、

各製品に対し、それぞ

れ、重要工程３つを選

びます。このような準

備が終わったら、以下

の手順で監査をお願

いします。

第一ステップは品質

保証部員や技術スタ

ッフに面接して、図の

中央に記載したように、カードを持ち、(a)重要管理事項 3 点を各カードに記載

します。同時に、各カードに、(b)その理由、そして、(c)ウエイト(評点)を 5 段

階評価で記載します。評点は次の通りです。5：極めて重要、4：かなり重要、3：
まあ重要、2：あまり重要でない、1：重要でない。このような記載が終わった

ら（第 2 ステップ）、3 枚のカードを持ち、現場へ出て、現場管理者に同じ質問

図５ 「３点標準化監査法」の進め方

① ISO9001に見る品質保証の重要性

顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品

を一貫して提供する能力をもつことを実証する必要がある場合に規定

するものである。 （ISO9001 規定 １．適用範囲のa) ）

項目１

項目２

項目３

技術ｽﾀｯﾌ

項目x

項目y

項目z

現場管理者

項目Ａ

項目Ｂ

項目Ｃ

項目ア

項目イ

項目ウ

実際に物をつくる作業者２名

標準化遵守状況3点チェック法

まず、その企業にとって、品質上の最重要製品３つ×３つの工程を選定する
手順１： 技術スタッフ（品質標準の設定者）に３項目、選定理由と、その重要性を聞く
手順２： 現場管理者に同じ内容を聞く（技術スタッフの助言、標準書は使用しない状況）
手順３： 現場で実作業を行う方2名をランダムに選定し、手順２と同じことを行う。

有効な

内部監査
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をします。この状況を示したイメージが図の中央の 3 つの項目です。この時、「標

準書を持ってきて確認も、・・・」と話す現場管理者の方がいた場合、「後でお

願いします。現場管理をする方が、重要管理事項をつかんでいない、その理由

も不明といった状態では、指導も管理も問題です。さらに、ウエイトが低い場

合、指導やチェックなどに時間を割かない事象が発生しますが、これは、後で

確かめます」と説明して下さい。3 項目記載の後、まず確認すべき事項は、先に

お聞きした品証や技術スタッフが示した 3 項目と一致するか？否かです。一致

しない場合、HE 対策指導の前に、標準化の項目を間違って伝えたり、指導や管

理を行っている恐れがあります。そこで、次に、「標準書を持ってきてください。

両者が提示した 3 項目のチェックです」と話し、チェックします。この時のチ

ェック要件は、(ｲ)3 つの項目の一致度？(ﾛ)各重要項目の理由の一致度？(ﾊ)ウエ

イトの一致度？です。問題なければ現場管理は合格ですが、筆者が今まで実施

した企業では、3 工程ほどこの方式でチェックすると問題が出る状況でした。そ

こで、このような時、筆者は「最重要製品 3 つで一致しない場合、他の製品も

問題なので、監査後、同じ方式でチェックしてください」とお願いしてきまし

た。次に行うチェックは、重要項目 3 点と、標準書などに記載された内容です。

まず、(1)記載内容が一致しているか？(2)見やすい文字（大きな文字で赤色、線

などが引かれているか？(3)製造現場で、この注意が作業時どこに示されている

か？というチェックです。よく「ホコリをかぶった標準書」という悪口があり

ますが、たとえ立派であっても、持参願った標準書に開いた痕跡がない。ラミ

ネートされた標準書は製造現場にあるが、仕事をする目前に無い場合、「使う目

的で標準化の重点の見える化を怠っている」として修正をお願いして下さい。

その理由は、標準化とは、良品生産の重要なチェックポイントを仕事直前に示

すと同時に、チェックポイントがOKなら品質保証を示す役割を持つためです。

以上、このような監査が終わったら（最後は第３ステップ）、作業者に対する 3
点監査の実施です。この時、仕事のやり方が違う方を 2 名選んで、先の 3 点（(a)
～(c)と(ｲ)～(ﾊ)）を実施願います。注意すべきは、この方達が標準化で定めた重

要事項の順守の程度や内容で品質が決定されます。そうなると、標準化順書の

ため、この種の項目を作業者各人が完全にチェック可能な方式が必要となりま

す（IoT の時代、この種の対策には多くの方式があります。例：各人が重要チェ

ックポイントを目前に示すため、メモで示す方法、ラミネート標準を、仕事を

する台上に示す方法、安価な PC で必要時、必要事項を容易に確認する方法など

がありますが、各作業者が自分で積極的、かつ、本当に仕事時に活用する方式

を適用すべきです（筆者は、今まで、企業で不良撲滅支援の場で、毎回、3 点監

査方式を実施してきました。すると、毎回、HE の教育無しで問題の 85%強近

くを常に実現させる、という成果を得てきたため、ここにも紹介した次第です）。
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【映像】内部監査

