
４－４ Ｐ－Ｄ－Ｃの無い？不良サンプル 
 
 これは Tコンサルタントが F社 N工場へお邪魔した時の話です。N工場は電機製品のある部品を生
産する工場です。N 工場のご相談内容は、「不良対策を進めているが余り効果がない。サンプルなど
目で見る教育を製造現場で行っているし、小集団活動も毎週２時間行っている。しかし、はかばかし

くない！」というものでした。また、ここでも QC 手法を用いた検討内容や統計デ－タが職場の壁に
は多数貼られていたました。だが、データを見る限り、半田の不良、手直しは減っている様子は全く

ありません。「不良対策の指導は大変難しい！」と言うのは、問題が現実に目の前にある時、即ち、

発生時点にとられるチャンスとメカニズムをつかまないと、想定原因に走ってしまう局面を言った内

容です。だが、事実の確認がコンサルタント中に目の前で起これば幸いなのですが、その様な状況に

なかなか遭遇しません。また、QC７つ道具にある統計手法を教えても、新製品開発や試作部門の方々
には有効でも、製造現場の方々の教育は無意味になる例ばかりです。その理由は、発生した不良の結

果をまとめること事態、不良の原因を解析ではなく、死亡診断書の作り方を教える様なことになるか

らです。そこで、Tさん N工場の方々に「QC７つ道具には特性要因分析があります。だが、多くの場
合、この利用は製造現場ではなく。会議室などに集まり、ブレーン・ストーミング的に要因を羅列す

るだけで、過去の体験の説明やアイデア発想に留まり、不良の元になる真の原因の追及が観念的にな

ります。やはり、真の原因は問題発生時点で事実をとらえなければ無意味です」と話しました。しか

し、このような講演会で行うような話で終わってはN工場の不良対策を指導したことにはなりません。
そこで、Tさん、現場の品質管理の実情を探りながら品質改善の指導を開始しました。 
 Tさんが N工場の現場へ出て最初に取り上げた題材は、不良の経緯を示すグラフでした。また、不
良のグラフは％表示でした。そこで、T さん「不良は％で表示する方式は良くありません！％と『氷
山の一角』「不良半減目標」は製造現場で使うべきではありません」「・・・」「その理由は、不良

統計は単なる過去の状況であり、「目標なければ管理無し」を意味するからです。事実、このグラフ

には、1 件づつ、何が問題でどうすれば再発ゼロにすべきかが記載されていません。単なるきれいに
作成されたグラフです。1件の下には 30のヒヤットが存在します。この撲滅をしなければ、問題が発
生してから手を打つ『モグラたたき』対策に終始することになります。「1 件づつをゼロにする」と
いう方針と、発生源や、発生工程と担当、誰が、何を行い(担当して)いつまでにゼロ化を図るべきか？
また、その進め方はどうなっているか？が、少なくとも、グラフにリンクする形でここに表示されて

いなければ、『問題の見える化』～『やっている化』～『出来た化』の表示にはなりません。」「な

るほど！では％使用禁止の意味は？」「％を工場の管理・間接部門では使うかも知れません。しかし、

現場で活用してはいけません。金額で示すべきです。このグラフ２％の不良ですが年間で見たときの

損金は？」「2,500万円です」「大きな金額ですね！2％ではその大きさが私には判らなかった。重大
問題ですね！毎年、新築 1 軒です。この金額が、もし、給与に入っていたとしたら？従業員の方々も
会社も今まで何年間も大損をしていたという計算になりますね！売上利益率 10％の場合、2億 5千万
円、5％では 5億円に換算されます。この不況で御社が悩む中で％はこのようなインパクトを関係者に
与えるでしょうか？」「なるほど！では、半減目標はなぜいけないのですか？実は、ここには表示し

ていないのですが、今期の目標なのですが、・・」「半減運動の欠点は、まず、半減は許すという点

にあります。要は、1 件の下にあるヒヤットは完全無視、従って、これを許すということです。加え
て、工場全体としても、不良が半減にあがってくるまでは、「まだ、大丈夫」という扱いになります。

