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はじめに 

 
 不良発生は下の図のように大きな影響を及ぼします。加えて、第一線で顧客

と直接接する営業の方々はクレーム処理というムダで後ろ向きの仕事が発生し

ます。このため、お客様のニーズをつかみ、よりニーズにお応えする基本内容

として、小冊子的に、今まで、メーカーの営業部門の方々に研修してきた要点

をまとめました。どうぞ、ご利用と、益々のお仕事の価値を高める一助になれ

ば幸いです。 

 

　　　品質問題を例とした対策コスト

　２００億円（2007年予測）携帯電話用リチウムイオン電池　　　G社

　　１６０億円(2007年）　　洋菓子　　　F社

　　　　非公開　　自動車　　　E社

　２００億円　湯沸かし器　　　　D社

　２４９億円（2005年度）　ＦＦ式石油温風器　　　C社

　３００億円強(2006年度）　原子力発電所のタービン　　　B社

　５１０億円(2006年度）　PC用リチウムイオン電池　　　A社

　　　対策費不具合が生じた製品　　メーカー

　不良対策コスト算定項目を記載する前に、昨今、報道された中から、不良対策に要した各社の対策
コストを紹介した例を下表に紹介することにする。

次に、『品質コスト』と称する項目を列記することにする。
(1)品質が向上し、不良品が減少する（材料費、ムダ工数の低減）。(2) 品質のばらつきが少なくなる
（無駄な手直しや仕分け、検査や監査の減）。(3) 工数低減ができる（残業、不良対策会議、不良報告書
などの作成減）。(4) 製品製造~販売に自信が生まれ、顧客信頼を得た販売ができる（注文増）。(5) 不良
生産分が、そのまま生産量増加に転用できる（売上増）。(6) 合理的な生産計画が立てられる（生産納期
の信頼性向上、特急・特別便のための事務費、発送費用の低減など）。(7) 検査、試験費用が減少する
（無駄な費用と間接部門の費用減）。(8) 原料供給者との契約が合理化される（教育や会議、受け入れ検
査の減）。(9) 現場から（うそ）のデータがなくなる（目にみにくいコストの減）。(10) 不必要なデータ
をとらなくなる（無駄な事務、会議や資料作成の減、さらには、前向きな仕事が進むメリットの増）。
(11) 皆が率直に、ゆとりを持った仕事や人間関係、融和のひとつになる対話やコミュニケーション、モチ
ベーション高揚の基になる（目にみにくいコストの減）。 (12) 装置産業の場合、設備の修理や増設が合理
的に重点的に行う、ゆとりができるようになる。(13) わざわざ5S運動の整理・整頓のムダ作業、仕損費の
減が図れる。(14) その他、仕掛低減、技術伝承・練磨時間の増加など
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                （社）日本能率協会   

専任講師 中村 茂弘  



１、 品質改善の基本事項 

（１）なぜ今また品質改善？ 

品質問題は最近、その重要度をましてきています。品質問題が起きると企業や

関係者にどのような問題が起きるのでしょうか？知るところを記載して下さい。 

逆に、品質改善が他社に比較して飛躍的に躍進、または、顧客に認められる状

態を達成した企業に起こる内容と事例について知るところを記載して下さい。 

【メモ欄】例は次ページ（古くても新しい話） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題事例と問題の内容 

品質改善で飛躍を果たした事例と内容 
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例：ある営業マンの一言 

  「リクエストの内容に当るクレームは良いが、コンプレイン（品質面で不良が起き、

顧客の怒りを買い、信頼までも失う内容）と呼ばれるクレームが起こると大変さ、前向き

の仕事が出来ないし、嫌な思いだけが残る。能力のある人が、時によってその後だめにな

ってしまう事だってあるから大変だ。第１番に、クレームを受けた人がまず、嫌な思いを

する。お客様の怒声だけでなく、社内でも、その関係部門、時には、関係者が名指しで怒

られるし、白い目で見られるからだ、先の外務省問題を見るとそれと同じことが起きてい

る。どのように過去、頑張ってきたからと言っても認めてもらえないことだって起きるし、

何をやっても疑いの目で見られる状況があるが、あれと同じ事が企業内でも起こる。関係

者は当然、嫌な気持ちで毎日しごとをしなければならないし、そのような汚名を返上する

には多くの年月がかかってしまうからさ。」 

「そう、原因を究明することが必要になるが、原因を探れば、探るほどつまらないアラが

出てくるケースにおいては、全く、その関係者は犯人の扱いとなる。」 

「そう、行く末はあの方々は能力がない、という風評が出る例まである。」 

「人格まで疑われ、あの人には任せられない！という話となる例もある。」 

「最近、問題を起こした食品メーカーY 社の例は、正にそれだ！」・・・・ 

どうも、この話には『不良問題は百害あって一利なし』ということになりそうな話です。  

 

（２）品質改善、その利点 

① 品質改善が出来れば、前向きの仕事が進む。 

  一般に、顧客における不良・クレームは突然発生します。この対策は待ったなし、 

解決するまで時間が取られます。この間、当然のことながら、現在の仕事はストップ、

更に、本来行うべき仕事が進まないばかりか、創造的、夢を実現する仕事は手につかず、

対策が実るまで忙しさに追われる日々が続きます。このような現象を『悪魔のサイクル』

といいます。人生をムダに過ごす悲しさ、企業にとってもコストや時間のムダ、顧客は

ムダな時間と多大なご迷惑をお掛けするので早期の脱出が求められます。 

 「先んずれば、人を制す。遅れれば人の制するところとなる。」の言にあるように、正

循環する企業はムダな時間を前向きに活用できるため、不良やﾄﾗﾌﾞﾙで追われる企業とは

ますます差をつける内容となります。不良は災害やケガと似たところがあります。どの

ように対処がうまくいっても、無駄はムダであることに変わりはありません。 

   

② 品質（含、手直ゼロ）が実現できれば設備のスピードアップができる。 

無人運転ができる。 安心した仕事ができるから仕事のスピードが出せる、という内
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容は、ちょうど、トラブルがない自動車が高速道路で安心して規定のスピードで継続運

転する内容に似ています。スピードレースなら、スピードを限界まであげる取り組みに

なりますが、設備や仕事を信頼して運転する内容と品質向上は大変重要な関連をもって

いるわけです。 

 教訓：「転がる石にコケはつかない」「設備は不良が出たら故障と思え！」 

 

③ 品質改善の狙い、そこから得られる効果（まとめ） 

  (1)品質が向上し、不良品が減少する。 

  (2)品質のばらつきが少なくなる。 

  (3)工数低減ができる。 

(4)無効工数がなくなり、手直しが減る。 

  (5)製品に自信をもって信頼がおけるようになる。 

  (6)生産量が増加する。 

  (7)合理的な生産計画がたてられる。 

  (8)検査、試験費用が減少する。 

  (9)原料供給者との契約が合理化される。 

  (10)現場から（うそ）のデータがなくなる。 

  (11)不必要なデータをとらなくなる。 

  (12)皆が率直に話ができるようになる。 

  (13)装置や設備の修理や増設が合理的に重点的に行なえるようになる。 

  (14)仕損費が減る。 

  (15)対策が早くとれるようになる。 

  (16)仕掛りが少なくなり納期通りの生産がより可能となる。 

 

（３） 不良対策が波及する経営効果、その理解 

   不良・手直しが少なくなれば、人も設備も安心してスピードアップができます。 

では？その効果は？下に示す設問でその内容を整理することにします。 

  〔設問〕 

    1 個の製品を仕上げるのにこれまでかかった時間の 20％短縮できた（品質改善と

ムダ排除の改善の結果）、1 ヶ月にこれまでより 300ｔも多く生産できるようにな

った、といっています。では？彼の職場は 1 ヶ月に何ｔ生産できるようになった

のでしょうか。 
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【解答例】 

    工数を 20％低減しますと、製品を仕上げる時間は 

1－0.2＝0.8 すると同じ時間に 

1÷0.8＝1.25 倍の生産ができることになります。20％の増産でなく、25％の増

産となります。従って、300÷0.25＝1,200ｔが今まで生産していた量ですので、 

1,200ｔ＋300ｔ＝1,500ｔ体制となります。 

 

A 社で、「技術を高め、世の中に貢献する」というモットーがありますが、よい技術を

持っていれば、お客様から信頼され、製品は販売力を高め利益は自ら得られる、という

考え方がありますが、正に、現場で生産を担当し、改善を進める我々が正面切ってぶつ

かっている課題といえます。 

 

（４） 品質改善と原価改善（品質・コストの考え方） 

企業に勤める我々にとって「企業の目的は何か」ということはよく知っておく必要があ

ります。企業の目的はいろいろ考えられるでしょうが、究極的には「企業の目的」は「収

益の向上」といえるでしょう。図１に収益向上と品質改善の関係を概念的にまとめること

にします。 

 

  図１ 品質改善と利益向上の関連図 

   

          標準化 

          他社との差異 

          品質改善努力 

          その他 

 

 

 

        固定費低減 

        ・省力・合理化 

        ・経費節減・・・  

        変動費低減                   製品競争力強化 

・ｴﾈﾙｷﾞｰ、購入資材 VE      顧客ニーズの把握～具体化 

  ・歩留向上、不良減・・・     サービス／リサイクル対策 

                         品質・納期・コストの改善  

過去の技術 

の蓄積 

利 

益 

新製品の創出 
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発展 

未来への 

納期・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの改善 
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（５）品質と品質管理とは、真の特性と代用特性 

「お客様の要求に合った品物を造れ！」という言葉や、「お客様は神様と思え！」とい

う言葉が有名です。自分がいくら良いものを造ったと思っても、相手の立場に立って製

品をつくり提供しなくては何の意味もありません。これは「品質」の本質をよく知らな

いアプローチを意味しています。品質について ISO9000:2000 は「本来備わっている特

性の集まりが、要求事項を満たす程度」とし、JIS Z8101:1981 は、「品質管理とは買い

手の要求に合った品質の品物又はサービスを経済的に作り出すための手段の体系」と定

義しています。この内容を平易にすると、品質とは、狭義にいうと一般的には「その製

品がその使用目的を満足させるために備えている特性」となり、「特性」という意味は「そ

の製品だけが備えている性質」を意味します。いいかえれば「その製品だけが備えてい

る性質であり、その製品のみが果たし得る機能（はたらき）または性質」を示します。

企業は「技術」や「名声」を売っているのではなく、品質を売っているのですから、顧

客に製品を買ってもらっているということは、我々は顧客が要求する「はたらき」を売

っていると、とらえるべきです。このことは極言すると、たまたまそこにその「はたら

き」をする製品があるから買ってもらえるわけで、他にそれより適した働きをするもの

があれば、顧客は当然そちらの方を欲しがるということを意味します。 

 企業では製造工程の中でその「はたらき」をつくることに努力しています。そして我々

はそれを「技術」と呼び、それがあることを誇りにもしてきました。今後もこのような 

  

 

