
３－３ ボトムアップ方式は経営改善の全てか？ 
 
 海外の企業にセミナ－に招待されると、熱心に日本の手法の勉強がなされている企業を拝見します。

また、時には、フィーバーに似たお話と共に「○○活動でこの様な成果が出た！」というお話を聞く

ことがあり、このような企業では、小集団活動、TQM、TPM、５S、カイゼン、CI（Continuous 
Improvement）、JIT、・・・・ という手法が各社で取り入れられ、「ボトムアップでこの様に企
業が変わった！」というお話です。日本における生産方式が高く評価されていることに有り難い感を

持つわけですが、時々、この様な手法が欧米やアジア諸国で取り入れた背景を日本企業の方々は正し

く評価する必要があります。その理由は、日本の事情とは多少異なる点、欧米やアジアでこれらのボ

トムアップ方式を取り入れた内容には次の様な事情があるからです。 
 １）、階級制度のなごりを改善したい。 
   かつてはトップとスタッフが現場の管理を切り回して来た企業にこの例を見ることが多い状況

です。過去、海外の多くの企業では、現場に働くものは上の指示で働くことが義務づけられて来

た文化です。奴隷制度のなごりとはまでは言いませんが、言われた内容を忠実に守ることが現場

で働く作業者の責務だった風土が、もし、提案をすれば、その内容の是非はともかく、管理者や

スタッフのやり方を中傷すること扱いを恐れる実情です。しかし、経営トップやスタッフの方々

がボトムアップの提案を見ると、スタッフが逆立ちしても気づかない内容が提案されることに、

多くの企業トップが始めて気づく、そうなると、従来の管理方式に反省が起き、日本式改善方式

を重要視する例です。 
 ２）、離職率の低減をはかるため。 
   海外においては定着率がレイオフと同じ位に常識的になっています。しかし、国内外を問わず

「優秀な人は定着率をあげたい」という要求は同じです。そこで、この対策にボトムアップの討

論や改善の取り組みを行った結果、大きな効果があがると、小集団討論形式を重要視するわけで

す。このようなニーズを持つ企業に日本の方が訪問すると、必ずといって良いほど、「企業への

愛社心の醸成にボトムアップ方式が役立っている」と自慢話をされます。 
 ３）、経営への影響を考えて。 
   「ボトムアップを行っている企業は儲かる。日本の企業は皆ボトムアップをやっているから儲

かっている！」という話が、どこかの先生方や企業指導者から持たらされる例が多数あります。

そこで、成果があがった企業へ行くと、壁の周りにビラと写真、改善への標語と共に、お祭りさ

ながらの表示がなされ、その企業のトップは顔を真っ赤にして、ボトムアップの効果を語る例で

す。本当に効果が挙がっている内容より、企業の宣伝が主体と見た方が良いが、過剰な程にボト

ムアップの効果を強調される状況です。日系企業の影響を受けた企業、過去、日本で小集団活動

を手がけておられた方が経営トップ層に入って活動する企業にこの傾向は強いようです。また、

日系企業から注文を取るための手段にボトムアップを活用している例もあります。 
 ４）、日本では喰えない？コンサルタントのグロ－バル展開力を借りて。 
   次のページに示すように、日本国内では、ボトムアップの手法は既に盛りを過ぎた状況です。

このため、かつて企業を指導してきた先生方も、営業規模が日本では低下の傾向です。そこで、

グロ－バル化の名のもと、海外への展開を考えた方が多くおられます。この種の仕事をしてきた

先生方は「海外展開にはエクセラントな事例が必要である」ということで宣伝します。すると、

今まで管理技術は導入していなかったが、いよいよ人件費問題が経営負担になりつつある企業や、
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製造技術や特徴ある製品で飯を喰って来た企業が、経営的に力が落ちてきた時期を見て改善手法