この種の工場では、半減ラインに近づいてから不良対策の行動を取るから、結局は半減を超える状況
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になる。また、期が変わっても半減目標にするので、同じ状態を繰り返した結果、毎年、半減すら未

達になり、昨年と同じ状況を繰り返すわけです」「我々の管理を言い当てられた感です。正に、当社

ではその繰り返しをここ数年やってきましたので、・・」「それは大変です。早速、その管理方式は

変えて下さい。私を含め、お客様側からのお願いです。今のところ、幸い、流出は少ないというお話

ですが、品質レベルは厳しくなります。御社は新製品も多い状況です。この条件を考えると、ヒヤッ

ト対策を撲滅する対策の段階を狙うべきです」「なるほど、そのような発想は全く当工場では持たず

行ってきた。大きな反省です。」「そのために私を招待なさったのでしょ！今日から改めれば問題無

いと思います。」「いや、厳しく非難されるのか？と思いました。」「いや、私の指導は非難や中傷

ではありません。御社が私の話に気づきを持っていただき、自主的にこれから紹介させていただく内

容を実践展開することが目的です。・・・」「よろしくお願いします。」「ハイ、早速ですが、不良

はどこにありますか？」と、T氏が聞くと、現場にはどこにも不良品”物”はない状況で、ただ、「不
良品は廃却してグラフに 1件とするだけです。・・」という話しが返ってきただけでした。 
 そこで、T さん、「これからは、不良対策は下の図のようにして下さい。まず、現在あり赤い箱に
フィードバック伝票を用意し、不良内容別に発生元対策票の状況をグラフ化して赤い箱の側に表示し

て下さい。皆さんは５Ｓを熱心に進められておられますが、整理する前に問題を顕在化させるのが５

Ｓです。問題の改善を図ってから５Ｓを達成すべきであって、不良部品を片づけてしまって、整理・

清掃した！現場がスッキリしているから５Ｓである、という考え方は取るべきではありません！２％

の不良を現場の方々に皆様はどの様に説明されておられますか？」 
 

　不良品など、置き場管理の見直し（3区分制）

良
品

次工程
～販売へ

手
直
し
品

手直し

不
良
品

廃却

箱の区分　　　　　　取り扱い 解答例（不良・手直し対策ガイドとして記載）
【単なる不良・手直し箱の設置にまつわる問題】

　この手法には、まず、不思議、かつ、経営的に
意味を持たない内容が存在することを理解願い
たい。その要件は以下のようになる。
①不良品は発生時点対策が必要だが、単に

　　不良や手直しの頻度（統計）をチェックシート

　　に記載してポイ捨てよろしく箱に入れる方式
　　は、発生時点問題対策に役立たない。その
　　理由は、
②毎日、不良や手直しのデータをまとめ、1月に
　　1回の会議に使うのであれば、後手管理対策
　　となる（この種の対策は不良・手直し対策を
　　遅くするため“死亡診断書対策”となる。
③不良・手直しの内容は現物と事実を基に発生

　　もと対策、すなわち、原因の除去が早期にな
　　されなければ再発し、原因が除去されるまで

　　不良や手直しのムダが続行し、大きな損金と
　　なる。

従って、対策は、不良の区分と同時に、その状況を
発生もとへ伝え、早期対策を図る。この種の箱は
その種の改善進行の監視としてつかうべきである。

問題の早期発見、発生元への

フィードバックが無い不良仕分け
の箱は単なるゴミ区分の箱である！

1件の不良の下には30件のヒヤット
がある。従って、この状況で問題
対策をしないのは問題とみるべき！

 
 