① 有効な内部監査法（ISO9001 シリーズ その４）

https://www.youtube.com/watch?v=2Zlh_ceoIqI&feature=youtu.be

② ヒューマン・エラー対策 不良ゼロ対策への展開

https://www.youtube.com/watch?v=XsZ1ZBApwyA&feature=youtu.be

（３）標準化の中身（製造標準×各人に合わせて改善可能なプロセス標準）

「標準化は、企業が定めた内容を人に関係なく守らせる法」のように解釈する

方がおられます。だが、承知のように、人は背の高さ、手足の大小、筋肉の強

さやスピード、視力

から知識や経験は

個々で異なります。

そのため、標準化の

内容を正しく解釈し

た個人サイドにおけ

る運用面の対策が必

要です。

図 6 をご覧下さい。

標準化は２つの要素

で校正されています。

物づくりに当たり、

製造上、絶対に守ら

なければならない要件が『技術標準』です。これは、ある製品実現を行うため

に必要な、成分配合、加熱温度や時間などの製造条件です。身近な例として、

料理を作る際、同じ材料でも、温度や時間を間違えるととんでもない失敗をし

てしまう事象は、正に、製造条件を守らなかった例のひとつです。だが、この

条件を守る方式は、人により多少違っても構いません。これが『プロセス標準』

です。料理の場合、かきまぜる時、道具や使い方が人の体格や筋肉の強さなど

により異なるわけですが、技術標準が達成できれば、自由に選定すべきです。

【映像】標準化のとらえ方と活用

① 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６ 標準化の構成

A, 技術標準 × B， プロセス標準

温度、時間、処理スピード・・・

成分など物理的な要件

＝ 良品生産

技術標準の条件を

守りながら物づくり

に至る手順

不順守＝

不良
技術標準の条件を

満たせば改訂や効率向上は

可能

変更可能変更困難

効率化を求めて
常に、ベストウエイ
を追及すべき
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（４）IoT 時代の標準化活用法

標準化、と言うと、標準書整備や、その掲示を重視する方がおられます。だが、

標準化は、図 6 で示したように、仕事を進める中で、『技術標準』×『プロセス

標準』のとして達成して行

くために必要な情報を提

供です。そうなると、図 7
の右端に示した『JIT 標準

化方式』と共に、「必要な

時、必要な実施事項（情報）

を与えるたり、仕事中、ま

たは、終了時に、必要な内

容を確実にチェック（確

認）して製品実現を保証し

て行く」という方式の利用

が便利です。この利用法に

対して、2005 年 3 月に、国際的な ISO9000 シリーズを提唱する ISO の専門家

達が『TC176 からの助言』

の中で、「標準化を情報と

考え、的確な運用を図るべ

き！」とし、文書に限らな

い使い方を提唱してきま

した。図 8 の右下はその

例です。以上、ここに記載

した経過から、IoT 時代に

ある我々は、状況に合わせ

一番有効な方式を適用を

お勧めします。

【映像】標準化の活用

① HE 対策は個人の技！総花的対策は問題（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=i0_d6ZwKHe4&feature=youtu.be

② 標準化対策は泥臭く！

https://www.youtube.com/watch?v=QRXCNjd0O2Q&feature=youtu.be

図７ JIT標準化と、その運用

書庫式に標準書を
保存～管理しても
現場のモノづくりには

役立たない！
標準書を見ながら
F1カーを運転したり
ジェット機を操縦する
パイロットはいない。
そのために要点を
身につける訓練をする
だが、重点はメモり
反復～視野に入れ
活用する！