を探すわけです。この様な企業はぬれ雑巾ザバザバといった状況で改善の種が転がっています。

丁度、かつて、日本の一部に見られた、中小のメ－カ－が管理手法を導入した内容と同じ条件で

すが、そこへ、日本では古くなった改善手法を投入すると、革命的という迄の効果が出るわけで

す。また、この様な内容を現地企業が宣伝すると、関連地区企業は手法導入に大きな興味を持ち、

これが、雪だるま式にある地区で広まり有名になるケースです。その結果、その地区では「新手

法導入！」ということでフィーバー状態になるわけです。 
 ５）、トップの交代が早いので早く効果をあげたい。 
   一般論ですが、「欧米のトップの人気は短い」「ヘッドハンタ－制度もある」「時のトップは

自分の任期中に成果をあげなければ、地位を剥奪される」という話しがあります。ここで、短期

交代した経営トップ全てが改善に堪能である人ばかりではないわけです。その様な状況では、他

社で、自分の考えと合った様な改善手法があり、効果が挙がっているのを聞くと、即、導入の行

動となるケースです。短期決戦が条件です。また、出来るだけ見栄えがする方式が良いわけです。

そうなると、ボトムアップ方式は、金がかからず、見栄えは抜群という要素を多数持っています。

また、スタッフを駆使しても出てこない泥臭いが有効なアイデアや、ボランティアによる改善に

は、金が掛からず、従業員満足も得られること、また、人の改善意欲と顧客満足志向の徹底が図

れる効果は金に変えがたい内容という局面を持つ小集団活動は、この対策にうってつけ、短期で

活動する経営トップは考えるわけです。このため、勢い、自分の名をあげるため、この種の手法

の導入を派手に行うわけです。 
 

小集団活動の変遷~各社の活動変化
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品質・作業の見直し

海外資材調達

生産リードタイムの
減

物流の見直し

技能者の能力アップ

1970年代
①参画社会をつくる
②持ち株制度

③現場力の見直し
　主に、ZD・TQC・JK運動を
中心に各社で発達

数年間最高位

1980年代
現場放任型

小集団活動
に問題発生

テーマ不足

　　　　　　1990年代以降
経営直結型小集団＝トップダウン

＋ボトムアップ活動融合型として
具体的経営課題を受け、チーム

マネジメント、プロジェクト・チーム
型の活動・職制一体型活動となっ
ていった。  

 
 以上の内容の一部は日本で培ってきた小集団活動の内容の一部を現地事情に合わせて活用した例で

す。国とニ－ズが違っても、いくつかの要素が現地で適用可能な内容が多いため広まった例ですが、

日本との条件や扱いの違いは見逃すべきでは無いと考えます。そこで、この様な条件を知りつつ活動
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した K氏談から、品質改善に対するテーマを中心に、海外で行ったボトムアップ方式に対する指導内
容を紹介することにします。なお、要点はボトムアップ一辺倒では限界をきたす！というのが論点で

す。反面教師とは言いませんが、海外で仕事をされる方々や、この面で、国内で企業体質改善に当た

られている方々の参考になれば幸いです。 
 「当社ではボトムアップ方式を入れてから企業が大きく発展しました。」「それは良いですね！」

「日本ではボトムアップはいかがですか？」「そう、日本では 1970代は確かにフィーバー状況でした。」
「今はいかがですか？」「今は定着し、沈静化しています。このために、多くの企業では昔の様に毎

月２時間程度の時間を設けて、小集団活動を集中的に行う企業は少なくなりました。人も少なくなり、

生産も多忙、その様な条件もあって時間が取れないためです。今、考えると、昔の小集団活動は、今

の時代を想定した練習だったかも知れません。生産しながら、少しの時間を利用して改善をスピ－デ

に進める企業が多い状況です。でも、発表会の内容を見ると、業務と一体化した内容各所で発表され、

質はどんどんと挙がっている様に思います。私も企業にいた頃は小集団活動の指導を担当してきまし

た。しかし、私の指導は経営側からテ－マを出し、小集団活動は自由にやってもらう方式でした。グ

ル－プをつくり、テ－マを自主的に考え、改善を進める方式とは大分ちがっていた様に思います。で

も、他社や他職場ではその様な方式でも効果を挙げていた様ですよ！」「やはり、日本は進んでいま

すね！我々は 30年ほど日本から遅れている様に思います。」「そうですか？そうでもない様に思いま
すよ。現場に出ていた改善の内容を見せていただくと、日本とは差が無い様に思いましたが、・・・」