「今日の Tさんのお話をお聞きし、反省しながら実情を話します。いままでは、単に「グラフの値

を下げよ！」これに集中してきました。」「そうですか、まず、現場の方々に説明すべきことは、御

社は 2％の不良なので、この赤い箱の前に立ち、2ケ月に 1日、例えば、「今日は全員、会社へ何をつ
りに会社へ来られましたか？」と問い、2%の重大性を伝えるべきです。説明できますか？」「・・・」
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「計算して見ればわかりますが、2%という内容は、仮に 1月 25日稼働とすると、2ケ月で 50日にな
りますから、2カ月に 1日の今日に不良のデ－タ－を集めると、1日中今日は不良をつくっていた計算
になります。不良ゼロが達成できれば、1 日を改善や教育、メンテナンス、運動会や休日にそのまま
利用しても良いわけです。1 日の意味はこの様に大きいわけです。」「なるほど！組合要求の休日消
化は 1年 12ケ月、6日の 1日を当てても良い計算になる。うまい説明ですね！今まで考えたことがな
かった。」「加えて、不良をつくるということは、今までつぎ込んだ前工程の努力を全て無駄にして

いる！という内容を意味します。前工程は企業内だけの話ではありません。日本は海外から材料を購

入し、ものを造っている、資源が乏しい国です。エネルギ－も輸入です。不良は、あなた方の前工程

の努力、残業して汗と努力で造った製品もムダにしているわけです。売ればお金になる内容も損失し

ています。この様に物事を整理し、さて、2%と聞いて印象をお聞きしたいと思います。いかがですか？」
「そうか、2%の印象は、たった 2%か！常識的には小さい値だ！と考え勝ちだが、もっと強い印象を
与える訴えかけをしないと、全従業員が誤った意識で不良のグラフをとらえていることになる。」「大

変な意識の差ですね。その様に意識していただければ幸いです。人間、5％以下は小さいと教えられて
きました。従って、2％という内容を聞いても「不良が出るのは仕方の無いこと」と思うのが自然です。
消費費税 5％を超えるころから、ようやく問題視する状況です。ましてや、どうでしょうか？0.2%程
度が個々の工程で発生して、５％に集計されるわけですから、また、「コンマ以下は切り捨て」と小

学生時代から教育されてきた従業員の方々に「0.2%をゼロにせよ！」と言っても、無視されるのは当
たり前となります。この意味から、まず、不良は件数と金額で表示すべき！また、1 件の不良の下に
29件のヒヤットの存在がある、というハインリッヒの法則があることを考えると、現状のグラフと不
良品の赤箱投入～問題を探らず廃棄は大問題ということになります。」「確かに！」「さらに、もし、

貴方がこの部品がついた不良の製品を買う。貴社の製品を買う方が新婚、これから夢ある生活をしよ

う、ということで家具の整理が終わったとき、さあ、御社の部品が入った製品を使おうと思ったとき

に故障！ということになったとしたらどうなるでしょうか？お客様には１個でも、その製品をつくっ

た企業に取って、その製品は 100%以上の不良です。たとえ、N工場でその値が PPMオーダーだとし
ても、それは企業の論理、お客様にとっては１個＝100%以上の不良です。さらに、希望することが出
来ない。幸先の悪い内容が発生した！と思うと 200％にも 300％にもなります。要は、膨大な損害と
信頼失墜になるわけです。確かに、貴社では検査を厳しくしているのでこの様な例は少ないかも知れ

ません。しかし、後工程はお客様、と考えると同じです。新人が始めて仕事を担当した。信じてつく

った製品が不良！「幸先の悪い仕事に就いたな！」ということになるでしょう。「不良、不幸は現場

でつくるな！」と言う言葉がありますが、不良の意味はお客様の期待への裏切りも意味します。」「単

なる％表示が問題であることに反省の感です！」「％論理は企業内で成り立つ原理であって、お客様

側の論理ではありません。従って、2%の社内不良はゼロ化させ、確かに 0.1％程度だそうですが、1
月に 3 件もあるクレームは絶対にゼロ化すべきです！」「納得です。そう聞くと、今まで何を考えて
きたのだろうか？と、今は、反省しています。」「そうですか、その発想が不良ゼロ対策の出発点で