JIT標準

重要事項3点を
常に視野の中に
入れP-D-C管理

マニュアル
標準書の見直し

↓
現場で本当に

使う注意点、～
コツの抽出・使用
を自己の宣言！

P：計画

↓
D：実行

↓
C：確認

必要な情報を必要な時
必要なだけ使う対策へ

図８ IT利用・標準化活用のイメージ

過去、多く行われた標準化対策のイメージ（例：料理のレシピ）

プロの味

家庭へ

持ち込み

手順に合わせて
情報提供

IT力！

IoT時代のJIT・標準化活用 既にISO9000sを
進めるTC176で、

2005年には、
標準化＝情報

として、

自由で的確な

利用法を提唱！
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３．HE ゼロ生産を具体化する手順化

（１）HE ゼロ対策、修得の手順化

筆者が幹事を担当した JMA・TZD 研究会（異業種 21 社による調査～対策～

実践による体系化）では、「かつて多くの企業が行っていた図 9 の左側の方式は

HE ゼロ対策に余り有効

ではない」と結論づけま

した。その理由は、ここ

までの説明で示したよう

に、「HE の発生要因は、

人が行う仕事の手順の中

で、やってはいけないこ

とをした。または、やる

べき事項が間違ってい

た」という内容に絞られ

るためです。このため、

まず、先の標準化の設定

で示した、正しく、必ず

守られる方式を作業者に提供する。同時に、作業者がそれを見直し、各人に合

った最適な良品実現手段をつくるという内容を進めるべきです。同時に、図 10
に示した順にHEゼロ

化の手順化を進め、

『HE 対策は個人の

技』という形で達成レ

ベルを評価して運用

して行くことが必要

になりました。なお、

この方式適用を適用

した TZD 研究会にご

参加企業では、短時間

でHEゼロ対策の実現

となりました。そこで、

以下、図 10 の手順を

効果的に進めるため

に必要になる事項について、手順を追いながら解説して行くことにします。

図９ HE対策に見る、多くの企業の行動と対策

矛盾１

不良発生があると
全員に訓辞と注意が

なされる。関係ない
部署への刺激策は
わかるのだか、・・・

矛盾２
なぜ事前検討が

十分で不良を出さな
かったところが改善
発表がなく賞がなく、
逆に、不良を出し

対策したところが賞
をもらえるの？

不良を出すたび叱咤！

改善発表会の運営？

矛盾３ 不良対策自由討論会

の効果は？

不良を出さない関係者
を含めた多くの対策案
を創案する方式は適正？

各社成功事例を参考にした
ヒューマン・エラー対策ガイド

対策１ QTATで問題発生をつかみ

不良発生の本人に解析願う

不良を発生した本人が、その時

行った仕事を見直し、原因を究明
する。自ら試し→自ら成功体験
を得る→成功は報償＋標準化

対策２ 作業手順の分析を中心に

HEゼロ対策の
手順化！

TZD
研究会

で提唱

対策３ 事後→発生時点対策

→事前検討へ
先手管理体制と文化づくりへ

QTAT:Quick Turn Around Time

図10 ヒューマン・エラー対策ステップ

悪意による犯罪行為と

ヒューマン・エラー対策は

峻別・区分して取り扱う

刑法、民法など

犯罪対策内容の

適用範囲へ

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
ラ
ー
対
策
範
囲
と
対
策
手
順

まず、人が犯しやすいミスを技術的対策や、

道具の工夫、注意を喚起する簡単な方法で

カバーできる対象は、その対策を図る。
① ポカヨケの適用

危険予知訓練方式で教育、指差し確認や
ダブルチェックを簡単に行う方法を、

まず、習得する

② HEに対する教育
まず、人が犯しやすいミスがなぜ生じるか？
各人がチェックリストで見直し、個人ベースで対策

を考える環境づくりと対策意思を固める。

③ 簡単にできるHE対策

の技を身につける

④ 大脳生理学的の応用 ⑤ CRMなど近代訓練技術
による補完
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（２）違反行為と HE 対策

言うまでもなく、どのように的確な標準化を定めても、それを守らなければ、

HE 対策は無意味となります。表 1 は昨今、社会を騒がせた事件の一例ですが、

その大半は「一時的な利

益を求めて」という、誤

った行為でした。また、

その形態は、「納期や生

産性、コスト重視と共に、

守るべき標準化を無視

した結果、その企業だけ

でなく、お客様にも大損

害を与える」といった状

況でした。なお、この種

の行動は「最初から意図

して標準化を無視した

行動」であり、性悪説対

策を必要とします。当然、本書が扱う対象は、「誠意を持ち努力する方が何らか

の理由で HE を起こしてしまった対策」なので、本書からは除外することにし

ました。

【映像】HE 対策手順(含む、各種不祥事の解析)
① 企業の不祥事（違反、改ざん、不正行為など）の防止対策へ向けて

https://www.youtube.com/watch?v=XW1fgNDLj7I&feature=youtu.be
② コンプライアンス問題の対策へ一言（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=zHMHvYrKraM&feature=youtu.be
③ ヒューマン・エラー対策 不良ゼロ対策への展開

https://www.youtube.com/watch?v=XsZ1ZBApwyA&feature=youtu.be
⑤ コンプライアンス対策有料 E-Book（¥350＋税）Kindle 版 Amazon サイト

書の販売を紹介したサイト http://www.qcd.jp/E-Book.html

表１ 近年起きた重大な不正事件と損金

企業（報道年・月） 違反行為の内容 対策費又は影響

M社（2017年11月）

材料メーカー

航空機や自動車に使われるパッキン、
自動車向け部品用銅条で基準に満たな
い製品を出荷した改竄事件

約75億円

S社（2017年11月）

材料メーカー

アルミニウムと銅製品の出荷分４％で
データーの改竄が発覚した（アルミ製
品：約19,300ﾄﾝ、 銅製品：約2,200ﾄﾝ、
アルミ鋳造品：約19,400個

クレーム対策費は 未公開（品質自動
監視設備100億円）

N社（2017年10月）

自動車メーカー

資格を持たない作業者に検査をさせて
いた事件

販売は100万台割れ

S社（2017年10月）

自動車メーカー
資格を持たない作業者に３０年以上も、
検査をさせていた

25万台リコール

M社（2017年1月）

自動車メーカー

燃料性能を偽装、8車種販売停止 課徴金4.8億円

赤字1450億円

T社（2015年8月）

耐震ゴム

ビル耐震ゴム偽装、鉄道車両メーカー
や造船関連企業18社に189種類、
87,804個の不正部品を納入

2015年だけで利益61％減

ビルは改修工事

V社（2015年9月）

自動車メーカー

排ガス基準偽装事件 部品交換： 65億ユーロ：8,700億円
米国の制裁金：180億ドル
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（３）ポカヨケ対策