「いや、まだまだです。」 
 「貴社はどこでこの様に素晴らしい改善方法を習われましたか？」「日本のＳ先生のご指導です。

ご存じですか S 先生？」「いや、JMA だけでも 500 名以上の指導者がいますが、ほとんど名を知り
ません。また、S先生は JMAグループの先生では無いようですね。世の中で有名な方は別ですが、そ
れ以外は、仕事で会うことも、話をする機会もありませんので、申し訳ありませんが、そのＳ先生は

存知あげません。」「そう、確かにＳ先生は JMA所属ではありません。Ｃ社というこちらの会社の方
です。聞くところによると、有名な自動車会社を退職されコンサルタントとしてこちらにこられたそ

うです。書か何か発行されていますか？」「いえ、ノウハウは書に書けない。だから、直接指導する

ということでした。」「では、なぜ？私に今回の改善指導を頼まれたのですか？」「それにはわけが

あります。実は、現場の改善はこの様に活性化しているのですが、改善効果をまとめると、何と、経

営に対して１％にもならないのです。日本ではボトムアップ効果が出ていると言うのに、なぜ？わが

社ではその様な効果がでないのでしょうか？それをお聞きしようと思って、我が社にご訪問願ったわ

けですが、もう、５年もボトムアップ改善方式を続けています。最初の年は放っておいても、面白い

位に効果がでました。以降、改善活動は活発になるのですが、このところ改善効果が落ちてくる一方

です。Ｓ先生によると、「本物になるのに数年は掛かります。」というご指導でしたが、このままで

は、やがて、この活動の是非が経営上の問題になります。」「そうですか？種が尽きたわけですね！」

「ハイ！私にはそう思えます。Ｓ先生はもっと時間を掛け、真剣にやれ！と小集団の意義とムダの見

方を指導する研修を企画したり、他社見学のアレンジなどを計画されている様です。Ｓ先生には内緒

ですが、それで効果があがるのでしょうか？」「申し分けない。私にはわかりません。冷たい様です

が、Ｓ先生に詳しくお聞きになることが懸命である様に思います。ただ、一つ助言ですが、Ｓ先生に

経営分析をお願いされてはいかがでしょうか？私達の方法は次のページに示すように、経営分析のデ

－タと共に、貴社の改善の要点がどこにあり、小集団のテ－マをどの様につなげて、どの様にやれば

効果につながるか？という解析です。」 
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　トップダウン＋ボトムアップ融合化の手順

トップダウン＋ボトムアップ融合法

【手順１】　「会社＋個人の育成」をテーマに
　　　　　　　自由な意見をメモでもらう
　　（具体的問題、希望、強化すべき点など）

【手順２】　「カードが語る」方式で、「名詞＋
　　　　　　動詞」で要求をつかみ名札カード
　　　　　　をつける。・・・・・繰り返し　　

【手順３】　類似の要求をまとめ、グループ
　　　　　　要求内容に「名詞＋動詞」の
　　　　　　グループカードをつける。・・・
　　　　　　繰り返し

【手順４】　５~６件の島になったら、関連図化
　　　　　　し、全体を広げ、大きな図にする。

【手順５】　図に、①直ぐ出来るもの　　　　　
　　　　　　②将来計画で検討
　　　　　　③不可能の区分を付ける
全員に示し、思想と実施内容を明確化する

　あるべき企業の活動
理念、目標、行動指針など

①製品革新、②製造革新
③収益・財務の革新計画
　~人材育成・評価思想

総合目標

最適問題解決手法　　各工程の課題と
　　　　　　　　　　　　　　目標~実行担当

ボトムアップ要求・見える化

 
 