す。そこで、不良の意義を伝える。次に、この不良区分箱を利用して、さきの改善に、各工程で発見

した不良をお金でとられる行動を追加されてはいかがでしょうか？不良損金です。先の赤い不良箱に

赤い不良カ－ドを付け、発生時点で捕まえ、何が問題かを発生工程へ部品を戻して記載してもらうわ

けです。手直しも不良の一部ですから、橙色の箱とカ－ドをつけて、同じことを進めます。こうすれ

ば、単なる不良統計ではなく、責任と解析の必要性を感じつつ不良箱へ発生元の関係者が不良や手直

し品を投入するハズです。不良損金は材料費だけの合計でなく、売上にした値段とお客様への迷惑料、
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対策会議・打合せや不良の処理の手間、伝票や記入工数なおなどと、機会損失の費用を全て入れて計

算して下さい。この様にすれば、不良を発生させた工程の関係者は「何とかしよう！」「再発ゼロに

するための原因究明をしよう！」と現場の皆さんは思うハズです。思わなければ教育と責任の追求シ

ステムを追加すれば良いわけです。」「ナルホド！」「要は、不良は％でなく問題の内容をインパク

トのある形で示すことが品質管理の基本です。今後、このことをやらない管理は管理の不良と見るべ

きです。御社と同業のM社では工程内で不良が発生し、後工程でとらえた時、作業者がラインのスト
ップ紐を引き、全ラインをストップさせる方式を取っています。JIT という方式を用いて、必要なも
のを造らず、仕掛ゼロで生産することにより、発生時点で問題を解決することを行うためです。ライ

ンが止まると 100名もの方の仕事がストップです。意識づけだけでなく発生時点の問題対策、不良対
策の重要性を全員に知らしめつつ、再発ゼロの努力をされておられます。貴社の歴史、生産の環境な

どを考えると、この対策は将来検討される内容になると考えます。」「その話は JIT の研修会で勉強
しまたが、不良対策手段がまだM社のレベルにないので無理です。将来課題です。」「JIT導入は後
にして、また話を戻しますが、まず、貴社が得意とされ、進めて来られた５Ｓを活用して不良の問題

を顕在化し、％から金額に表示して不良を発生元責任で原因究明対策を進められてはいかがでしょう

か？」「その案は体質に合うので、すぐ推進可能です。教えて下さい。」「ついでですが、ここにあ

る不良見本も５Ｓ＋品質改善・管理システムの対象にされてはいかがでしょうか？」「不良サンプル

に何か問題ありますか？」「大ありです。不良サンプルを見て、現場の方はどの様な行動を取られま

すか？」「不良の状態がわかります。」「それは重要なことですが、不良対策の行動はこのサンプル

とどの様につながって行きますか？」「・・・そこまでは考えたことがありませんでした！」「どう

でしょうか！サンプルに何が問題か 5W1Hで解説をつける。そして、５W1Hで対策をつける。何を、
誰が、何時までに・・と明示し、対策を促すわけです。品質管理の基本は P（計画）－D（実行）－Ｃ
（チェック）です。このサンプルは不良低減のために表示した品質改善の素材ですから、対策を指示

し、フォロ－できる仕組みがなければいけません。これで品質管理が狙いとしている P-D-C管理シス
テムが成立して、不良対策が進む方式ができます。サンプルだけがポツンとあっても、何の役にも立

ちません。品質管理システムに組み込まれ、サンプルを無くすことと、不良対策が結びつけば、不良

対策＋５Ｓとなります。」「なるほど、早速対処します。そこまで徹底してものごとを考えたことが

ありませんでした。これはアイデアですね！」「世の中では P-D-C-A と言う方がおられます。多分、
どこかの学者が P-D-C＋CAですが、この Corrective  ActionのＣAの Cを落とした方式です。この
P-D-C-Aとなってしまうと、いい加減なプランでデタラメでもよいから行動してみて、チェックする。
その状況を見て始めて正しい方向を探る行動するという方式になってしまします。これに対して、品