図３　VE（価値分析）の解析思想　

VEの基本　　Ｖ＝Ｆ（機能・働き） ／Ｃ（ｺｽﾄ）

利益

・
○

○
エネルギー費

人件費

材料費

原
価

売値

一般的な見方

ＶＥ原価
低減額

　ＶＥ、価値分析の見方を解説することにします。一般に、左の図に示すようなものの見方をします。
しかし、ＶＥは本来あるべき機能を何とか示し、顧客要求の機能、製造上、やむを得ないで追加した
機能にとどめる努力をして、原価低減を得る、という手続きを取ります。

不要機能

製造機能

顧客要求機能

本来機能

ＶＥの見方
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図４　やさしいＶＥステップと改善　　　

ＶＥの質問

のりづけ、ピン止め、洗
濯ばさみ、ｸﾘｯﾌﾟ、・・・・・

他にその働きをす
るものはないか？

５

ｸﾘｯﾌﾟ改造で100円でＯｋ．要求を満たすか？７

ｸﾘｯﾌﾟ１円、洗濯ﾊﾞｻﾐ・・・その値段は？６

ﾊﾞﾈとｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞが本来の

価値、100円程度だよ！

その価値は？４

10,000円／個であるその値段は？３

ﾈｸﾀｲとｼｬﾂを固定するそれは何をする？２

ネクタイピンであるそれは何か？１

　　　　　例　ＶＥの質問手
順 現状

名詞＋動詞で
真の要求を把握

徹底的、異分野
からもｱｲﾃﾞｱ収集

最良案抽出

ＶＥ
ｸﾘｯﾌﾟ改造型ネクタイピン

　スピードＶＥの活用はこのような質問で行います。ﾈｸﾀｲﾋﾟﾝ
の改善を例にすると、名詞と動詞で要求をつかみ、多数の
ｱｲﾃﾞｱを創出、要求を満たし一番安価なものを選びます。

V= F / Cは１００

 
 

基本を忘れないアプローチが大切であることはいうまでもないでしょう。ここで品質管

理を広い概念でとらえ、改善する見方を示し、その内容を更に明確にしたいと考えます。

ここにあるスポーツクラブにおけるサービスの例を示すことにします。この例を見ると、 

図５　事例　顧客への渡す景品（CM用）のＶＥ　　

あるスポーツランド場での対応

いつも、おいで
いただき、ありが
とうございます。
粗品ですけど
お使い
下さい。

これは
どうも
ありがとう
　大切に
　　　　します。

それは何か？
電話番号の書いたペン

それは何をするものか？
　物を書く？→目的は
　電話番号を探す対象だよ！

それなら、他に、同じ役割を
果たすものはがあるのでは？

ひらめき!ペン　→　自動でここへ電話が
3000円　　かかるﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄﾞ1000円
　　　Ｖ＝Ｆ／Ｃは３倍だ！　　　　　

　あるスポーツランドでのＶＥ改善の例を示すことにします。この例では、
お客様のサービスに高い万年筆を配っていました。目的は身につけて
いただき、電話する時役立てていただく目的でした。しかし、字は小さい、
他の筆記用具とダブルため、CM効果は薄い状況でした。目的は何か？

と考えた結果、ＶＥの活用で顧客に喜ばれる良案を得ました。

 
真に求める顧客の要求を満足することが品質改善の基本、物という製品はその要求を満
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足する 1 手段に過ぎない、というものの見方が出てきます。この種のもののとらえ方を品

質管理では『真の特性と代用特性（機能特性と要求特性）』といいます。では、その見方、

考え方を整理し、示して行くことにします。 

  【 品質特性を示す各種の質問から 】 

「あなたの製品が規格に合っていれば安心ですか？」 

「あなたの製品が規格に合っていてもクレームがつきませんか？」 

「あなたのところへ規格以外の項目でクレームがつきませんか？」 

〔例 1〕A 社で営業マンが注文をとるときに、「うちの製品規格はこれですが、お

客様はこの製品をどんな目的でお使いになりますか。この規格以外に何かご

注文ありませんか」と問い、対処したらクレームはなく、注文が増えた。 

〔例 2〕公差に合っていても不良品が出るし、公差に合っていなくても良い製品が

できるということはありませんか？ 

    〔例 3〕ある紙会社で新聞要の巻取紙がすべてＪＩＳ規格に合っているにもかかわ

らず、輪転機にかけると切れが多くて困るとクレームをつけられ、また、あ

る特性がＪＩＳ規格に合っていないにもかかわらず（切れたという）クレー

ムをつけられなかった。 

  以上の例は、品質に対する本質を知らないでいると大変疑問に思える内容ばかりです。

逆に、品質の本質をよく知ればすぐ解決がつく内容です。即ち、製品規格や原材料規格、

公差などに取りあげている特性や数値が、真に消費者の要求している品質にマッチして

いない「代用特性」であるということにさえ気がつけば、答えは簡単に見つかります。

ＪＩＳ規格を例といえども、これは世の中でそれらを保障するために決められた代用特

性であり、顧客の要求全てを網羅しているとはいえません。このような概念的を整理す

ると図６のようになります。 

    代      代      顧 

     用      用      客 

      特      特    使 の 

       性      性    い 

        Ｂ      Ａ    方       

           代      代 

          用      用 

         特      特 

        性      性 

       Ｃ      Ｄ 

真 の 特 性

（要求品質） 

 

図６ 真の特性と代用特性の関係 
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  真の特性は、性能、働きなどという言葉で呼ばれるもので、我々は顧客の欲するこの

真の特性をよくつかみ、真の特性と代用特性の関連を数値でよく把握しておく必要があ

ります。それをおこたると、「品質はよい」と手前勝手に思っても、逆にいくら検査を厳

重に行なっても、自己満足だけに終わり、1 つも売れないものを造る結果に終ります。現

実は厳しいものです。従って、この対策としては、 

  ①顧客が当社の製品をいかに使うかを知る。 

  ②顧客に当社の製品をどのように使ってもらったら要求に合うかをＰＲする。 

  ③更に、その際の真の特性と代用特性の関連を整理し、把握すること 

  が挙げられます。このようにしても顧客のより高い要求を、更に、満足せねばならな

い場合、品質自体の向上、そして時には共同研究による新製品の創造が必要となってく

ることも生じます。この対策は必要です。そしてこれが前に説明したＱＣによる新製品

開発、新技術の開発へのアプローチを意味するわけです。我々が真の特性をよくつかむ

ことは明日の当社の発展に大変重要な内容といえます。 

   

【事例１】 

  ウオルマート（米国 スーパーマーケット）の取り組み 

    自分たちの力が他社との競争力の差である。 

    We make the difference ！ のティーシャツを着て店頭で活動している 

① 良い品揃え（Good ＭＤ：ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ） 

② 良い品質（Good Quality） 

③ 良い理念（Good Policy） 

④ 良いサービス（Good Service） 

 

【 イメージ：顧客満足（CS）の探求を中心としたものづくり（マーケット・イン）】 

                
  顧客ニーズの探求とものづくり           ニーズと満足度？ 

 次の新製品・新分野の候補は？         
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 最近、顧客志向（CS）という言葉が品質と一体化して出てくる、また、事例１のような

宣言をしって企業活動する組織が多くなりましたが、ここには次のような考え方が大きく

関与していることを我々は見逃すべきではありません。 

【 プロダクト・アウト（Product Out）からマーケット・イン（Market In）】 

① プロダクト・アウト：「作る側が自己中心的な視点で物をつくり、 

一方的に販売を仕掛けて行くやり方.」 

② マーケット・イン：「視点を、市場におき、まず、お客様の要望を積極的に 

把握することで、お客様の満足を高めて行こうとする活動。」 

市場と開発・生産の関係変化

オイルショック前
　1980年まで

「作れば売れる時代」

製品開発
開発の指示
どうりの生産

市場への投入力
＝販売の増加

生産工場
ネットワーク

キー
市場

製品開発市場囲い込みの時代
　2008年～

「市場共（協）創を
インターラクティブ
に行う時代」　

VOC
　直結
開発～生産
　　～提供

キー
市場

キー
市場

仮説修正時代
　1990年～2008年
「SCM対応重視」と

　「グローバル対応」重視

製品開発 生産工場ネットワーク

変種・変量顧客ニーズ変化多様化 　巨大市場
願望～対策

市場変化JIT対応
　1990年まで

「マーケット・イン重視」

製品開発
開発の指示
どうりの生産

市場調査～
　早期対応

 

VOCの要点

ジュハリの窓理論の応用ジュハリの窓理論の応用

　　適合▲　無駄　
　　　　余計

　

？何も

　　起きない
　　　素晴　

　　　　らしい

▲ 期待

　　　外れ
　　　適合

受
け
手
側

望む→

未知→

希望→
しない

提供する側の行動
　　あり　　　　　　　　なし
　　　↓　　　　　　　　　↓

満足？

こんなに良いも
の作りました。

新製品を
市場に投入

アイデアは
約3００件存在

　３０件が
市場に登場！

やっと
１件が
ヒット商品！

大衆消費財の成功比率
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表１ 顧客ニーズをつかむキーファクターの例 

 

〔顧客ニーズ把握のための項目〕 

1．ライバルとの比較において機能の充足度が高い。 

2．品質としての信頼性が高い。 

  3．アフターサービスが良い。 

  4．使い勝手。 

  5．イメージが良い。 

  6．価格に妥当性、納得性がある。 

  7．軽量小型、強い、寿命が長いという性能。 

  8．使用環境にマッチする。 

  9．環境問題を起こさない。 

  10.使用時、手間がかからない。 

  11.将来の変更、追加、発展性がある（顧客の使用ポリシィに合っている）。 

  12.新技術、新アイデア、新デザインが面白い。 

  13.納期信頼性が高く短期間。 

  14.種類が多く小ロボット購入が可能。 

  15.供給量の不安がない。 

  16.顧客の新製品開発タイミングに間に合う。 

  17.販売、流通、供給ルートが整備されている。 

 

〔商品戦略上のチェック項目〕 

 1．製品特性   （強度、寿命、耐熱、耐食性、疲労強度、応答性、……）   

  2．高い技術性  （特許、技術的知名度、業界の信頼、販売実績、……）   

  3．使い易さ   （施工の容易さ、取扱性、操作性、保全性、安全性、……）   

4．経済性    （購入コスト、ランニングコスト）    

5．使用上の機能 （嗜好性、互換性、転用性、発展性、応用性、廃規性、改造のし易

さ）    

  6．サービス性能 （故障が少ないこと、アフターサービスが良い、モデルチェンジに

耐える、拡張性がある）   

  7．生産販売力  （生産能力、販売ルート、流通チャネル）    

  8．材料、資源の確保   

  9．資金力        

  10.企業イメージ （年齢、官／民区分、地域性、ブランド性、……）    
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(６) ねらいの品質（設計の品質）とできばえの品質（適合の品質） 