「その後、Ｓ先生が計画しておられる作戦に経営目標を定めて行動されてはいかがでしょうか？」「な

る程、それなら、素人目にも改善の内容と経営効果の結びつきがわかりますね？」「そうです。トッ

プダウンとボトムアップの結びつきです。トップは予算を持っていますよね？」「ハイ、厳しい内容

です。我々は、その達成がタスクであり、給与に関係します。」「その様な内容に対して、提案や小

集団活動のテ－マがどの様に、どこに関係していますか？」「いや、ただ一生懸命やっていれば、効

果につながると思ってやっていました。」「それでは、だめです。一般に、小集団を組むと、やさし

いテ－マをやります。導入期はそれでも良いわけです。効果も出ます。しかし、改善の方向はバラバ

ラのはずです。」「その通りです。K 先生に見透かされているみたいですね、われわれの活動を！」
「その様なノウハウを私は持ち合わせていません。自分の企業における経験からお話しているわけで

す。」「そうですか！」 
 「ハイ、この様な例がありました。ある企業で TQC研修を進めた時のことでした。全社で最も QC
に詳しい方が研修を担当したわけです。その方が研修を担当していた時のことでした。初年度は効果

が出ました。発表会が盛んに行われました。その当時、私は、その研修には関係していませんでした。

その社のトップは大喜びでした。そこで、更に研修を広げる様に指示したわけです。しかし、品質意

識と活動、発表会のテクニックは腕をあげたのですが、効果は落ちる一方でした。しかも、事前検討

で防げるはずの簡単なミスが再発するわけでした。トップは「QC研修の指導者が悪いのか？内容が悪
いのか？それとも、受けた受講性の理解・実施程度が悪いのか？を調べて欲しい！」と、私に要請し

て来たわけでした。このトップの方の行動は素晴らしいと私は思いました。私はまず、研修の内容を

見ました。担当者を責めるつもりはありませんでした。どこの企業でも同じ様に QC 研修がなされて
いて、内容にそれ程の差異はないことは、既に判っていたからでした。そこで、私は、システムその

ものに疑問を感じたから調査をお受けしたわけでした。第一、担当者には内緒でも、その方の批判は

失礼ですから！調査の結果ですが、問題は３点ありました。 第１点目は品質改善の７つ道具は結果

をまとめる内容であることが判った点です。下の図に示したように、デ－タという結果をまとめてか
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ら、統計処理して傾向を見る方式ですが、この方式は 1980年代末に欧米から否定されました。 
 

１９８０年代末・欧米視察団の報告内容から

視察団が組まれた動機
　「日本ではTQC全員参画品質改善活動にQC手法を使っている。」
「QC７つ道具という形で、主に統計手法を活用して品質向上を図って
いるそうだが、その実態を大いに学んで、お手本にしよう！」
「視察の目的は、
　① QC手法は事前検討、DR段階で使う手法である。
　　　タグチメソッドとTRIZの内、日本から導入したタグチメソッドはNASA
　　　のアポロ計画で力を発揮し、産業界に広まった手法！
　②統計は製品実現の検討段階（DR：Design Review）で使用する手法
　　　従って、優秀な日本の現場関係者達はデザイン・インに加わり
　　　TQCを展開していると創造される。