図 10 の HE 対策手順①に示したように、IoT が盛んな現在、人が侵すポカミ

ス防止に適用可能

な効果的な対策の

一つに、「ポカヨケ

の適用」があります。

図 11 は、その種の

例です。ここで、

個々の事例の説明

は不要と考えます

が、この種の対策を

検討される場合、安

価で有効な方法は、

是非、御社の製造現

場で適用をお勧め

したい対象です。

（３）HE に対する教育

ポカヨケが適用できない仕事の場合、人的対策、図 10 の②（「教育」の実施）

が必要になります。ここで重要な点は、「職業や対象者の学歴などの区分なく、

人が行う手順の中で

HE が起きる！」とい

う事象に注目すべき

です。図 11 をご覧下

さい。これは、医療ミ

スが起きてはならな

い病院で起きた事件

でした。残念なことに、

この例は、医者と看護

師が 4 段階ある手順

の中で行うべきこと

を総てやらなかった

ために起きました。こ

の種の問題を一般人は『手抜き』、『モタレ会い』、また、専門家は『リンゲルマ

ン効果』と言います。だが、問題は誰が見ても、「手順の中で、やるべきことを

やっていないため起きた（結果）」という単純、明快な事象です。

図１１ ポカヨケ適用例

例１：穴の数を間違えることがある

12個空けるのだが、
ときどきは11個だった
りすることがある。

対策前 対策後

カウンターでチェック

穴あけ作業

OK→青ランプ

チャック解放

～次の作業へ

例２：目盛りの読みを間違えることがある

点検→記録→確認
数が多いので勘違い
して隣の欄のものと
間違えるので危険

例３：材料が２枚重なる

熱処理炉

ロボット搬送 １枚づつの
運搬が付着して２枚！

定位置判定は
でマークでNo/Go

判定

ＩＴ化できるものは
アラームで異常連絡

原因の
究明～
対策へ

ロボットに重力判定
装置をつけアラーム

板
圧
み

セ
ン
サ
ー

再発ゼロ
の対策へ

被害者と問題発生の状況：28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり
2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。

待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で

中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに

行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入

ってしまった。

① 医師は患者の氏名を確かめなかった。
② 中絶の意思をA子さんに確かめなかった。
③ A子さんが診療室に入った時、看護師もA子さんを

ﾌﾙﾈｰﾑで確かめなかった。医師も確かめなかった。
④ 中絶手術の前に行うべき、血圧・麻酔に対するｱﾚﾙｷﾞｰ反応検査、

胎児の心音・発育状態の検査もしなかった。

全く機械的
に手術して
しまった。

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ対策？
難問だが、手順の

確立は？

①指差確認は？
② 各工程毎の
管理・ﾁｪｯｸ体

制？
③ ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸは？
どうなっている！

（1987年9月） 福島県いわき市私立総合病院

図１１ 病院で起きた人違い中絶手術に至る手順
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（４）簡単にできる HE 対策の技：指差し確認と W チェック

標準化の理解と共に、訓練を受けて現場作業に入った皆様が HE 対策上で行

う有効策は、『指差し確認＋W チェック』です。これを行う意義は、物づくの際

に必要な品質実現と、実施手順により完成させた品質確認であり品質保証です。

従って、このための時間は仕事をする中で確実な確保が絶対に必要です。HE の

発生が多い方の中に、「多忙のため・・」と言う方がおられますが、この種の理

由で、物づくりに必要な要件を確認しない。また、実施後の確認をしない行為

は、『単なるやりっ放し』となり、時に、『標準化無視＝擬似犯罪』になります。

職業人には、「賃金を得て会社の代表として物づくりに当たる！」という使命が

あります。従って、この種の「“ゆとり”がとれない仕事を持つ」と感じる方は、

職場の上司や品質や技術スタッフと相談し、作業を改善して、その時間を生み

出し、確保すべきです。では、このような前提で行う、『指差し確認＋W チェッ

ク』の意義と、効果を解説することにします。

人が行う確認はどの対象でも同じです。図 12 に示すように、1 回の指差し確

認で 1/6 のミス防止となります。2 回行えば 1/36 ですが、さらに、標準化を目

前に十分な確認

した場合、大脳生

理学者の研究に

よると、脳が誤作

動する（見て確認

しても、何らかの

情報作用で確認

が行われない確

率）が 1/500 起き

るそうです。しか

し、W チェックす

れば 1/25 万です。

したがって、「確

認時間を十分取

り、念入りに確認すると、（1/36）×（1/25 万）＝1/900 万！」という驚異的な

数値となります。このため、世間でも「よく確かめたか？」という注意がある

わけです。

【映像】『指差し確認＋W チェック』徹底効果

〇 進まないＨＥ対策に一言

ゆとり＋指差確認→品質保証

図１２ 指差し確認＋Wチェックの効果

① 指差確認ひとつでHEは、

１／６となる

② ダブルチェックの効果

１
５００

Aさん：
１

５００
Bさん：

１
２５０，０００

エラー率

2名で同じ内容をチェックした場合に発生するミスの発生頻度

③ 指差し確認＋ダブルチェックの効果

（1/6）×(1/250,000） ＝1/9,000,000という脅威的な発生比率となる。

これから操作したり、

インプット、ボタン押し

する内容が他の間違

った内容でないことを

確実にするため

作業や行動を起こす前に

決めたこと、指示や数値に

間違えがないことをしっかり

記憶に留めるため

（頭にたたき込み、確実性
を確信するため）注意数秒、怠ると、時には、

患者さんへ多大な障害が発生！

参考：芳賀 繁著「失敗の心理学」日経ビジネス人文庫

（京都大学→国鉄労働研究所→立教大学教授）

人名、処置、計測器の種別、

機器の操作など、注意事項や

記載事項や、状態を確実に

読みとるため（再確認を含め）

操作、記載、指示した内容が

計画、意図や指示に従った

内容であることを確かめる

ため
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https://www.youtube.com/watch?v=nodZeJS5JLo&feature=youtu.be
（５）HE 対策技術の訓練と資格化