品質について、その本質と特性面からの整理は終りましたが、終わりに品質標準とい

う面から品質の内容を区分してみることにします。品質標準とは「我々のようなメーカ

ーは、顧客の要求や自分の技術水準を考えて、これから製造しようとする製品の品質を

決めるわけですが、どのようなものをつくるのか、そのよりどころを与えるもの」と定

義されています。このため、工場内では二つの考え方、すなわち、①ねらいの品質、②

できばえの品質に分けて考え方を整理し、製作に当って、できるだけ①と②を一致させ

ようという努力を払うわけです。①、②を個々に整理すると次のようになります。 

①ねらいの品質（設計品質）とは 

    顧客の要求品質に対して、企業体の設計技術や生産能力や経済性を加味して設計

（方案）上ねらった品質であって、設計図面は「ねらいの品質」を表現したものであ

る。そして、これがカタログに書かれる品質でもある。 

  ②できばえの品質（適合の品質）とは 

    設計品質を目標に、製造された結果、作り出された製品の品質をいう。 

 

    図７ 狙いの品質とできばえの品質が大きく差が出たイメージ 
             

          設計上の品質（ねらいの品質） 製作上の品質（できばえの品質）

        
 

 

 

 

 

 

 

あら、出来る前に図で見た内容と

大きく、違ってるわ！こんなの 

ないわね 

“品質は設計と製造工程でつくり込め！顧客要求とのギャップをつくるな！” 

 

 

では、なぜ？設計の品質とできばえの品質に差異が生じる例があるのでしょうか？この

ためには、品質を左右する要素 5M について知る必要があります。 
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  ＱＣ活動の面からとらえると、ＱＣとは、それを用いることによって、現在現場で起

きている問題（多くは品質上の問題が中心となるでしょうが）を定量的につかみ、改善

へ向ける組織的な改善活動という見方ができます。そして、我々は製品を造るのに例え

ば、設備や人の助け等を借りたりしているわけで、それをいくら標準通り駆使して製品

を造っても、各々の小さなバラツキが生ずることを知らねばなりません。そしてこれが

ために、時には最終的に得られるものの中には不良となったりする製品が生じることが

あります。そこで、ＱＣを使って、改善をする前にまず、品質にバラツキを生じさせる

要因とは何か、を知る必要があります。 

 

  市 場（Market） 

 資 金（Money） 

人  （Men） 

 方 法（Method）                  5 Ｍ 

生 産      機 械（Machines）      直接製造の品質管理の 

 材 料（Materials）      要素となるもの 

計 測（Measurement） 

 

            図８ 品質を左右する要素 

 

  図８は品質を左右する要素をまとめたものです。先に設備と人だけについて列記しま

したが、図に示すように品質に関する要素は 7 項目あり、それらは生産の 7 要素といわ

れています。ＱＣでは、その中でも特に製造現場に直接関与する人、方法、機械、材料、

計測の 5 つの頭文字をとって 5Ｍとし、これらは品質管理の要素として欠かせないものと

しています。そして、ばらつきが発生するイメージは図９のようになります。 

品質管理に当って、我々はこの 5 つの要素を上手に運用してゆくための種々の管理

が必要になります。各工程では、設計に基づくものづくりをするため、各皇帝で、各種

の標準を定め管理しています。もし、その管理状態が不十分だと、また、ばらつきの相

互作用を把握,対策していない場合、最終製品は不良となってしまうものが何％か生ずる

ことがあるわけです。ここにばらつきの管理が必要になります。 
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図９ 工程のバラツキにより生じる不良のイメージ 

 

〔標 準〕 

（材 料） （機 械） （方 法） （  人  ） （計 測） 

 

管理の 

状況 

       

ゆるされた                                            

管理の方法                       

                                                                 標    

                                 準    

                  〔製造工程〕              

 

各工程もバラ        ①  ②  ③  ④   ⑤   “工程ではいろ 

ツキがある                         いろいろな組み合せ 

                各々にバラツキがある      が発生する” 

                    ＋、－、×、÷ 

 

           よく管理 

          されている時          “管理がうまくゆかないと 

 最終製品                       不良となるものが、 

          乱れたとき              わずかだが 

発生する” 

         不良域                       不良域 

 

                  〔標 準〕 

                     〔要求品質〕 

 

“5Ｍが全て 1 点でバラツキがなければ、最終製品にバラツキは 

発生しない。我々はこのアプローチをまず基本と考えよう” 

 

そこで、対策となりますが、5Ｍの管理の仕方はその対象によって各々異なってきます。

例えば人の管理の仕方と設備の管理の仕方は当然異なるわけです。我々は5Ｍを1つの目的、

即ち、品質改善の方向へとバランスよく向ける必要があり、この運用技術が個々に必要と

なります。 
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２、 工場におけるものづくりと不良対策 

（１）ISO9001:2000 について 

【ISO9001:2000 の要点】‘９４年版→2000 年版へ改訂の理由？ 

① 9002 と 9003 を 9001 に統合 

「設計・開発の重視」：ハインリッヒの原則とは？ 

→ 初から不良が出ないようにすることが、ISO9001:2000 の基本 

     

図２　不良発生の原理と対策

基準

不良・クレーム

ヒヤット

不安

不安・ヒヤットの低減が
不良・クレームゼロの
原点となる。

不良ゼロ
の状態

　不良・クレーム対策の原理は砂山崩しにたとえることが出来ます。不安の上にヒヤット、そして、その上に不良と
クレームがあるわけですが、下を崩せば、自然に上は崩れるはずです。この対策を実務的に行う対策が、事実分析
と、原理図化法を活用したメカニズム解析です。

崩落

 

図１ 

 〔検査には 3 つのやり方がある〕 

  ①不良をつくり仕分けする……不良の減らない検査 

  ②不良をつくるが減らす努力をする………過去のTQC検査 

  ③不良をつくらない検査……………………源流検査 

 

                 なかなかわかりにくいが、 

                    大 切 

                  生産・製造技術の原理と標準化の監視が必要 

 標準化とは？「結果に多く影響を与える要因を押さえて、望ましい成果が得られるよう
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に実施事項を決める。また、ミスを発生させないように作業や設備、部材の管理に対

する取り決めをあらかじめ行い、遵守する活動の基にする企業で定めたものづくりの

基本的事項（個人ノウハウではない）。経済的で関係者が納得し、守る内容として定

め、安全・確実、楽で早いやり方を基本とする。 

② ISO14000 とリンク：継続的改善 

   ISO9004:2000 に自己評価基準があるが、QS9000 より 

低レベルの設定。ISO14000 は EMAS の下に位置する。 

国際的一流企業対比の品質改善を裏に控えた対策を求める。 

 図２ ISO14001 と EMAS の差 

    EMAS            ISO14001 

                        ｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟ 

                         方式  

 

成 

果 

 

     時間経過 

 

③  書類を揃えれば ISO9001,2,3:1994 版は取得できた 

 
 

 事務局中心の体制 → ラインの長を中心とした 

                    対応が必要になった。 

 15 



（２）不良対策、その攻め方の基本 

  

① 不良が増すと人手をかけるケースはダメ → 1 問題・1 原因・1 対策で原因除去！ 

  (1)管理項目を増す                 悪いケースは 

  (2)会議を開き取り決め事項を増す          人手の増と 

  (3)管理図やチェックシートをつくる         なる 

 
 ②ＱＣの７つ道具も不良改善のための原点思考ではない 

 
ﾁｪｯｸｼｰﾄの活かし方【演習から学ぶもの】  

 
遅く、効果の少ない改善改善の例　 

 死亡診断書会議 発表会のための改善
 

 

 

 

 

 

 
　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？

　品質改善は予防対策が一番、発生時点が２番であり、事後対策、特に、死亡診断書会議は行
ではありません。右の図はそのことを示しています。１週間データを取り、想像と空理空論で、体験か
対策を出す方式では、原因に到達する時間と効率が問題となります。また、改善は３日程度、発
２ヶ月を費やす方式も問題です。以上は、見た目は活発でも問題解決を遅くする例です。

 

 
うべき

ら
表に

 
 この種の活動は努力しているように見えても、火事が起きてから対策する内容に匹敵する。 

要は、「予防に勝る消化なし」で品質対策を図るべきである。品質悪化は「悪魔のサイクルを 

招き、営業～工場を意味の無い混乱に引き込む。 

 【営業関係者が工場の不良対策に注視すべき３つのポイント】 

① 不良発生は原因があって結果，不良を招く。従って、原因除去をしなければ再発する。 

② ハインリッヒの原則が示すように、不良とはヒヤット 30 件の 1 件が出る現象である。 

工場ではヒヤット対策がどうか？を探るべき！ 

③ 不良は金額で示し、半減運動を認めるべきではない。半減運動は半分の発生を許す行為！ 

不良は 1 原因づつゼロ化すれば、統計資料も不要になる。 
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（３）品質改善の歴史と基本 

１，　品質改善の歴史

①　 1950 年以前（戦前）

工程１ 工程２・・・・・・・・・・・・・　　　　工程 N　　　　検査

・・・・・ 良品

抽出

検査で品質をつくり込む

②　 1960 年以降（戦後）デミング博士に教授：統計的品質管理

工程１ 工程２・・・・・・・・・・・・・　　　　工程 N　　　　検査

・・・・・

品質情報のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

抜き取り検査→工程で品質をつくり込む対策へ

①戦後～１９６０年　:　検査品質～TQC活動

 

　② 1970年～80年　：　ＺＤ運動～ストップひも対策

　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
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③ 1990年～現在：　ISO9001～IT活用

ISO14001：地球環境の問題に対する継続的改善

地球温暖化、環境公害、廃棄物を出す・・・
　　　　　という組織は地球にはいらない！

ISO9001:2000：　顧客重視の品質改善

不良・クレームを出す企業は顧客には必要ない！

OHSAS：労働・安全衛生

従業員に優しくない組織は要らない！

儲からない企業はいらない

 

ISO９００4:2009ガイドラインの構成

顧

客

要
求
事
項

顧
客

満
足

経営者の責任

測定・分析
及び改善

製品実現

資源の
運用管理

製品

インプット

アウトプット

ISO9001の
規定の範囲

ISO9001の範囲

ISO9004：2009の範囲

４．組織の持続的
成功の運用管理

９．改善、革新、
学習

８．監視、測定、分析
及びレビュー

７．プロセスの
運用管理

５．戦略及び
方針

６．資源の
　運用管理
（範囲拡大）

 
 

 時代の流れは、事後処理→ヒヤット段階からの発生時点対策 
             → 予防対策へ変遷しています。 
      上記 ISO9004（ガイドライン）は世界一流の品質づくりに 
     対する戦略と活動内容を各社で構築～実践を促す内容です。 

（４） ISO9000s の用語の理解 
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用語の解説（ISO9001 より） 

① 品質： 

 本来備わっている特性（3.5.1）の集まりが、要求事項（3.1.2）を満たす程度。 

参考 1. 用語“品質”は悪い、良い、優れたなどの形容詞とともに使われることが

ある。 

参考 2. “本来備わっている”とは、“付与された”とは異なり、そのものが存在

している限り、もっている特性を意味する 

 