視察の結果わかったこと
①発表会＝小集団活動だった。
②発表会の後付け資料として

　　統計解析データを化粧の道具
　　として活用している。
③事後処理に統計解析を使う方式

　は「新郷先生」が言われた『死亡

　診断対策』そのものである！

結論
DR段階で活用する
手法は世界に広げる
ベキではない！

「以降の視察団は
中止せよ！」
　となった。

見て
　がっかり！

賞狙い発表会のイメージ

　改善は３日で完成したのに、
発表の資料作成と練習に２ヶ月
も費やす？  
 
その理由は、火事を起こしてから火消しをする内容であり、火事を出さない予防が勝るわけです。

当然、問題が発生していることは現場におられる方々は知っています。それを纏めてから、行動する

方式は問題です。問題の発生を認める統計手法利用は世界に存在すべきでは無いのですが、一部の日

本企業ではやっていたわけです。効果が挙がったのは、デ－タを纏める前に問題となる原因を現場の

方々がつかんでいたからです。ですから、「3 日で改善、資料づくりに 2 ヶ月」という奇妙な活動に
なるわけですが、この種のことを中間管理者が現場に強要していたことが問題だったわけです。事実、

現場関係者に本音を聞くと、「判っていたが会社のイベントなので、・・・」ということでした。 
 第２点目は３現主義と７つ道具の活用が何も関係づけされていなかった点です。要は、不良を認

める手法を勉強したわけですから、下の図に示した T社の JITにおける発生時点にラインを作業者が
止め、問題発生時点に現場で対策するストップひもの考えも、新郷先生が打ち出したポカヨケの考え

もそこにはなかったわけでした。研修を受けた生徒さん方は、研修で教えられた QC のセンスを駆使
すれば良かったわけでしたが、それはやらず、丁度、自動車教習所で初心者が取る行動を、プロの免

許取得者が現場で行っていただけでした。研修をやればやる程、基本をやる。従って、簡単に効果が

出るものでも時間をかけて効果を出す様になったわけでした。従って、効果は少なくなっていった状

況です。本来、問題解決というものは、基本の応用でなければ題は解けないのに、その活動も少なく

なって状況でした。碁でもチェスでもそうですね？定石を知っているのは基本。しかし、定石では勝

負に勝てないわけです。この様になった原因は、 
 第３番目の内容が関係していました。この企業を指導する先生が、７つ道具を現場で活用して次々

と問題を解く行動を取っていなかった（お手本を示す行動を取っていなかった）点です。要は、畳の

上で水泳を教えるだけ、畳の上で泳ぐ教育を行い。生徒も満足していたわけでした。これは、剣道の

先生の心得ですが、先生のランクは次の様になるそうです。 

 71



　ＪＩＴにおけるｽﾄｯﾌﾟひもｼｽﾃﾑ

ＪＩＴ（ジット）－ジャスト・イン・タイム生産におけるストップひもがこの対策のー例として有名です。
　組立ラインでは不良が発生するとライン停止を図り原因究明を図る方式です。

 
 
 ・ 凡庸な教師はよく喋る。 
 ・ 良い教師は説得する。 
 ・ 優れた教師は示す。 
 ・ 偉大な教師は火をつける。 
  

統計の活用・ご注意チェックリスト

ﾎﾟｶﾖｹが不良の分別機やアラームの繰り返しの機能しかないのでは？１３

技術者が現場に渡した標準書の内容で実際に良品がつくれるか？１２

目で見る管理が現場で不良対策に直結しているか？１１

小集団活動でQC７つ道具が不良対策にどのように役だっているか？
発表会の賞狙いの後付資料になっていないか？

１０

Ｐ－Ｄ－Ｃシステムが品質改善、ヒヤット対策にどう関係しているか？　９

不良統計やデーターの集計、定期的な図化を不良撲滅にどのように役
立ててきたか（過去記録と意識づけが不良撲滅に役立つのか）？

　８

標準化の整備、見直しは不良撲滅に本当に役立っているか？　７

品質宣言、不良対策５原則は現場で不良対策にどのように役立つか？　６

３現主義は有効だが、どのように実施しているか？

　日常業務では？重大問題では？

　５

ISO9001の品質マネジメント・システムは品質改善と直接的にどの点が
どのように関連、貢献しているか（特に標準化の活用は）？

　４

品質会議は何のため？どこでやっているか？

　３現主義なら現場で、発生時点のはずだが、・・・

　３

QC７つ道具は原因不明に有効か（特性要因図が原因究明に有効な手
法だがブレーン・ストーミングの道具になっていないか）？

　２

意識教育だけで不良は減るか？　１

　　　記入欄　　　　　　　　　　　　　チェック・ポイントNo.