質管理のオリジナル・システムはＰ－Ｄ－Ｃによる品質管理方式は計画をしっかりと立て、計画に基

づく活動をして成果をあげる。また、その結果を計画と比較しながら、より高い次の計画づくりへ移

行する方式です。なお、Actionは一流を狙った未来の品質レベルを意味します。ISO9000シリーズで
は『継続的改善への活動』とされていますが、A は、品質一流化という目標設定を意味し、その具体
化へ P-C-Cをスパイラル・アップさせる目標を意味します。昔から、管理にはこの方式しか無いので
すが、日本では Aを“見直や反省のための行動”と説明する方がいます。だが、Doが活動であること
を考えると全く理屈が合いません。先の不良サンプルは P-D-C＋A方式で運用すべきです。すなわち、
計画段階で原因、担当、期限をつめ、良品を計画通りつくる、という行動をとることが大切です。不

良は問題発生前に早く対策を促す信号のような扱いです。サンプルを教材に早く問題のきざしをつか

む行動を通して、不良対策の教育と効果をあげることを同時化すべきです。」「なるほど、私たちは
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P-D-C-A をお題目のように、ただ、考えずに、本で学んだ内容を実施してきましたが、意味が全く違
うわけですね？」「そうです。P-D-C-Aと P-D-C＋A方式は全く違います。」「改善はスピ－ドです
か？」「そうです。特に、不良問題は、ヒヤットという問題予備軍が発生した時点に問題対策を図る

ことが重要です。この対策を促すための知識を担当者に与えるのが不良サンプルの役目です。皆に知

らしめる役目は二の次と考えます。」「なるほど！・・・」ということで T氏の現場指導が続いたわ
けですが、N工場では、ここの記載した内容の実践で不良は急速にゼロ接近しました。 

 
【コメント】  
 T 氏の指導にあったように、不良対策は顧客に迷惑をかける最大対策内容です。従って、何として
も、まず、社内不良ゼロからヒヤット対策を図り、クレームの発生が無い生産体制を確立することが

必要です。日本のものづくりは不良対策と共に伸びて来た歴史があります。かつて、カメラはドイツ

製のライカ社の製品が一流と言われてきました。しかし、日本のカメラ・メーカーはこの一桁上のタ

ーゲットを定めて、その実現にチャレンジしました。また、これが、「カメラは日本製品が一番」と

いう地位を築いた歴史です。この意味で、今後も品質戦略への取り組みは、現状をはるかに超える目

標設定が企業で売れる物作りの原点となります。N工場における Y氏の今回の内容は、一見、厳しい
注意です。だが対策を早急にすべき事項ばかりです。この注意の後、この N工場では品質管理システ
ムの運用・機能とアウトプットが見直され、不良対策が急激に進展したわけですが、極めて当たり前

のことを進めれば、成果は自然に出てくる例を示しています。多くの企業が ISO9001を取得されてい
ますが、しかし、この例のような品質マネジメント・システムではなく、現状のマネジメント・シス

テム事態が持つ不良に気がつかない例は意外に多い状況です。この意味で、「御社でも、一度は、下

図に示した P-D-C管理の本来のあり方との対比を！」と願う次第です。 
 

ISO9001の活用効果をあげる重点内容の理解へのガイド

超一流品質目標へ

P
D

C

P
C

D
P

Act.

① ISO9001の適用に当たって規定が最も重視している内容について
　は規定１に記載
　　「この規格は、次の二つの事項に該当する組織に対して、品質マネジメントシステムに関する
　要求事項について規定する。」
　　a)　顧客要求事項及び適用される法令・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
　b)　品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、
　　並びに顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項へ適合の保証を通して、顧客
　　満足の向上を目指す場合

②P（計画）、Do（Pに基づく活動）、C（その結果の監視と報告）
　　 Act.（その実施状況の継続的改善）　　　　　　　　　　　　2000年にISO14001にリンクして改訂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記の違いは次のページもご参考下さい。

　　　【参考として】
日本的P-D-C-A活用サイクル

P

D

C

A

③規定全体を読んだ結果、

　　実務的に各職制や組織で
　　役立てて、効果をあげる要点

規定の読み方
　①　組織で分担して読む。
　②　規定を見て問題となりそうなことを
　　　見つける（他社事例も参考にする）
　③ リスク対策の考えで

　　各種対策を図り、問題発生を防止する。
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