② 是正対策と予防対策： 

  是正対策：不適合の原因を除去する処置をとること 

  予防対策：起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を除去する

処置を決めること。 

 

③ 品質保証： 

   品質要求事項（3.1.2）が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質

マネジメント（3.2.8）の一部。 

 

④ 妥当性確認： 

  客観的証拠（3.8.1）を提示することによって、特定の意図された用途又は適用に関す

る要求事項（3.1.2）が満たされていることを確認すること。 

参考 1．“妥当性確認済み”という用語は、妥当性確認が済んでいる状態を示すため

に用いられる。 

  2．妥当性確認のための使用条件は、実環境でも模擬でもよい。 

 

⑤ 内部監査 

  監査基準（3.9.3）が満たされている程度を判定するために、監査基準（3.9.4）を収

集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス（3.4.1）。 

   参考 内部監査は、第一者監査と呼ぶこともある。内部監査は、内部目的のために

その組織自身又は代理人によって行なわれ、その組織の適合（3.6.1）を自己

宣言するための基礎とすることができる。 
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（５）品質保証対策 

 ISO9001:2000 に次の図に示すような要求事項が出ています。顧客要求の品質を工程で造

り込む対策です。では、この具体論ということになりますが、一般に、ここに QC 工程図

が活用されてきました。だが、この方式は、書類整備、証明書としては整備されますが、

本当に不良を出さない取り組みとなるのでしょうか？このような疑問から JMA・TZD 

    

品質保証の実態把握の方法QC工程図とその改良

ISO9000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。　（ISO9001:2000　規定　１．適用範囲のa)　）

多くの企業で用いられて来たQC工程図

　・・・・・　・・・・・　　　・・・・・　・

基準○○抜き取り強度試験◇　検査（目視）　・

保管基準は規定○○専用容器→　容器にて運搬５

仕様書，工程内検査・・穴加工，表面研削○　加工４

検査規定○○によるバリ、割れ、キズ検査◇　製品検査３

規定◇○による容器○で1時間保持△　冷却と保管２

温度○○、規定○○金型、材料○○・・○　鋳型にて成型１

基準書と主な注意点使用機器／設備など工程記号と製造工程内容No

・　　　　・・・・　　　　　　　　　　　　・・・・・　

　ISO9000の重要管理項目のひとつに“品質保証”があります。過去，多くの企業で内容を証明する書類として，
QC工程図が盛んに作成されてきました。しかし、不良対策の場で、また、事前検討の場で毎回，検討に使う、
という状況でないことがわかりました。そこで、QC工程図の問題点を改良し、品質改善を効果的に進める方式、

品質保証実態図を創出することが出来ました。

QC工程図の欠点

１、専門的である
２、ものづくりの原理が
　　わかりにくい
３、証明書として作成を
　　目的にＱＡ部門で
　　整備する目的だった

 

     

品質保証実態図、工程ごと，原理図化法の記載例　　　　　
成型工程の例

金型

製品

金型精度○○以内
塗型厚さ（均一性）
　○○ミクロン
金型温度・ｻｲｸﾙ
　標準書○○
・・・・・・
・・・・・・・
ｷｭｰｲﾝｸﾞ時間○○

的を得た

物理的条件

を完備して

いるか？

塗装工程の例

塗装ガンのパターン
タンク圧力○○±◇
距離○○ｃｍ
塗料粘度○○
塗料温度○○
・・・・・・
・・・・・
塗装ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　再度、品質保証実態図に使う原理図化法のイメージを示すことにします。例はプラスチック部品生産ラインです。
成型工程における成型原理と管理ﾎﾟｲﾝﾄは図に示すようになります。また、もうひとつの工程である塗装工程の
管理ﾎﾟｲﾝﾄは右上のようになります。本来はもっと詳しいノウハウを示すべきですが、この図で概要はお解りいた
だけると思います。

材料

製品
ＱＴＡＴ

評価技術 製造工程

最終品質保証

プラスチック
部品生産

ラインの例
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研究会で対策が練られ結論と実践効果が出た手法を紹介することにします。品質保証は下

図に示す通り、物理的現象の解析に大きく関与します。このような観点から各工程の「も

のづくりの実態を物理量でつかむ」「評価内容を定量的管理で装備する」ことが必要です。 

      

　事実分析とメカニズム解析の要点

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＋

 
         

不良・クレーム対策の要点

不良・クレーム対策の方法

２，制度・文化・体制強化

１，やる気、集中力強化

ＩＳＯ９００１：２０００

３，物理現象としてメカニズム
　　解析を行い対策する！

是正対策（事後対策）

　　　発生時点対策
１問題→１原因→１対策

予防対策
１，デザインレビュー
２，品質機能展開図
　　品質保証実態図
３，５Ｍ段階改善法

　先に「不良・クレームゼロ対策の理論と実践」においては、１件づつ不良・クレームをゼロ化する具体的手法を紹介
しました。その要点は上に示した通りです。不良、クレーム対策の要点は、やる気、制度の強化に加えて、物理現象
として、そのメカニズムを解析すること、更に、事前検討段階から不良を発生させない仕組みづくりが大切です。この
では、このような内容を基とした対策，特に、全員参画による不良撲滅を中心に紹介することにします。
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 組み立て製品も同じです。要求品質を VE における機能系統図と同じ観点で下位に展開 

各ユニット→部品→作業手順への要求に展開し、一覧化させ、目で見て全体と個々の関係 

が物理的メカニズムと条件の基で明確化された後、過去の問題の再発を防ぎつつ、成立、 

管理して行くことが大切です。 

      

品質機能展開図の構成

最終製品への
品質要求

ユニット→
各部品への
品質要求展開

最終製品への
品質要求

評価
基準

部品Xの

作業手順

作業標準

部品

品質要求

Xの

部品

品質要求

Y

部品

品質要求

Zの

部品

品質要求

Wの

ユニット
品質要求

Ａの 評価
基準

ユニットBの
品質要求

最終
品質要求

評価
基準

ユニットCの
品質要求

例：
評価技術
測定器
評価項目
管理方法

例：
標準手順
教育・評価
適正評価
・・・・・・

契約・仕様書
各種基準

不良等の事例

　品質機能系統図は、装置（プロセス）型産業やラインでものづくりを行う製品保証に対し、組み立て製品の品質
保証を一覧化させた様式です。この手法はＶＥ（価値分析）に用いてきた機能系統図をヒントにして生まれました。
組み立て製品に要求される最終製品の要品質求を記載します。この品質要求は各ユニットに分担され、個々の
評価基準をパスした内容で構成されます。ユニットは部品で構成され、個々の部品は個々に品質要求を分担し
品質要求の展開が構成されて行きます。部品は製造プロセスを経て、定められた手順で製造されますので、そこ
に品質をつくる作業手順への要求が必要になります。以上が品質機能系統図の構成です。
　この図は製造現場や部品納入者に対して，製品全体の構成と個々のユニット，部品，更には作業の内容の関連
がつかめる。製品設計者にとっては、作業内容と製品設計条件との関連がつかめます。このような状況なので、
デザイン・インの場でも現在，既に、多くの企業が活用し、成果をあげつつあります。

 
 

       

品質保証実態図作成手順と、その特徴

作成手順と、主な投入要素

１、QC工程を明らかにする

２、各工程毎に原理図化法を用　　
い、物　づくりの構成･ﾒｶﾆｽﾞﾑ　　を
明確化する。
３、過去不良や手直し等の内容　　
を用い、内容をﾁｪｯｸする。
４、品質保証のための評価技術
　　と運用を明確化する。
５、各技術の管理者、管理ﾎﾟｲﾝﾄ
　　を明示する。
６、問題発生時のQTATを示す。
７、５M段階改善法と共に、技術

　　改善方向と課題を明示する。

品質保証実態図の特徴

１、一覧でものづくりの実態
　　ハウツウがわかる
２、不良・クレーム再発の際
　　何が欠如していたか判る
３、技術的に改善すべき内容
　　がﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙに評価される

　先に示した品質保証実態図の作成手順はここに示す７つです。このような図をTZD研究会で研究の結果、
右側に示す３つの特徴があることが判りました。さらに、この図を実際に使った結果（省略）、ISO9000ｓが狙

いとする品質戦略（継続的改善）を検討する際に極めて有効なデータベースになることがわかりました。

用活

１、品質保証の実態把握
　　　　　　↓
２、品質戦略図として技術
　　改善のﾍﾞｰｽを提供する

品質一流化・継続的改善

 

 22 



（６）不良対策・事実分析の手法 

  【分析手法の例：５Ｗ法】 

 ５W 法について解説することにします。この方法は机上で下に示す構成を勉強した後、

現場で現物・現象をみながら、現場で不良対策を進める方法（３現主義の実践の時に用い

る手法）のひとつです。５W の５は、５M+I（人、方法、計測、設備、物＝設計という５

つの英語の頭文字 M と、情報・管理の頭文字 I）という不良原因要素を５W１H（What？ 

When？ Who？ Where？ Why？と、How mach？ How many？ How to 

do？ で対象の状態を分析する。さらに、５Why（なぜ）?を中心に原因究明を図る、とい

う手続きの内容の中に５と W が多く、また、ダブって現れる現象を見て、5W 法という名

称にしただけの内容ですが、3 現主義で５W 法を活用することは、事実分析上、大変重要、

かつ、不良・クレーム対策の基本です。では、その手法の手順を示すことにします。 

 

【手順１】テーマの設定 

  不良低減すべき問題を設定します。不良は１問題→１原因→１対策で解析します。 

マクロ、ムード的なテーマの設定をしてはけません。例えば、材料のキズであれば、どの

場所にどのようなキズがあるかを観察し、どの場所のどのようなキズであるかを区分した

上で、１件を選定し、テーマとします。テーマ設定と同時に数値を明示します。ここで、

不良の程度（数値）に％を使うべきではありません。消費税でも３％を過ぎてから「高い！」

と言い始めたように、生活、文化的に小さい問題という印象が対策を遅くするからです。

お客様にとっては１つの不良も１００％、いや、製造メーカを信頼してお買いになった事

情を考えると、また、信頼の失墜から、もうその企業の製品は買わない。悪評が立つ、悪

いケースの場合、不良品がために売り上げ、操業を落とし赤字転落になる企業の例をみま

すと、数値はリスクを含めた金額を表示すべき、と考えます。 

【手順２】影響度分析 

 「放っておく（放置する）と、どうなるの？」という問いをして、問題を放置した結果、

問題が及ぼす影響を解析する手続きです。下図に解析例を例示することにします。放置し

た結果を下記さらに、その解に対して、同じ設問を繰り返します。この繰り返しを更に続

けた結果を図表示すことにします。問題を放置した結果の問いは、製造工程を受け持つ担

当者の給与に関係するところまで行います。この解析は１回だけ行えば十分と考えます。

要は、本人に言わせ、本人の言を基に、会社の問題が個人の関係で、その問題の重要性が

理解されれば、後は対策にまわっていただきたいからです。一般に、不良は統計的に出る

もの、人は誤りを犯すもの、と考える向きがあります。このような思想はプロ（お金を貰

って仕事をする人）の方が考えるべきことではないはずです。『考え方の不良が製品不良を

生む』この対策を一番先に行うべきです。従って、製品の生産の任に当たる方が、不良発
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生の影響と自分という個人に及ぶ影響を正しく理解しなければ、不良対策を必死になって