 
 
私が、この様な基準を使って、今回、先の指導法を評価して行った結果、品質改善のプログラムに

 72



次の様な欠陥があることがわかりました。品質改善の研修をする。実態は研修で習ったことは何も使

っていない。しかし、発表会で皆がデ－タを整理するのに７つ道具を使っている。トップの方はその

問題に気づかない。このため、実際の不良対策は別の方法で対策されているのに、効果があがる手法

を使っている！と信じてしまったわけでした。前ページの表をご覧下さい。データ解析と討論や会議

だけでは不良撲滅が出来ない注意です。 
この問題は、トップ自身にはご経験がない内容だと思います。不良撲滅の方法に見た目、何も問題

が無いように見えるからです。ましてや、多忙な企業トップの方々が、ご自身から現場に出て解析す

るとう行動、すなわち、中身に立ち入るハズも立場でもないわけでした。従って、悪意はないが、不

良改善活動をストップさせていたわけです。当時、この報告をしても、この企業の方々は、最初、ポ

カンとしていたし、私の言を誰も信じませんでした。ところが、幸いなことに、新郷先生と JIT の成
果を示した各社で”工程で品質を造り込め！””問題は３現主義、発生時点で捕らえよ！””死亡診

断書をつくるな！”という内容が、実践事例と共に持っておられたので、その対策の要点と、新郷先

生のポカヨケの書の中から『死亡診断対策の禁止』という内容を見せました。そると、皆さんの顔色

が変ってきました。想像ですが、皆様は、そこまでは読んでいなかったようです。JIT 対策は全て現
場主義です。現場で事実を見ながら対策する方法です。部屋に集まり、想定原因を挙げて大きなビラ

に項目を書くより、現場、現物で問題の要因を探り、現場で手を打つ対策の方がはるかに効果的です。

まず、この様な取り組みが出発点です。しかし、ある企業でこの変革を行った時、かつての教育のク

セを取るのには大変な時間が掛かってしまいました。机上での説明、現場へ行っても、ビラによる説

明よりも、現象を発生する設備や人の手順を細かくみる（観る。看る。監る）ことに重点を置くべき

です。そうしないと、説明する程度のどうでも良い教師に止まってしまうからです。」「そうですか？

そう言えば、Ｓ先生は現場へほとんど行くことはありません。行ってもビラを見て話を聞く程度です。」

「なる程、では、私がやっている様に、事例を基に、もう少し、会社に残ってもらってお手本を作っ

ていただいてはいかがでしょうか？」「そうお願いしてみます。」「しかし、Ｓ先生は私と違います。

従って、その様な手間のかかることはしないで問題を解く方法をご存じかも知れませんので、私が「や

れ！」と言った、などとは決しておっしゃらないで下さい。」「当然です。私が貴方に相談をかけて

いること事態話してはいけない秘密と考えている位ですから、・・・」「そのお話をお聞きして安心

しました。更に、話を続けたいと思います。今の QC のお話は、経営課題の一つの例です。同じ話は
生産性向上対策の IEについても、また、納期短縮をテ－マとする JITにも、５Sにもあります。要は、
論理が先行して、形が走り、本質が何だかわからないまま行動してしまい。手法の完成に努力する割

りには効果が出ない現象です。その最大の内容が、トップダウンがないままで、ボトムアップの改善

に頼る現象です。JMA ではトップダウンとボトムアップの結びつきに TP 展開図を活用しています。
この図を使って 1 件づつ不良ゼロ対策を図った例を次のページに示すので、ご参考下さい。企業には
多くの課題がありますが、その中で、重要課題を決めてトップが示すことが重要です。そして、目標