筆者達が、TZD 研究会の活動内容～対策内容と活動成果を JMA の生産革新大

会で発表した時、90 名ものご出席者の中から「対策法と成果はよくわかりまし

た。わが社では新人の入れ替わりが多く、使用している設備も老朽化でガタガ

タです。当然 HE の発生も多く困っていますが、何か、別に良い対策法は無い

か？」という質問がありました。そこで、筆者達は、「既にスキル管理の中井川

正勝先生が 1940 年代に実証された対策と成果にあるように、「まず、設備のガ

タを直した後、作業者に教育訓練して、その力量を持つ方だけを職場につける

以外に HE ゼロ生産はできない！」とされてきた通りです。今回の HE 対策手

順（図 9）はその後に投入する方式です！・・・」とお答えしました。すると、

他のご出席者を含め、会場は大笑いとなりました。この方への答えも、先の図 9
の②の前提条件となります（ここでは、この種、先の図 10 の手順を後戻りする

内容は除き、HE 対策手順、図 10 の④と⑤の解説に進むことにします）。

図 13 は大脳生理学者による、脳内の構造と、左側は脳内で処理される情報処

理手順です。脳内の情報処理過程で、時に、人は『入力エラー』を起こします。

この現象は、「上手の手から水が漏れる」という表現や、「人はどのようなベテ

ランでも、大脳の

作用でミスを犯

すことがある」と

か、「慣れが注意

の眼を曇らせる」

という現象を解

説したものです。

まず、人は、錯覚

を含め、目に入っ

てきた情報を正

しくとらえない

ことがあります。

さらに入ってき

た情報を過去の

経験を基に無視する例があります。『翻訳エラー』です。特に、同じ作業を繰り

返す中で、例えば、新製品が入ってきた。注意は受けてきたが、変更部を見逃

したり、確認したが、「似ている。前と同じ！」として作業した結果、不良をつ

くるなどの例です。ここに、疲れや、集中心の低下、何か気になることなどが

人
類

哺
乳
類

鳥
類

爬
虫
類

陸

海

魚類

（感覚系）

大脳基底核
人間が直立したため

感覚情報処理

系が前部へ出

て連合野となる

（運動系）

人間の大脳（大脳新皮質 ）

表情・態度の脳

人
間
精
神

（精
神
系意

志
・
創
造
の
脳

や
る
気
の
脳

好
き
嫌
い
の
脳

視
床欲

の
脳

（
運
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調
整
の
脳
）
小
脳

脳
幹
（
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命
維
持
の
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）

喜
怒
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楽
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頭
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桃
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床
下
部
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脳
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体
（
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ン
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脳
）

脳
の
進
化

図１３ 人間の脳の機能と、情報処理過程とミス発生要因

感知反応

知覚反応

認識反応

判断

意思決定

動作計画

活動開始

外部情報

活動結果

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
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入力エラー
・認知のミス

・確認のミス
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・判断ミス
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作業中に介在すると、心理作用が関与してミスは多発します。さらに、「やって

はいけない」という事を知りながら、「ついうっかり・・」ということで、不具

合な活動をしてしまう例もあります。有名なゴルファーでも「池ポチャは問

題！」という話をしながらクラブを振ると、36 件もの不安事項が、行動に時に

は 1 度に頭の中に出てくるそうですが、そのうち、「本人の意思に反して、その

やってはいけない行動を選択してしまう」という行動が起きるそうです。しか

し、この種の現象の一部は、確かに『指差し確認＋W チェック』の徹底で防げ

ます。だが、人がミス防止を身につける手段は、“訓練”以外に無いそうです。

詳細はともかく、ここまで解説してきた内容は、既に、航空機業界の事故防止

で研究を重ねてきた対策に一致します。ボーイング社では、航空機の安全対策

機器を徹底的に研究し

てきました。しかし、

「死亡事故を起こした

航空機を調査した結果、

どのように安全対策機

器対策を行っても、10
年間の事故の 70％が

HE だった！」という

研究結果でした。そこ

で、シミュレーターを

用いた CRM という訓

練と安全対策資格制度

を進めました。図 14 は

その開発経過です。

CRM による資格制度は厳しく、どのようなベテランパイロットでも、試験不合

格の場合、即時の地上勤務となるそうです。しかし、CRM 運用の後、航空機業

界は HE に伴う事故を激減させました。なお、CRM の基本要件は『指差し確認

＋W チェック』です。その結果は音声（ボイスレコーダー）に収録～評価しま

す。このような最先端の研究から判ることは、HE の対策視点を「HE 対策は個

人の技（スキルの程度）による」としてきた点にあります。

CRM：Crew Resource Management の略称

【E-Book】無料・「安全対策」著書

〇 作業現場の安全対策

CRM：Crew Resource Management
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が1990年～99年（10年間）、IT活用など、多く

の機器・装置がバックアップする航空機において、135件の

事故を分析したが、その70%近くが人的要件による結果

だった。そこで、人的ミス防止対策を研究、対策をシステム
化した手法がCRM、以降、航空業界で広く運用され、日本

でも2000年から適用義務化（資格）となっている訓練・評価手法

① ヒﾔｯﾄ情報の登録義務化：

かつて、パイロットがﾆﾔｰﾐｽや危険を感じると、それは本人の失点になって

しまうため隠していたが、どんな小さなﾐｽでも連絡する。この情報はﾊﾟｲﾛｯﾄの

能力や責任と切り離し、情報収集→ヒﾔｯﾄの解析、活用の方式を定めて対策

から活用へ向ける。

② ｺｯｸﾋﾟｯﾄ内の連携ﾌﾟﾚｰの強化：
過去、主操縦士が絶対権限を持ち全ての意思決定をしていた内容に

対し、もし、副操縦士が不安を感じる事項があれば進言できる制度。協力

しあって問題解決を図る仕組みとした。

本音・自由な
討論を重視

③ ①と②を実務に移すためのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝによる訓練：
シュミレーターを用い、試験官が問題を出し、ﾄﾗﾌﾞﾙ時の対処を