行おうとは思わないと思います。 

 

        図 ５W 法による問題の明示～影響度分析の例 

          

  【ステップ１】  【ステップ２】：影響度分析「放っておくとどうなるの？」と質問 

   問題の明示          会社の問題が個人の問題に関与するところまで 

                  本人の言葉で答えていただき、影響の大きさを 

                  知っていただく手続き（手法と問題の理解のため 

                  1 回だけ机上で行なえば、充分な手続き）   

 

 

 

 

【手順３】なぜ？の解析 

 

 ５W 法による５Why（なぜ）？の分析 “現場，現物の確認と共に進めること” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

 

 

 

 

 

 

Ａ製品の不良 

（300 万円／月） 
① 社外に 

流出する 

②クレーム 

 になる 

③顧客が買わ

なくなる 

  ↓ 

売上が落ちる 

④給与が 

減る↓ 

⑤リストラ？ 

ベアリングに油が充分来ていない。 

4 回目のなぜ？ 

2 回目のなぜ？ 

1 回目のなぜ？ 

機械が急停止したため、材料にキズが出来た。 

Ａ製品の不良 

（300 万円／月） 

1 問題＝材料のキズ 

ヒューズが切れている 

3 回目のなぜ？ 

過負荷電流が流れた後がある。モーターが熱い 

5 回目のなぜ？ 

フィルターがつまっている！ 真因の特定、把握 

1 問題から 

 1 原因の 

  追求 

方法に問題あり 

        程度： 

10％以下のつまりのであ

１
原
因
の
把
握
と
対
象
・
程
度
の
明
示 

程度の明示 
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不良解析に特性要因分析という手法があります。歴史的に、鉄鋼関連の企業で統計的な品

質改善を指導する研修が行われた時、鉄をつくる作業者の方々が「鉄の生産にはいろいろ

な条件がある。定量化出来ないものが多く関係する」という発言に、「それなら、その要素

を全てあげて、関連をまとめてから、対策を考えましょう」という中から生まれた手法で

す。ブレーン・ストーミングの道具として生まれたわけですが、要素をあげるため、原因

となる理由は後で行う、という内容が名詞止めで用語を記載してゆく様式になったよう  

です。人が犯す犯罪の理由は複雑な要素がからむので、真の原因の特定は不可能とされて

います。だが、不良、故障、安全対策上の原因究明は物理現象、そこには必ず発生メカニ

ズムがあります。また、問題の原因は、人的なミスを含めても、１問題に対し１原因で 

あるケースが９７％であるという解析もあります。この数値はともかく、原因と結果の関

連を１問題→１原因方式で、事実を現場、現物、現象を確かめながら解析するためには、

問題発生理由とメカニズムを確かめながら絵を描き、文章で理由を解析してゆく手続きが

絶対に必要です。５Ｗ法の解析はこの考え方を用います。さて、手順１，２で取り上げた

テーマですが、現場で確認しながら設定した原因は、なぜ？を５回解析した結果下図 のよ

うになりました。 

 
 【手順４】原因の対象明確化 

  ５Ｗ法では真の原因を現場、現物、現象を確認しながら、原理図化法というメカニズム

と共に記載した後、原因の対象を明らかにする対処をします（５Ｍ＋Ｉを 初に列記して

ブレーン・ストーミング方式で要因をあげるやりは行いません）。図の四角に斜線が設けら

れていますが、原因の対象を５Ｍ＋Ｉで確かめる。その後、どの程度のレベルであれば問

題発生につながらないか？を解析し程度までを記載します。図表では、フィッターで油を

濾す方法が問題であること、フィルターの汚れは１０％以下でなければならないことを示

しました。この記載で原因の対象と程度の特定がまとまったことになります。 

 

【手順５】対策の立案 

 「真の原因が追及されれば、答えは自ずから出る！」という格言があります。図の下の

図表は対策案を示したものです。原因を除去する対策（ＩＳＯ９０００ｓが定義する是正

対策）の例を示しました。油に含まれるゴミは鉄粉だったので、鉄粉の入った油の流れを

じゃま板で止め、ダムのような構造で、鉄粉を沈降させる。鉄粉は磁石に付着しやすいの

で集める、という策を実施した例です。アイデア発想にブレーンス・トーミング法の活用

を図ることは有効です。アイデア創出後は、厳しい評価を行い、 良案を抽出します。そ

して、原因を消失することがテスト～生産上で実証さされば、このステップは終了になり

ます。 
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          図 原理図で原因を示し対策へ向けた例   

 

 

 

 

 

 

 

    １原因  →   １対策 

 

 以上のような解析方式は研修会の場で１回だけ行う解析です。実際に現場で不良問題の

原因究明を行うためには、この解析が可能なメモを作成し、先の３現場主義で行います。

このような目的で作成された様式と事例は、既に、ＪＭＡ主催による不良・クレームゼロ

対策（ＴＺＤ）研究会著、日刊工業新聞発行の著書「不良・クレームゼロ対策の理論と実

践」に数多あります。 

３，ポカヨケと技術対策 

    参考資料 

ポカヨケは道具を用いて不良発生を防ぐ手段であり、IT 時代の今日、大いに注目すべき

不良対策手段のひとつです。この名称は、シングル段取り、10 分以内で製品切り替えを行

う方式の生みの親でもある故新郷重夫氏が名付け親です。ポカヨケは既に国際用語になっ

ていますが、基は、フール・プルーフと言われ、人間がミスのミスを防止する対策に道具

を利用して行う方式でした。新郷氏は、ある現場で不良対策の指導に当たっていた時のこ

とですが、フール・プルーフをつけ、ようやく不良対策が完了した時、「バカヨケがつきこ

れで品質問題もなくなりましたね！」と、発言すると、それまでその仕事を担当していた

女性の方が「私バカですか？」と、言って泣き出してしまったそうです。そのとき、新郷

先生はとっさに、「いや、バカヨケ、フール・プルーフは人がポカミスをしたとき、それを

見つけ対策してくれる方式だよ。私だってこの面では自慢できない。人間はよくミスをす

る。その助けにこのような道具を使う方法をつけただけさ、ちょうど、目覚ましで朝起き

る時刻を知らせる。寸法を間違って測っても、ゲートを設けておいたところを通るとき、

不良品を排除してくれる、という方式だよ。そうだ、確かにバカヨケは人をバカにしてい

るように聞こえるし、趣旨も人に対する優しさもない。これからはポカヨケと呼ぶので許

して欲しい。」と、切り替えした結果、その女性の方は泣くのを止め、笑顔に変わった、と

いう逸話がこの言葉の由来とされています。例を下に示すことにします。 

 

少ない油 

汚れた 

回収油 

対
策 

・ ・・ 

・ ・

汚れを沈降させる対策 
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　　ポカヨケの種類

事後ポカヨケ

発生時点ポカヨケ

事前検討ポカヨケ

 

形状利用によるポカヨケの例

① PCのUSBジャック：ジャマ板利用の例

・　・　・　・

PCへUSBのジャックを

取り付ける場合、ジャマ
板が関与し、上下を逆に
つけられない仕組みと
なっている。　　結線

結線口の形状

・　・　・　・

上

下

ジャマ板　　　コネクタ

④ ポカヨケ・ピン

方向を決めて
挿入するための
ポカヨケ・ピン
オス側
メス側

③ 方向指定ピン

方向指定挿入の穴
　　　　　　　　　（ガイド）

② 穴径を利用した

　　端子の接続
　大／小異なる穴径を利用して
間違った結線を防ぐ対策

プ
ラ
ス
側
の
径
は

マ
イ
ナ
ス
側
よ
り
大
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４、比較分析法（PA） 

（１） 意志決定の効率化について  ＮＡＳＡにおける研究成果 

Kepner 氏（心理学者）＋Tregoe 氏」（社会学者）はアポロ計画に当たって、意志決定のた

めの論理的な方法として体系化させた。その内容はつぎのような内容であった。 

① 有能で実績をあげていると思われる人達は、管理という仕事に秩序だった方法を使っ

ている。質問の仕方は適切であり、目前、あるいは将来起こるかも知れない重要な問

題に情報認識が早く、収集も着実、優先順位の決定や、リスク対 策も充分である。 

② 問題解決に成功するためには、情報以外に何かがなければ ならない。これを先見性、

決定力という。著名・優秀な先人の教訓がここに役立てられるケースが多い。 

③ このために行う合理的手法、思考力は「事実に基づいて、必要な情報を集めて、その

情報を基に良い結論を導き出すことである」 

【基本的な対策】 

(ｲ) 何が起きているか？ Ｓｔｏｐ ＆ Ｔｈｉｎｋ 

(ﾛ) どうしてそうなったか？ 事実情報に基づく差異分析 

(ﾊ) 何を、どういう処置をとるべきか？ 創案→評価 

(ﾆ) 将来どのようなことが起きそうか？ リスクの想定と対策 

 を常に念頭に置き、目で見てわかる方式で問題を表現し、対策へ向けている。 

そこには、次のような 力量と自信、解析力があることが判った。 

（1） 問題解決できる技術を持っていること。 

（2） （1）の経験があること。 

（3） 問題解決で見返りがあること、 

（4） 失敗をおそれない信念と解析内容を持つ。 

 

図１ 思考の効率化の原理がわかり難いが生産プロセスと対比 

 

原料・部品 加工 製品 

？ 
良い結論 

を得る 

考える 

 判断する 

？ 
情 報 収

もの造りの 

工程 

 

意思決定の  

工程 

（ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ活動） 
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 図 思考過程と良い結論を得る対策のイメージ 

             数千件の事例を通して判った内容 

 

 

 

          必要情報の絞込み 

            が上手  

 

                  不要な情報として破棄する。 

                  活動をシステマティックに展開 

 

                ＫＴ法？ 

              ここに良い意思決定プロセスがあることを整理した結果 

良い 

 結論 

情 報 

 ＋ 

知 識 

 ＋ 

経 験 

                  SA: 状況分析 

                  DA: 選択分析 

                  PA: 問題分析 

                 PPA: 潜在問題の抽出～対策 

の４つに整理して効率的な解析方式を確立した。 

① 事実で物事を把握する → 推測、意見、憶測 空論や 

根拠のない案ではない。 

② 意志決定を確実、スピード化するため 

  → 目でも見てわかるワンペーパー資料づくりをアウトプットする。 

③ 重点思考で問題を処理する。 

  → 重要性、緊急性、拡大指向性を切り口に暫定対策と恒久対策を区分して行う。 

 

                 重要性は何か？ 

                SA：Situation Analysis 

 