値と貢献値を示した上で施策をボトムアップで求める方式です。一般に、現場から出てくる提案やテ

－マを個々に見てゆくと、１件１件は実に良い内容です。しかし、今、会社がやらなければならない

重要課題と直接的に関係しているのでしょうか？また、ボトブアップで提案されてくる案以外に、も

っと効果のある案を請求すべきでは無い場合はどの様にそのテ－マを評価するのでしょうか？企業は

限られた時間と資源で目標を達成してゆかなければなりませんから、アイデアは貯金箱に入れておく

ことにして、丁度、貯金箱をダムとすると、方針に従って、目標達成に必要な内容だけを蛇口から抽

出することが必要ではないかと思います。この様にしてトップの要求とボトムアップで提案されたも
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のを結びつける活動は、単に、ボトムアップで活動する場合とは大きな差が出ます。 
 

　Ａ社における不良対策？管理グラフ
　　　　　　　　　　と改善後の取り組み結果

0

5

10

15

20

25

1 ヶ月 2 ヶ月 3 ヶ月 4ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 ９ヶ月

不
良
発
生
件
数

対策検討開始

当初定めてきた
　　工場の半減目標
これは何を意味するの？
半減まで不良を
　　　　　許すのですか？

過去実績１５件／月
の平均値

この数値は難/易
という製品構成に
より上下してきた
ことに注意！

統計は１件づつのデータが
集まり全体を構成そこで
１問題→１原因→１対策
を現場、現物対策した。

統計は１件づつのデータが
集まり全体を構成そこで
１問題→１原因→１対策
を現場、現物対策した。

ゼロ達成
～その後も
　　　継続！

 
 
次の例ですが、これは改善を総合的に取り組んだ例です。なお、ある企業で自由放任式の小集団活

動とトップ指導による経営直結型小集団活動（一種の予算直結型プロジェクト形態の改善活動）の比

較を実験的に行った内容です。まるで、人体実験の様な内容なのでデ－タは全く公開されていません

が。４万人規模の大企業、Ｎ社で大勢が働く、同じ人員、同じライン構成の職場で 4,000 人を対象に
次の様な実験がなされました。 
 Ａ：ボトムアップだけで自由に改善を進める方式 
 Ｂ：トップの目標を明確化した上でボトムアップの提案を受ける方式。当然のことですが、今期の

目標に関与しないテ－マは貯金箱に残した。不足の部分は、目標達成までのアイデアを皆から求

めた。また、その様にして選ばれたテ－マは達成に最も適任と思われる人を募集、選出して全員

にテ－マを割り付け、時には、職制や職場に関係なく、チームを編成して対処してもらった。 
 Ａ方式は極めて活発に小集団活動が行われたそうです。活動はワイワイ、ガヤガヤ、時にはボラン

ティアの活動もあり、大変に活発だったそうです。Ｂ方式も似た活動内容でした。活動上の差異はな

かったかに見えました。しかし、結果は大きく違っていました。品質・生産性・納期すべての内容を

総合指標として比較したわけですが、Ａ方式はたった 3%の改善結果に対して、Ｂ方式は経営目標に定
めた 20%達成を見事にしていたからです。もし、この実験内容を従業員の方々に紹介したら、パニッ
クになると思います。しかし、この数字は事実です。他にも、同種の実験をした企業が数社あります。

当然のことですが、企業名もデ－タも極秘です。でも、事実ですから、この内容を信じてください。

「私は Kさんのお話を信じます。そうですか？ボトムアップ万能論を信じていましたが、言われてみ
れば当たり前ですね。皆には力がある。一生懸命やる。しかし、チームとして勝てない。その内容は

サッカーやラグビーのチームが勝利する内容に似ています。作戦に従って、力を発揮するか否か？で

すね。」「流石、良いたとえを話されますね。」「なぜ、その様な簡単なことに今までわが社は気が
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つかなかったのであるろうか？」「多分、Ｓ先生の説明と他社の事例をお聞きになって、努力が足り