訓練・評価・身につける対策。

CRM対策の誕生

図１４ 航空機一流パイロットの実用・CRM開発～適用
に見る、HEゼロ防止訓練の要点
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http://www.qcd.jp/pdf/E-book/Safe-E-Book-Y19-6-17.pdf

（６）是正対策の進め方

ここまでの対策を進めても、万一、HE に起因する不良などが出た場合、是正

対策（原因の除去）が必要になります。では、表２を例に是正対策の進め方を

解説することにします（なお、この例は、筆者に相談が多い例を基に作成した

架空の内容です）。これは「使用変更があった製品に必要な部品を入れていなか

ったため、顧客クレームをお受けした」という問題であり、他と共通する点は、

(1)是正対策書が、この仕事に関与した作業者の反省文に留まっている。また、

(2)「作業手順のどこに、どのようなリスクがあって顕在化したか？」という解

析はなく、例えば、「作業手順書いてあるが、多忙で、今回は注意して見ていな

かった」とか、「部品数を確認する欄にチェックを入れるが、いつも、習慣的に、

今まで作業してきた時の数を記入しため、指示書との確認も忘れた」といった

状況説明だけの記載でした。さらに、問題な事項は、(3)是正対策書には多くの

印が押されていたが、「次回は注意するように！」といった喚起を促す程度の、

心情的な注記だけであり、「誰が、原因究明～原因除去を進める指導するのか？」

言った記述が全く無い書類でした（要は、小学生が書いた反省文のやりとりに

似た内容だった例のひとつであり、この種の書類を、筆者達は『疑問の多い是

正対策書？』と呼びます）。

正規の HE の原因究明に当たって、まず、行うべきことは、「手順という物理

現象の中で、やるべ

き事項をやっていな

い。または、間違っ

た方式で処理した」

という事実の解析で

す。この際、関係者

に聴取して、事象を

思い出しもらう方式

ではなく、作業手順

の分析です（含む、

ビデオ撮りを並行さ

せる）。この種の、事

実確認の後、HE 発

生リスクを抽出しま

表２ HE手順解析・是正対策書（記入例）
１，対称作業と過去起きた
HEの事例（事例の解析）

２，作業手順（分析結果） ３，間違えを犯しやすい

内容(リスクの列挙）

① 慣れによる見逃し

② 多忙時にチェック省略

③ 習慣的なチェック記入

④ IT化は有効だが高額

⑤

作業手順 問題発生個所

部品指示を見る 見逃し

部品をセットする 再度確認なし

チェックを記入 習慣的に記入

作業をビデオ撮り
ミスしたM氏確認

４，対策案（アイデア） ５，抽出案の適用テスト

M氏がHEを犯したので、M氏
にHE対策手順と内容をOnDeCo
で自習後に案を作ってもらいテ
ストする。仮標準は以下とする。

★当面の採用策：多忙時の対
策を考え、作業改善の後、A案
＋C案を行い半年のテストを行う。

６，抽出案の適用効果

A案＋C案の複合は実際に

部品数の確認が必要となり、
品質保証的意義が高い。

評価

対策案 ① ② ③ ④ ⑤

評
価

A．指差し確認

Wチェック適用
◎ △ 〇 ◎

７，標準化
6ヶ月後（〇月〇日）HEゼロを

確認後、品証Nが標準化？査定。

その間、現場管理者H責任で毎
週実施状況をフォロー（記録）

B.指示票の

文字拡大（別

枠）

〇 〇 〇 〇

C.Vマークを個

数記入へ
◎ 〇 〇 ◎

８，問題発生メカニズム解析
（確認のため記載）

★多忙を理由に手抜きする手順が
あったことが原因であり、この対策は
強制力があるため原因除去に有効

９，類似工程への波及等

設計変更や、特殊仕様品に同
じ方式を同時に適用する（品証N
〇年〇月〇日見直し～即変更と
指示を実施）

D.バーコー
ド利用式

◎ 〇 ◎ ×

今まで３部品をセットする
製品に対し４部品の指示が
あり、注意書きもあったが、
３部品のセットだった。なお、
チェックは４つつけられて
いた（習慣的にチェック）

項目が多い時は別紙を追加
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す（表２の No.3：リスクを明確化）。その後が対策になりますが、表の左下の欄

No.4 の横軸にリスクの項目を並べ、縦軸に対策案を記入します。なお、この時、

HE を起こしたご本人が、自主的に考え、工夫して実施してもらう方式を採りま

す。また、当然、この種の対策を行う前に、本書の HE 原因究明法を教えます。

このような手続きを行う理由は、周りの方が、どのように良いと思われる案を

提示しても、その実行はご本人となるためです。ちなみに、表２の No.６はご本

人の決定事項を記載したわけですが、これも、ある期間の経過の後、成功した

場合、初めて、No.7 の標準化～No.8 以降の記入となります。

この対策の運用で注意すべき事項は、「HE を個人の特性や人類一般の傾向にし

ないで、あなたが、間違える問題は、他の方や新人でも起こす可能性が高い。

そこで、あなたが代表となり、この種の問題が絶対起きない手順とチェック方

式を確立して欲しい」という企業要求をこの方に出すという方式です。その後、

物理的に絶対 HE が起きない対策が出来上がるまで、その方に努力願う。また、

対策～成功が確認されたら提案・実施賞という形でその努力に報いるという運

用を進めます。筆者はこの方式を多くの企業で実施を願ってきましたが、HE ゼ

ロ対策の実現と人材育成で極めて有効だったため、本書に記載しました。

【映像】ワイワイ・がやがや式死亡診断式の不良対策からの脱皮

〇 不良ゼロ対策の３つの障害（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=3vLw41g_Dgs&feature=youtu.be