        Potential               Problem   

        Problem               Analysis   

        Analysis       

                 Decision Analysis 

適切な対策は何か？  

管理者の仕事      全くのルーチンワーク：  ５％ 

原
因
分
析 

得るべき 

有効な結論 

潜
在
問
題
は
何
か
？ 

 ○ 定常業務      企画・判断業務 ・・・  １５％   

◇ 非定常業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０％、 ６５％が意志決定 
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① ＳＡ：状況分析の手順 

      １，誰の立場で物事を考えるか？ 

     ２,   現在、緊急かつ、重要、解決すべき問題は何か？ 

  ３，その原因は何か？ 

  ４，根拠：事実情報はあるか？ 

   ５，その対策をどの様に設定するか 

    → 優先、着手順は？ 

 

問題と対策の関連  

 

         トラブル 

           ↓→ 暫定対策（一時的、時間稼ぎのみ） 

         原因究明 

           ↓ 

         原因判明 

 

    

 

 

     是正処置           適応処置 

原因を除去する 

処置 

原因除去が 

出来ない対象の処置 

恒
久
対
策 

    ＤＡ、ＰＰＡ、ＰＡ       Ａｃｔｉｏｎ 

 

【関心事列挙に関する質問の例】 

 １，具体的にどのようなまずい実態が起きているのか？ 

 ２，早急に組織が決定をしなければならないことはないか？ 

 ３，具体的にどのような不安を感じているか？ 

 ４，このチャンスに早く手をつけるべき項目はないか？ 

 ５，日程を決めないと達成が遅れるという対象はないか？ 

 ６，放置するととんでもない悪影響が及ぶ例はないか？ 

 ７，ライバル、社会環境や市場の変化から見て対処を考えておくべき内容はないか？ 

 【決定の文章化（行動様式の区分）】 

 １，なぜか？       →  ○○の原因を究明する 

 ２，○○の実態はどうか？ →  ○○を調査する 

 ３，○○の対策は何か？    →  ○○の暫定対策を決定する 

                ○○の最適案を抽出する 
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 ４，○○の心配は何か？  → ○○する場合のリスクを 

                想定し、対策を立てる 

 ５，○○を、したらどうか？→  ○○する場合のリスクを 

                                          想定し、対策を立てる 

 ６，文書化の必要がない。 → ○○を実施する 

 

 【S、U、G 評価について】 

 S：重大性(Seriousness） 

  （致命的になる事態～極めて重大な影響～影響はないの５段階） 

  U：緊急性（Urgency） 

  （待ったなしに手を打つべき～急がないまでの５段階） 

 G ：拡大指向性（Growth） 

   （放置することが取り返せない事態になる～拡大は全くないまでの４段階） 

評価は、Ｈ：High  、Ｍ：Medium、 Ｌ：Low の３段階でも良いし◎、○、△の 

３段階でも良い。 

 

② PA(Problem Analｙsis）：問題分析 

 １、差異の明確化 

  差異の概念  （１）【トラブルなどによる状態の悪化】 

     標準 

                     レベル低下 

    現状 

 

           （２）【あるべき姿との差異】 

                            理想状態 

                      到達  すべき                    

                          ギャップ 

                             現状 

２，ＰＡ活用に当たって、その注意点 

  「事実に基づき、必要な情報を集め、その情報を基に良い結論を合理的に導き出す。」 

  （１）３現場主義の実践 

     現場へ出て、現物・現象をみて、現場で対策する。 

     みる≠”見る”という文字が示す”眺める”意味ではない 

    みる＝観る（現物、ビデオや写真など事実を示す手段の活用） 

       看る（計測機器のよる客観、物理的数値による内容） 
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      監る（図面、チェックリストによる理想状態との比較）  

 

 （２）行動様式 

     原理図化法による仮説と事実分析による仮説の証明 

 

原因 
物理的条件の解析 

（メカニズム解析） 

証明 事実情報 

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）比較の原理 

     起こっている対象    起こっても不思議でないが 

                  起きていない対象 

  未だ明確でない 

 

 

                    対処 

区別点が明確化 

された状態 

事実分析による 

差異の拡大 
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（４）差異分析の進め方：似たものの比較による差異分析の考え方 

 

   起こっている対象      起こっても不思議でないのに 

                 起きていない対象 

 

          長  男            次 男 

    おなかが痛い      下痢、吐き気 

    下の方         上の方 

     右           左 

    へその右１０ｃｍ    すぐ右、ずっと右 

    周期的         連続的、不定期 

    ゆうべの１９時     それ以前 

    しゅがむ程度      七転ばつ倒、ちょっと  

 

 

② ＤＡ（Decision Analysis）と 

ＰＰＡ（Potential Problem Analysis） 

１，選択に当たっての質問 

 （１）何を決めたいのか？                      狙い 

 （２）狙いは何か？          目標・希望  

 （３）他に方法はないの？        案 

 （４）何かまずいことはないか？    評価基準とリスク対策 

 （５）何か心配ごとはないか？     リスク対策と効果  

 

 優れた案を創り、選択する能力 

（１）「何の目的で」「何を」「いかにして」行うかを選定するには 

（２）情報・知識、仲間の力を結集した創案と必死さが大切！ 

（３）同時に、明確な評価尺度と、リスク対策・創案が重要である。 

① 多数の案から 1 案を抽出する方式 → DA 

② １つの案に存在する潜在的問題を考えて、事前対策・予防・緊急時対策を駆使し、 

 問題の発生を未然に防ぐ、もし、問題が起きても、用意している緊急時対策で凌ぐ 

                          →PPA 
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２，案の作成の区分と手順 

 

 

 

     【複数案の創出～抽出】     【１案の実効の是非判定】 

     DA（Decision Analysis）     PPA（Potential Problem 

                             Analysis） 

       複数案の評価          リスクの想定と評価 

          ↓                ↓ 

       有力案の選択          原因の想定と評価 

          ↓                ↓ 

      ﾏｲﾅｽ影響の評価         予防策／緊急時対策の設定 

          ↓                ↓ 

      最良案にする改善         リスク低減対策の努力 

 

    NG                          NG 

 

            OK！               OK 

案の作成 

有／無 

選択・採用 

案の是非 

適用 

 

 

 

 

３，創案から最適案抽出の過程 

  評価項目の設定 → MUST 項目は NO／GO 評価（実施採否判定） 

  Ｈｉｇｈ Ｗａｎｔ 項目は次のようにＭＵＳＴ項目のＷＡＮＴ化を図り、スコア－

評価する 

【MUST の WANT 化】 

  〈MUST〉             〈WANT 化〉 

 例:／売上は白丸白丸億円    売上は出来るだけ 

      以上であること       多いこと 

     ・資金は○○億円以下    資金は出来るだけ 

      とすること         少ないこと 

     ・５ヶ月以内に生産を     生産は出来るだけ 

      開始すること        早く立ち上げること 
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     図 多数ある案から 1 案を抽出するイメージ 

 

 
目的の明示：いつまでに、何をどのように  
   行い、何をアウトプットにすべきか？  

 
モヤモヤした状態と情報の存在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処＝目標達成に必要な情報 

区分：MUST／High Want／Want の区分 

MUST：絶対条件→ＮＯ／ＧＯ評価 

High Want：こうあらねばならない、 

Want：あれば有効、便利（付け足し的な内容） 

→ 点数×ウエイト評価 

 

 OUTPUT INPUT 
集めた  

 

 

 

 

【マイナス影響のチェックポイント】 

 １，MUST の内容が維持出来るか？ 

 ２，集めた情報に不安要因はないか？ 

 ３，ライバル、更には、今まではライバルでなかった分野からの 

   台頭はないか？ 

 ４，法や規制の変化はないか？ 

 ５，短期にスケジュール化した無理はないか？ 

 ６，過去に失敗をした例はないか？ 

 ７，部分最適に集中し過ぎていないか？ 

情報 
投入可能な 

経営資源 

期待 
DA 

 効果 
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 ８，顧客の信頼を欠くことはないか？ 

 ９，周囲への悪影響や、最終的な経路に誤りはないか？ 

１０，海外を含め、影響や傷害、法、人種、宗教の違いから障害 

   にならないか？ 

１１，労働問題のような従業員からの問題は生じないか？ 

１２，回避策がないために無理な決定をしていないか？ 

１３，その他 

 

【リスクの評価】 Ｐ：Probability × Ｓ：Seriousness 

         （発生可能性） （事が起きた時の重大性）   

    Ｐ：Probability        Ｓ：Seriousness 

５：必ず起きる。         ５：起きた時は致命的！  

４：起きる可能性が極めて高い。  ４：かなり影響大  

３：５：５の可能性である。    ３：影響は出るだろう。  

２：ほとんど起きないであろう。  ２：影響は少ない。  

１：絶対に起きないと思われる。  １：影響は無いと思われる。 

 

【対策成果の評価】  Ｅ：Effects   × Ｆ：Feasibility 

                    （対策案適用の効果）   （実現性） 

    Ｅ：Effects            Ｆ：Feasibility 

５：効果は極めて大きい。    ５：必ず実現できる。 

４：かなり効果大きい。     ４：実現性は高い。 

３：効果はあるだろう。     ３：実現できるかも知れない。 

２：効果はあまり無いだろう。  ２：実現はむづかしい。    

１：効果は全くない。      １：出来ないと思う。 

 

【DA,PPA の対象となるテーマの例】 

１，新製品販売案の検討  ２，設備投資計画   

３，中期経営計画     ４，外注政策、海外生産依頼、 

５，組織変更、省力化対策 ６，人材育成、多能化 

６，工事、修理計画    ７，その他      

 

 

 以上の４つの意思決定手段は管理者の意思決定を効果的、かつ、的確に進める方式とし

てその後、各国、多くの産業界に広まりました。日本では自動車産業で有名なホンダが（J）

運動という管理、間接運動効果をあげたことで 20余年前に日本でも有名になった手法です。 
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 37 

この中で、今回関与する手法は、クレーム発生時に用いる SA（状況分析）は、混乱する顧

客の訴えの中から、正確に事実情報を入手する手段として活用されてきた歴史があり、ま

た、PA(問題の事実解析)は比較分析を用い、1 問題→1 原因→1 対策という手続きを経て問

題の真因を追求する手段として用いられてきました。特に、NASA におけるアポロ計画に

おいては、各種のトラブルの原因を短時間に解析したことが、早期、かつ、的確な計画の

進行に役立った、という報告がなされています。加えて、問題を未然に防ぐことが、不良

対策の基本ですが、この対策に PPA(潜在問題の抽出～対策)は極めて重要な内容です。 



５、ＰＬ問題、デザイン・インなど、産業界の取り組み 

（１） ＰＬ法について（原文のまま） 

【目的】 
第 1 条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産にかか

わる被害が生じた場合における製造業者の損害賠償について定める

ことにより、被害者の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済

の健全な発展に寄与することを目的とする 
【定義】 
第2条 １ この法律において「製造物」とは、製造された動産をいう。 

２ この法律において「欠陥」とは、①当該製品の特性、②その通

常予測される使用形態、③その製造業者が当該製品を引き渡し

た時期、その他の当該製品にかかわる事情を考慮して、当該製

造物が通常有すべき安全を欠いていたことをいう。 
３ この法律において「製造業者」とは、次のいずれかに該当する

ものをいう。 
① 当該製造物を業として製造・加工または輸入したもの（以下「製

造業者」という） 
② 自ら当該製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標そ

の他の表示(以下「氏名の表示」という)をした者、または当該

製造物にその製造者と誤認されるような氏名の表示をした者 
③ 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入、また