ない！もっと研修を受けなければ、と思われたせいかもしれませんね！Ｓ先生が極秘技を教えてくれ

るまで頑張らなければ、と思われたのではないでしょうか？」「そう思います。あれ？さっきの品質

改善の話と同じですね。これは！」「その様になる様ですね！でも、御社はボトムアップの形態がシ

ッカリできておられます。あとは、トップダウンの目標を従業員の方々に上手に示される点を補強さ

れるだけで、大きな進展が期待できるのではないでしょうか？」・・・・というわけで、今までの方

法を大きく変えて不良対策に当たってから 4 ヶ月、見事、過去発生していた不良はゼロとなりまし
た。・・・」という指導内容です。 
 
【コメント】  
不良対策は物理現象です。原因を除去しなければ、当然、再発します。全員が知恵を集め、わいわ

いがやがやと行う会議より、3 現主義：現場へ出て、現物・現象をみて、現地で対策することが重要
です。ISO9000の 8大原則の 7番目に「事実に基づく意志決定」が記載され、不良の原因除去を進め
ることを基本にすべき行動様式が出ていますが、この実践が第一歩です。増してや、ISO9001:1994
にあった「統計の扱いの明確化要求」とは、「統計は、問題が起きた内容を 1 件づつ集めるべきでは
ない」という注意であり、「問題が起きなければ統計不要の品質マネジメント・システムになること

を意味する」わけです。本来、統計は事前検討に使うべきツールです。要は「新製品開発段階から不

良を出さない証明を図る」ということが基本なのですが、不良が出るのを待って対策する。わいわい

がやがやと不良統計を基に討論する、・・・といった方式は世界に存在すべきではないのに、誰かが

教えて日本に広まっています。この種の会議は事実に基づかないので、“怪疑”という文字を使うべ

きと筆者は教えられました。皆様にも、下の図を参考に、問題を現場、現物で事実でとらえる。問題

発生予備軍であるヒヤット段階で問題をとらえ防止する、という活動をお願い致します。要は、「火

のないところに煙は立たぬ！」という下図を利用され、原因除去をお願いしたいわけです。 
 

　３現主義に使うべき“みる”という行動様式

好ましくない“見る”＝眺める

感激、安心、ゆとりに向く

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＝完全か？
　　問題ないか否かを
　　点検簿と比較した調査

チェックリスト

理想状態との

差を見つけて
あるべき姿

　に戻す

物理量を検査機器
でつかみ、問題の

有無や発生メカニズム
を検証する

事実、事象を客観的
手段でとらえる

（問題やメカニズム
　　　　を目で見る）

その他　視る。診るの活用も有効であるが、ここにはよく使う３種を推奨した。
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　原理図化法と原因ｰ結果、メカニズム解析

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

　不良発生は物理現象としての解析と、事実情報やデータに基づく、原理の証明が大切です。もし、この図化が
なされ、しかも、子供が見ても解るまで物理的メカニズムとして発生原因と結果の関係が示せたとしたら、その事
が問題発生原理がよく示せた、という実証になります。また、この解析に当たっては、1問題→1原因→１対策で
解析を進めることが大切です。

事実情報

データー

物理現象と

して証明する＋

 
 
加えて、わいわいガヤガヤ式を推奨する改善活動と、経営課題を直結して進める方式の差は大きく、

この対策には下に示したような考えでボトムアップテーマとトップダウン課題を融合して示すことを

お勧めします。要は、国内外に関係なく、「テーマ先にありき」の改善と「事実に基づき現場、現物

で行う」改善が改善の基本であり、後はウエイトづけと経営との関連明確化がマネジメントの基本と

なるからです。 

小集団活動の目的を図化すると

故障のムダ

モノづくりで一流を追求する！

不良のムダ

仕掛のムダ
動作のムダ

事前検討不足

立ち上げのムダ

経費のムダ

力量 改善する
仕事を
　見直す

仲間

個人

会社の
　発展のため

高める

お客様
のため

家族と
　自分のため

一体化して活動
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