４．QTAT＋ハインリッヒの法則を実務展開のコツ

（１）避けるべき、想定原因中心の死亡診断的 HE 対策

図 15 は、かつて日本の多くの企業に見られた現象ですが、これは、HE が発

生すると、その職場の

関係者を集め、ミーテ

ィングを開いてブレ

ーンストーミング形

式で対策案を練る方

式です。HE 対策の場

合、先に解説したよう

に、現場で作業手順の

再現を行い、表２で紹

図１５ 人気を失った発表会重視型の小集団活動

死亡診断書で使う統計論議

想定原因
(関係者で
ﾌﾞﾚｰﾝ・ｽﾄｰﾐﾝｸﾞ
経験や予想で
検討する。）

想定原因

↓
多数の創案

実施

問題が減れば
成果があった。

とする方式？

真の原因を

つままずに、
対策案をつくり
大丈夫なの？

HEが発生しているのに、現場で

原因である、作業手順を分析せず
（問題の原因となる事実をつかまず）、

統計・グラフで想定原因～多数の対策
アイデアを出して対策

HE対策を

その道の

権威者に
任せる！

問題発見



18

介したような解析を進めれば、ISO9000 の７大原則の 6 番目で提唱する「客観

的事実に基づく意思決定」の実践となるわけですが、この方式では、その種の

活動はありません。ここでは、経験談義や、権威者と称する方が想定原因の基

で、多数提出して行くためです。また、問題を起こした作業者に気を遣うため

か？極端な場合、本人無視の形で、『人類一般に役立つ HE 万能策』を探す努力

に集中する形態まであります。この例では、実態と離れた多数の対策案を基に、

「当たるも八卦式で、HE 対策が実現出来れば幸い」という方式で進めるため、

『仲良しグループを活性化する討論』には、なるかも知れませんが、事実確認

～解析が無いため、明らかに、HE 対策を遅くします。

（２）QTAT＋ハインリッヒの法則活用 HE 対策方式

図 16 をご覧下さい。これが皆様に実行願いたい QTAT 対策です。ここでは、

図の上部の左上の『3
区分品質管理』、図中

の“？”域を使いま

す。この対象はリス

ク＝ニヤーミスレベ

ルです。この種のリ

スクが 30 件あると、

やがて 1 件が HE と

なって出てきます。

また、これが、ハイ

ンリッヒの法則の実

務活用です。HE 対策

はこの“？”段階で

行います。もし、後工程の方が HE 予備軍であるヒヤットを発見したら、即座

（少なくとも 10 分以内）に発生元に現物と共に、“？”の実態を伝えます。当

然、発生元の関係者が対策を考えるわけですが、対策は次の２つの視点です。(1)
標準化に欠陥があれば直す。(2)技量が達成しないため“？”や HE が起きるの

であれば、技量を挙げる対策を図る、という対処を進めます。図 16 の下半分は

その運用を示した図です（さらなる詳細に、OnDeCo のご利用をお勧めします）。

【映像】不良ゼロ対策の基本と適用成果（TZD 研究会）

〇 TZD：不良・クレームゼロ対策・博映社制作ビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=NJQgToRXeR0