は販売にかかわる形態その他の事情からみて、当該製造物にそ

の実質的な製造者と認めることができる氏名等の表示をした

者 
【製造物責任】 
第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入または前条第 3 項第 2 号もし

くは、第 3 号の氏名表示をした製造物であっても、その引渡したも

のの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、こ

れによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害

が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない。 
【免責理由】 
第4条 前条の場合において、製造業者は、次の号に掲げる事項を証明した

ときは、同条に規定する賠償の責に任じない。 
① 当該製造物をその製造者等が引き渡した時における科学または技術に
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関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識する

ことができなかったこと 
② 当該製造物が他の製造物または原料として使用された場合において、

その欠陥がもっぱら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する

指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過

失がないこと 
【期間の制限】 
第5条 １ 第 3 条に規定する損害賠償の請求権は、被害者または、その 

法廷代理人が損害及び損害責任を知った時から三年間行わない

ときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物

を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。 
２ 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害するこ

とになる物質による損害または一定の潜伏期間が経過した後に

症状が現れる被害については、その損害が生じた時から起算す

る 
【民法の適用】 

第６条製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任につ

いては、この法律の規定によるほか、民法(明治 9 年法

律第 89 号)の規定による。 
付 則  
【施行期日等】 
１ この法律は、公布の日から起算して 1 年を経過した日から施行し、この法

律の施行後にその製造業者が引き渡した製造物について適用する。 
（ 原子力損害の賠償に関する法律の一部改正） 

２ 原子力損害の賠償に関する法律(昭和 36 年法律第 147 号)の一部を次のよう

に改正する。 
  第 4 条第 3 項中「及び船舶の所有者等の責任の期限に関する法律（昭和 50

年法律第 94 号）及び製造物責任法」に改める。 

 
 
 

（２） PL 法の適用事例（PL 法の適用事例を示す著書より） 

 1998 年 3 月 8 日、建設設計事務所で使っていたテレビ（1 年前の 7 月に設置）

の後部から煙や炎が出ているのを目の前に見て、女性事務員は直ちにテレビの

コンセントを抜き、消防署に連絡した。しかし、火の手はたちまち事務所全体
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に広がり全焼するという事件が起きた。 
 この火災で備品や書類、更には類焼した店舗の備品などに損害が発生した。

この事務所の所有者である太子建設工業は、出火の原因は欠陥テレビにあった

として、損害賠償をテレビ製造メーカーである松下電器産業に求める訴えを大

阪地方裁判所に起こした。 
 この裁判で被告である松下電器産業側は、「社内で行った再現実験の結果や、

同型テレビの発煙、発火の例が無いことから、原因は使用者側の電源コードを

不適当に扱ったことによる短絡(ショート)で生じた火がカーペットに燃え広が

ったかのいずれかが原因である。従って、テレビから出火したのではない」と

主張。 
 しかし、裁判を担当した水野裁判長はこの主張を退け、「出火の原因は製品そ

ののもの欠陥にあったと推定することが妥当だ！」とする判定を 1994 年 4 月

29 日に下した。 
 この判決では、通常の使い方で事故が起きた場合、製品に欠陥があったと推

定する「推定規定」が使われ、因果関係の証明を製造メーカ側に課した無いよ

うだが、これは、日本における PL(製造物責任)法の立法作業が行われていた時

期とも重なっていたこともあって、産業界に大きな衝撃を与えた事例となって

いる。 
 委譲の内容は中古品・廃棄物の製造責任、特に、中古品の修理、改造などの

度合いによっても適用が拡大される傾向にある 

 
 

   中古品           廃棄物 

        

             
 
 
 
 
 

PL 法の対象 PL 法の対象外 
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（２） ザイン・イン対策 

デザイン・イン対策の重要性

　３．５０　　３生産部門責任６

　５．８１　　５QA（検査）責任５

　５．８１　　５生産技術責任４

８４．９０　７３設計責任３

　２．３２　　２QAテストモレ２

９７．６８　８４設計事前検討モレ１

発生率％件数品質・不良発生内容No.
設計事前検討時
　　のモレ約98%

本来、事前検討で品質問題を
対策すべき事項だった内容が９８％

　AV製品のクレーム分析結果

設計責任
　８５％

設計部門として
　　　事前検討
　　　　　すべき
　　　　　内容を
　　　　　抽出
　　　　　すると

なぜ？クレーム
を出したのか！

本来の
　活用

 
 

デザイン・イン対策の有用性

　事前検討により問題回避を図る有用性は、不良を出してから大騒ぎして火事に似た火消しや、謝罪劇
を行う状況ににている。かつて、NASAでKT法を研究する中で、この手法の開発者、ケプナー、トレゴー
両氏が調査の結果、その道の権威者が3名×2時間の検討で将来問題の85%が対策可能な例を示した

が、次の図に示した、筆者解析事例と、期せずして、その内容が一致している。
　一般に、事前検討と、未検討でトラブルを起こし、火消し対策する場合の工数は前者/後者：1/20とされる

がいかに、事前検討が大切かがわかる。だが、注意すべきは、①上下関係といった制約を外す。②協力
会社を含めて、発言する内容を権力で押さえつけない。③出席者は少数精鋭、十分な情報と評価能力
を持つ方々の参画を前提とすることは言うまでも無い。

　【各社で得てきた内容】
①事前検討により、未来に発生する問題に対し、関係者協力の上、

　　先験的に手が打てる。
②残余の問題（発生時点対策）についても、心構えや準備ができる

　　ので、いざ、という時に、関係者の総合力発揮に効果的
②情報共有化の結果、新製品立ち上げ時の準備に有効

　2006年に新経団連会長に就任されたキヤノンの御手洗氏がデジカメの国内回帰の成果を評し
て、「開発と生産がバラバラにある状況ではシナジー（相乗）効果が得られない」とテレビで
話されていた。また、この成果創出の要点を「キヤノンの収益を支える主力製品のひとつであ
るデジカメは、販売から2ヶ月で値崩れする環境にあって、デザイン・インにより、12ヶ月、
5年前の納期の2/3にした戦略により、収益確保はもとより、高品質、設計ミスで生じていたコ
ストの減も200億円低減した」という内容だった。この例を見ても、新製品開発～製造～販売
期間の短縮の効果の大きさが判る。
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① コンカレント・エンジニアリングと品質対策 

    以下は参考資料 

CE(ｺﾝｶﾚﾝﾄ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの要点
生まれた動機：米国における自動車の開発が7～8年に対し、日本の企業は
　　　　　　　　　　3～4年であった。この差を埋めるため、日本の企業の新製品

　　　　　　　　　　開発ﾌﾟﾛｾｽを研究、体系化した。　

構想設計

詳細設計

プロットタイプ～設計変更～製品化

当時の米国式は
完全に終了させてから次に移る方式

時間　　→

構想設計

詳細設計

プロットタイプ～設計変更～製品化

日本式では、大幅な権限委譲と共に
平行同時に仕事を進めていた

時間　　→

移
行
が

必
要

 
 

    

４つの切り口

支援技術
・　ソリッドモデル　　
・　IT＋ネットワーク

CE
ツールと原則

・DFM(製造容易設計）
・DFQ（品質機能展開）
・DFA（組立容易設計）

継続的ﾌﾟﾛｾｽ改善
・流れ化(小ロット化）

・ﾚﾋﾞｭｰのｼｽﾃﾑ化　　

組織革新
・適宜機能別ﾁｰﾑ制　　
・大部屋体制と　　　　　

壁を越えた活動　

JITの活用

リサイクル性も
配慮

 
 

 42 



 

    

時間短縮の要点
同時進行による
　　ｵｰﾊﾞｰラップ

①　ﾌﾟﾛｾｽの同時進行
②　情報の共有化
③　ﾌｫｰﾏﾙな手続きの
　　簡素化と削減
④　リスクの分散化
⑤　抽象度の高い情報
　　の段階での検討の
　　促進（判断の権限
　　を委譲）
　　同時化率　　LT
米国　　74%　　18ヶ月
日本　　99%　　　7ヶ月

同時率が大きくLTに
寄与することを発掘

JIT原理の製品開発への適用

①　小ﾛｯﾄの情報処理

②　ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ方式

③　同時開発

④　自律化ﾁｰﾑ運営

⑤　部品ﾒｰｶの参画

⑥　設計変更の低減

⑦　情報の流れづくり

　(目で見る管理・IT化）

⑧　短LT・少開発仕掛

①　小ロット生産

②　製品別ﾚｲｱｳﾄ

③　工程間の連携

④　分散管理

⑤　部品ﾒｰｶとの連携

⑥　品質の造りこみ

⑦　物・情報の流れ

　　　づくり・一元化

⑧　短LT・少い仕掛　

　　製品開発　　　JIT

 
 

     

CEによる問題解決の要点

①　組織的横断開発チーム

②　設計段階からの問題対策

　　組立容易設計（DFA)

　　製造容易設計（DFM)

　　品質機能展開（QFD)
　　　　　　　　　　　　　　　　　田口メソッドの利用

③　ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ・ｼミュﾚｰｼｮﾝ技術

　　　手　　法
①　初期＝抽象段階→多くの選択肢可能

②　概念設計で全要素を考慮可能になる

　　　品質向上効果

　　　設計・製造コストの低減

　　　ﾘｻｲﾙ性などを含めた総合的改善

③　目で見てわかる事前検討方式と共に、

　　　製品開発期間の短縮化が可能になった

　　　CEの適用効果

官僚的組織の特徴
競合的・政治的、閉鎖的
変革に批判的
権力主義的、組織対立的
狭い機能分野で努力する。

　　　　　質的効果
部門間の壁を作らず強調的
新しいｱｲﾃﾞｱ導入に意欲的
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾞﾙな取り組み
広い視野と相互交流の活発化
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② ＣＳ分析と品質改善 

   

　お客様は何を望んでおられるのか？市場は？

市場調査と顧客の本音、リクエストの把握

どこへ
行こうか？
何をしようか？

クレーム
だわ！これ

豊
か
に
な
り
た
い
ね
！

　　○

○問題把握

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

　　○

①モデルハウス方式（ｱﾝｹｰﾄ含む）

②モニターリング方式（会員募集）

③販売店によるテスト販売

④開発者が顧客演出ﾆｰｽﾞ把握式

⑤テストピース利用テスト式

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

　　　方式

　　○

○売り込み

　　○

　　

　　○

　　○

○共同開発

①不満列挙・類似品と比較方式

②実使用・問題点ピックｱｯﾌﾟ型

③ランダム行動分析式

④売れ筋・現地販売店調査式　

⑤指定顧客で集中使用テスト式

顧客による

　製品使用

　テスト方式

　　○

　　○

　　○

　　○

①DM・電話・郵便によるｱﾝｹｰﾄ

②集合調査型：説明後・意見聴取

③リラックスムード・枠外討論型

質問調査票

　配布回収

　　　　方式

限定項目

確認型

自由ﾆｰｽﾞ
収集型

ご意見

伺い方式

　　　具体的手段の例調査方式

メーカー指向でなく
顧客の本当のニーズ
は何なのだろうか？

市場調査の方法

  
   

   

購入

お客様はどのように使い満足を得られるのか？

購入調査

期待度？

使用状況

満足度

永続性
再利用

売れるキー
ファクター？ ５コミ

①　口コミ
②　ﾏｽｺﾐ
③　POSｺﾐ
④　物コミ
⑥　ITコミ

①　短納期対応
②　顧客の苦情を
③　新製品に活かす。
　　ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ充実
④　顧客の経費節減
⑤　再利用・地球環境
　　への貢献・・・・・

ひらめき
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商品販売にどのようなアイデアを駆使するのか？（その１）

　１・・・・・・・・・・・８

　２機能追加を容易に７

　３ランニングコストを安く６

　５販売価格は○○以下で５

　４リサイクル性を高く４

　５使用ｴﾈﾙｷﾞｰを少なく３

　４音を小さく２

　３形と色を○○に１

ｳｴｲﾄ顧客の期待と満足度の項目No

市場調査内容の評価・分析 メーカーで実現可能な評価因子に置き換え～分析

△３　△３

　○３

▲２　◎４

　○４

　◎５

○　○４

　○

・・・・・・・・・趣向性保守性安全性操作性経済性

・・・・・・・・１５％　２％　３％　６％２３％　　　　　機能向上係数（％）

・・・・・・・・　２３　５　７　１０　３０　　　　　ｳ　ｴ　ｲ　ﾄ　集計値

機能１

機能２

機能３

機能４
製品機能

２％↑

２３％↑

１５％↑

6％↑

理科大　秋庭先生の分析法の利用顧客要求に応じたコスト配分・技術改善
 

 

  

　商品販売にどのようなアイデアを駆使するのか？（その２）

×

△

・・・

・・・

○

△

△

△

△

◎

◎

◎

・・・・・

・・・・・・

○・・・×○◎◎ﾗﾝﾆﾝｸﾞ

　　コスト

△・・・○△◎◎故　障

×・・・×△○◎使い勝手

×・・・△○○◎ｱﾌﾀｰ

　ｻｰﾋﾞｽ

△・・△○◎◎価　　格

・・・・顧客Ｅ顧客Ｄ顧客Ｃ顧客Ｂ顧客Ａ　　　顧客名

セールス

ポイント

お客様の評価　◎：極めて高い。　○：普通。△：落ちる。　×：極めて低い

当社の売上
比率　大

ﾗｲﾊﾞﾙの売上
比率　大

ﾗｲﾊﾞﾙ
の領域

取得可能性が
高い領域
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販売強化を狙う製品のPPA対策（Potential　Problem　Analysis)

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）

５：必ず起きる　　５：致命的
４：極めて高い　　４：影響重大
３：可能性あり　　 ３：影響はある
２：低い可能性　 ２：少ない
１：起きない　　　 １：ない

ﾘｽｸ分析
の様式例

予防策と評価　　緊急時策と評価　　Act.SP考え得る
原因

リスク

の項目

PPAの記入様式の例

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する

対策を検討・記載する

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く

P:問題発生の可能性の

　　低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況

　　を評価する
 

 

  

販売増強企画～活動・成果創出

企画書（実行計画書）
１、計画名称と売上強化の目標/期限

２、企画目的　　　　　　　　　　　　　　　
３、企画の内容（要点）　　　　　　　　　
４、期待される効果　　　　　　　　　　　
５、企画実施上の問題と対策　　　　　
６、費用並びに必要なもの　　　　　　
７、実施スケジュール　　　　
８、特記事項（添付資料などを含む　

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策 施策

３０
３０

施策

４０

（５）実績（成果）の
　　　　　　　　　収集

ＰＬＡＮ

DO

Check

継
続
的
レ
ベ
ル
向
上

　
　
　
⇒

次
期
の
改
善
へ
挑
戦

例：達成状況の
　　表示の仕方

1,目標設定

2,目標展開

3,施策の選定と資源の配分

4,具体的改善活動

5,成果の創出と確認

全員参画活動

プレゼンﾃｰションと
　方向づけ～承認
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６、品質問題の捉え方（参考資料のみ） 

（１）5 段階品質改善ベンチマーキング 

【ＩＳＯ9004:2000】ＱＭＳレベル自己評価 

超一流品質目標へ

P
D

C

P
C

D
P

Act.

継続的改善とＴＰ展開図の関連

顧

客

要
求
事
項

顧
客

満
足

経営者の責任

測定・分析
及び改善

製品実現

資源の
運用管理

製品

インプット アウトプット

Plan.:顧客要求事項及び組織の方針

　　に沿った結果を出すために、必要
　　な目標及びﾌﾟﾛｾｽを設定する。
Do:それらのﾌﾟﾛｾｽを実行する。
Check:方針、目標，製品要求事項に

　　照らしてﾌﾟﾛｾｽ及び製品を監視し、
　　その結果を報告する。
Act:ﾌﾟﾛｾｽの実施状況を継続的に

　　改善するための処置をとる。　

P

D C
基本：計画通りの実行を
　　　　確認後,次の計画

　　　　に移る。

　ここで、ISO9000sの継続的改善とTP展開図の関連に

ついて整理しておくことにします。両者の関連は図の
ようになります。TP展開図は、各期毎の品質目標達成

活動です。従って、Ｐ－Ｄ－Ｃという管理の輪を回しなが
ら継続的改善を進め、超一流の製品実現努力を図る
活動になります。このためには、品質改善をｽﾊﾟｲﾗﾙ・
ｱｯﾌﾟさせ、左に示すISO9000ｓにリンクさせる必要が

あります。

TP展開図は

この一平面
 

ＩＳＯ９００１：２０００と今回の対策の融合
その２　“ISO9000：2000の狙い”

品質マネジメント(3.2.8)
組織を指揮し,管理するために調整した活動

品質計画(3.2.9)
　目標設定～達成への
　運用ﾌﾟﾛｾｽ・・・

品質管理(3.2.1)
品質要求を満たすことに焦点
をあわせた品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの一部

品質保証(3.2.11)
品質要求事項が満たされる
という確信を与える・・・

品質改善（3.2.12)
品質要求事項を満たす
能力を高める・・

　有効性(3.2.14)
計画した活動が実行され、
計画した結果が達成された
程度

効率(3.2.15)
達成された結果と
使用された資源
との関係

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

インプット
有効性

　ISO9000sは‘９4年タイプから2000年タイプになり、新しい要求事項に改訂
されました。2000年の狙いは図に示す４つの用件ですが、加えて、有効性と

効率が提示されています。このことは、限られた時間，人、情報や資金など
を駆使して品質改善を図ること、また、維持し、更なる向上を図ることを示し
ています。

ISO9000:2000に示された

構図の一部より

 

 47 



（２） 品質問題の整理把握法 

 

ISO9001:2000と今回の対策の融合、その“まとめ”

規定１．１　一般（適用範囲について内容を抽出）

a) 顧客要求事項・・・満たした製品を一貫して

b)　品質マネジメントシステムの継続的改善の

　　　プロセスを含む効果的な適用

品質保証実態図と品質機能展開図の適用が有効

PDQC図（品質目標展開図）の適用が有効

　ISO9001:2000と今回の取り組みの内容の関連を整理することにします。この基となっている８大原則との関連の

前に、規定１．１との関連をご覧ください。今まで述べてきた内容が集約されていることがご理解願えるのではない
かと思います。

 
 

事実分析手法 

1原因→1問題→1対策 

 点の対策  
 
 
 
 

品質保証実態図 線の対策  
 

品質機能系統図  
 
 
 
 
 
 

面の対策 
PDQC図 

（品質目標展開図） 
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ＩＳＯ９００１：２０００と今回の対策の融合
その４　目標設定～展開

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策 施策

３０

３０

施策

４０

（５）実績（成果）の収集

目標値：１００

PDQC(品質目標展開）図

品質保証実態図

ISO9000:2000　2.3　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛｰﾁ

a) 顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに期待を明確にする。

b)　組織の品質方針及び品質目標を設定する。

c)　品質目標の達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任を明確にする。

d)　品質目標達成に必要な資源を明確にし、提供する。

e)　各プロセスの有効性及び効率を測定する方法を設定する。

f)　各プロセスの有効性及び効率を判定するための指標を適用する

g)　不適合を予防し、その原因を除去するための手段を決定する。

h)　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの継続的改善のためのﾌﾟﾛｾｽを確立し適用する。

　ISO9000：2000が定めるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの内容は次の通りです。この内容の全てとは言いませんが、大半の要素は

ここまで解説してきた品質目標展開図盛り込むことが出来ます。最後の項目は品質保証実態図に盛り込むことが
出来ます。

 

３ｓ種の手法とISO9000:2000の8大原則の関連

総合評価：３つの道具
で全要求をｶﾊﾞｰ可能

物理現象で再
発と予防可能

上～下まで火の
用心を防止可能

ものづくりのノウ
ハウまで一覧化

　　特　　　徴

職場の壁、企業の壁を

超えた活動の展開必要

△○（役割，担当を
　加え表現可能）

○社内同様の

　　適用法が有効

8，顧客との

　　　互恵関係

原理図化法でﾒｶﾆｽﾞﾑ
解析後，裏付けを行う

◎事実分析

　　そのもの

○　左記内容を　
　補足する表示　

○事実分析を補
　足し原理を明示

7，事実に基づく

　　　ｱﾌﾟﾛｰﾁ

上記までの内容と将来
計画を含め今期対策

○物理的現象
の解析

◎毎期の目標達
成をベースとする

○6，継続的改善

P－D－C管理を「目で

見る一元管理」で行う
×○左記の具体的

　改善の展開

◎QTAT、ｷｰ技
術の責任の明示

5､ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄへの

　ｼｽﾃﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ

品質保証と継続的改善○◎更なる改善へ◎妥当性検討可4､ﾌﾟﾛｾｽｱﾌﾟﾛｰﾁ

左記の３手法で具体化○○役割分担明示○3，人々の参画

目標展開と責任者の設
定後、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

×◎目標の具体化△2､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

目標展開図へ明示する×◎目標へ組込む○１、顧客重視

　　　利用ガイド事実分析手法品質目標展開図品質保証実態図　8大原則

　いよいよまとめに入ります。ISOの８大原則に対する今回の３つの手法のｶﾊﾞｰ状況は上の表のようになります
（第２期TZD研究会解析の結論）。
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