図１６ ヒヤット段階でHEを防ぐ技

生産ラインと製品の流れ
即時対策

即時、問題のフィードバック

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡

【３現主義の実践】
① 現場へ出て
② 現物と現象を再現させて
③ 現場で対策

④ テストと証明
⑤ 仮標準で生産続行～OK!
⑥ 新標準として改訂～登録

現場現物をみる
不良対策の３みる

① 観る：ビデオ、写真

で事実確認

② 看る：計測装置で

計測する

③ 監る：不良発生を

させない状況

をつくる（監査）

発生元

QTAT（Ｑｕｉｃｋ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ）

詳細はOnDeCoシリーズ４に

？
良品

不良品

品質基準

完全に

良品
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５．HE ゼロ化に向けた自主トレ～資格化

厳しい言い方ですが、仮に職場に 100 人おられ、1 名が HE を起こし、お客

様にご迷惑をお掛けすると、その企業とその職場に品質責任が生じます。この

責任の処置はともかく、HE の発生元は個人です。そうなると、先に、P.17 の
解説済みですが、職場全体で士気高揚や HE 対策研修～討論や研究を重ねても

無意味です。発生元で原因究明～原因の除去を進めなければ、問題を繰り返す

危険が残るためですまた、また、この対策方式は、先の紹介した航空機業界の

CRM（先の図 14）が追及してきた結論と一致します。では、CRM の要件につ

いて解説することにします。

① HE 撲滅の原点は個人の自助努力による力量向上で決まる。

人は自分で自分を、否、自分の仕事の状態が見えません。従って、一流ま

たは、オリンピックのメダル候補のスポーツ選手は、イメージで、「自分は正

し方法を行っている」と思っても、ビデオなどで（時にコーチの指導などと

共に）、客観評価の後、スキルアップのため自主トレを進めてきました（CRM
では、この訓練～力量判定にシミュレーターを用います）。

② 力量は資格の付与で決める。

CRM では、搭乗機が変われば、対象毎に難易度と資格を決め、達成～維持

管理を評価して、合格者に資格を付与します。なお、この資格は期間つきで

す。航空機はお客様の命を預かる仕事です。この意味から、HE 対策技術に

対し、十分な力量を持たないパイロットに航空機の運航は任せらないわけで

す（CRM の審査は半年毎、不合格者は即座に地上勤務になります）。

③ 企業全体で QTAT による力量向上を図る。

CRM は、「航空機業界が錬磨・蓄積してきた標準通り仕事すれば HE はゼ

ロとなる」という思想で運用されてきました。審査の要点は『指差し確認＋

W チェック』の履行です。さらに、かつて、主パイロットがミスしても副操

縦士は注意しないという方式でしたが、これでは安全運航に支障をきたしま

す。このため、現在、「万一、不安事項があった場合、注意せよ！」という制

度になりました。この内容を製造現場に当てはめると、少しでも、製品に“？”

段階の製品を感じたら、その段階で QTAT を利かす活動に相当した運用です。

個人談で恐縮ですが、HE 対策の対象は人です。そこで、泥臭いが、人間的

な局面で対処してきた筆者の個人談を追加の形で紹介させていただくことにし

ます。

筆者は 37 歳から剣道を始め、70 歳を超えた頃にようやく七段をいただきま

した。ここに至るまで、指導者の注意をメモし、自分の稽古や試合などをビデ
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オ撮りして目標達成に努力しました。剣道の場合、「高段者に対し、段が低い方

が注意点の存在を話すことを遠慮しがち」という風潮がある道場が多い実情で

す。しかし、筆者は、師の「弟子は師の師なり」という教えを守り、段の関係

なく、あえて、仲間の注意をお聞きしてきました。俗に、剣道で「おかめ八段」

と言います。この意味は、「剣道はしない。だが、子供を教えに来ている父兄の

皆様も、道場の先生のお話と稽古を見ている内に目は超える」という意味です

（なお、ご注意内容の選択は、当然、ご自身に任せられることになります）。こ

の方式を守り、さらに、意見をいただいた時に、言い訳せず「ありがとう」と

いうと、自分の欠点の修正に役立ちます。私が属した道場の先生の教えは「お

互いに注意する道場は、相互に良くなろうという努力をする道場である！」と

いうことでしたが、製造現場の HE 対策も同じです。なお、剣道場によって、

相互注意やビデオ撮

りせず、勘と経験談

義と共に、汗かきを

続ける例があります。

ここでは、筆者と同

じ頃に剣道を始めた

方が、まだ、3 段以

下という状況を見る

と、客観評価の重要

性を自覚する次第で

す。

この種の活動は、

国や対象を問わない

ようです。図 17 と共

に、話を戻し、GE 式６シグマを例示させていただきますが、ここでは、100 万

分に 3.4 個以下の不良にしようということで、米国 GE 社の前・ウエルチ会長が

現場に出向き、タウンミーティングで得た内容を実施した事例です。この対策

も QTAT の一例であり、個人の力量向上を相互に進めた対策です。

おわりに

HE 問題は個人が起点です。そこで、『HE ゼロ対策は個人の技』と定め、対

策法を探求しました。本書では、その短アプローチを紹介しましたが、読者の

皆様には、実務面で、お役に立ていただくことを願う次第です。

                       令和・元年 7 月吉日

図17 前・GE・ｳｴﾙﾁ会長が適用したゲートシステム

組立ラインの人たちの目の前に、二つのレバーを取り付けた。ひとつは、ラインを

停止するレバー。もうひとつは、完璧な出来だと満足したときに初めて、部品を次の
工程に送るレバーである。ラインの作業員は突如、品質に関する最終権限を与えられ
たのである。このやり方を提案したとき、作業が混乱する、生産ペースが落ちると
言って、鼻で笑う者もいた。しかし、その後どうなったか。品質は飛躍的に向上し、
ラインはそれまでより速くスムーズに流れるようになった。

自工程品質保証工程実現の内容

前・ｳｴﾙﾁ会長の物づくりの思想
経営のコツは簡単なことに行きつく。従業員、状況、製品に関する現実

を把握し、その現実を踏まえて、決然と迅速に行動することだ。犯したミ
スの大半は、現実から目をそむけたことから起こっている。ありのままの
現実を直視し、それにもとづいて行動を起こす。それが経営のすべてだ。
躊躇してはいけない。

ありふれた製品やサービスを提供する企業、二流の企業が生き残れる余地はない。
低成長の環境下で勝利を手にするのは、有望な市場を見つけ出して参入し、参入したすべての
分野で、ナンバー１かナンバー２になることをめざす企業である。合理化面、コスト面、品質
面、どれをとっても世界で一位か二位で、他社にはない技術を持ち、市場で圧倒的な優位を保

てる企業だけが生き残れる。ナンバー１かナンバー２になる。これは目標ではなく、条件で
ある(翻訳原文より転載） 。

前・ｳｴﾙﾁ会長が現場関係者と話す中で得た手法
本社の間接部門は否定した。だが、実施して成功！
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