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【本書の要点】

筆者は日立金属㈱で在勤 20 年、その後、現在まで 24 年程度の間、主に、JMA
を中心に各社の工場改善技術支援の仕事を担当してきました。このような中で

上の図に示した「故障ゼロ対策の実務」を実践してきました。現在、各社とも、

グローバル化や技術伝承問題の対応が極めて重要、また、このためには、故障

ゼロ生産に留まらず、設備の持ち味をフルに生かし、不良・故障ゼロ生産から、

ノウハウを設備に活かして、円滑な生産と共に、他社が追従できないダントツ

生産へのアプローチが人づくりと共に進める重要度が増してきました。

本書の内容は泥臭いが実務的、かつ、実践成果が短時間で確実に出る内容を

記載することにしました。その要点は、右上の図に示したように、(1)設備の弱

点をハザード MAP 的に地図化して戦略的にゼロ化対策を進める。加えて、(2)
原理図化法を駆使して、目標を定め、故障の原因除去～スピードアップへ向け

た弱点対策を、世界で有名な改善手法を駆使して段階的に進める。(3) 設備に強

い人づくりを柱に、ハインリッヒの原則を実務利用する TPM 展開を図り、改良

保全→故障診断による予知・予防→ノウハウのノウ・ホアイ化と共に、設備に

総知を蓄積して「世界ではるか凌ぐ物づくり」を具現化する TPM 展開です。

このため、本書では、「TPM 実践マニュアル」という名と共に、その基本か

ら展開、人づくりの実務的な要点をまとめ、URL： qcd.jp へ、逐次シリーズ

の形で、アップさせていただくことにしましたが、ご関係の皆様に、この一部

でもお役に立つことを願う次第です。

                  2015 年秋・吉日（スタート時に記載）

                   （有）QCD 革新研究所

                   代表取締役・所長 中村 茂弘
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第１章 TPM 展開に当たり各社が課題とする要件

現在、TPM は世界標準という形で、各社が取り組む設備故障ゼロ対策手法で

す。時に、PM 賞の取得を行う企業が多い状況です。しかし、賞の取得は、別途、

JIPM にコンタクトにご相談をお願い致し、ここでは、泥臭い内容ですが、TPM
を利用して、目前にした設備の故障ゼロ対策～設備生産性向上対策に対し、出

来得る限り短時間で目標を達成して行くという筆者達が努力してきた内容をま

とめました。では、「なぜ、筆者を始めとした者が TPM 活用に努力してきたの

か？」その理由から、解説することにします。

１－１ 経営直結型 TPM：その衝撃的な出会い

（１）日本でなぜ設備生産性向上対策が必要だったか？

すでに、URL：qcd.jp で紹介中の他の書で紹介させていただいてきたように、

筆者は 1970 年～1990 年の 20 年間、日立金属㈱の生産技術畑で仕事をしてきま

した。ここには、多くの方のご支援やご指導があったわけでしたが、その中に

は、数件、設備の稼働率向上プロジェクトがありました。そのような仕事を進

めていた、1980 年代を迎える頃、JMA:日本能率協会で十時会長の講演に参加

する機会を得ました。講演内容は表 1-1 に示した内容だったわけでしたが、こ

こで、筆者達は大きなショックと納得を得たので、ここで紹介することにしま

す。
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この頃、戦後復興と共に、日本の物づくりは「欧米に追い付け追い越せ」が合

言葉でした。この努力が関係し、当時の報道は「Japan as No.1」という宣言を

盛んにしました。「日本の生産性が世界一になった」という内容です。この報道

は、今後の日本産業を鼓舞したわけでしたが、製造業各社とも、輸出を伸ばし、

世界に打って出るグローバル化の足掛かりを得たという状況でした。このよう

な産業環境で JMA・十時会長の講演がなされたわけだったのですが、表 1-1 の

下に記載したように、「日本の生産性が高い背景に、F1 カーのような最良設備

を持った生産が関与しているだけであり、運転技術は全く劣る！」という説明

がなされました。

十時会長は講演会で、「独自の調査！・・」とされましたが、「表 1 の A 覧に

あるように、確かに、欧米の一流企業と比較すると生産性は追いつきつつある。

だが、B 欄をご覧下さい。「Japan as No.1」は、欧米がカスタム・カーを持ち

生産する状況に対して、F1 カーを買って、国際レース場で競争し、「勝った！」

と言っている表現に似た自慢に過ぎません。下手な運転でも勝つことは子供で

も判ります。日本は、現在、F1 ドライバーは皆無です。そこで、C 欄をご覧下

さい。この指標が設備の使い方になるわけですが、いかがでしょうか？米国の

1/3 程度、ドイツは古い設備で苦労しているわけですが、それと比較しても 1/2
付近です。運転技術が未熟ながら、最新設備をムダに使って「勝った！」と言

って威張っているのが、「Japan as No.1」です。・・このままでは批判に終わり

ます。・・」として、図 1-1 の上に記載した内容の紹介がありました。
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その内容は、日本の海外展開工場の生産性だったわけでしたが、「同じ規模と

人数で米国生産をした企業で 2 倍の生産性だった」という事例でした。この時、

筆者も似た取り組みをしていたわけでしたが、図 1-1 の下に示したように、似

たような体験を得た直後だったため、十時会長の講演内容にショックを受ける

と共に、大きな共感を得ました。

十時会長の講演には 2,000 人以上の企業の方が参加されていたとのことでし

たが、「では、日本の設備生産性をどのように高めるべきか？」が産業界のテー

マとなり、各社のノウハウ交換～設備生産性向上対策が研究され。JMA から、

現在の JIPM が独立して専門的に各社の設備生産性向上対策を支援する活動と

なり TPM が PM 賞の付与と共に広がっていったという内容が TPM 誕生の経緯

です。

（２）設備故障ゼロ生産を進めるコツ

当初、TPM 活動は、設備故障ゼロ生産を目的にしました。そこで、以下、故

障ゼロ生産へ向けた手順を整理することにしたいと思います。図 1-2 は 1980 年

代当時、盛んに研究された題材のひとつですが、GE における故障ゼロ生産の経

過です。

図の内容は、ある意味で、しごく自然な取り組みだったわけですが、かつて、

ワットが蒸気機関を発明して以降、産業革命の名で知られる機械化が生産を担

う大きなツールとして各社で進んで行きました。しかし「形あるものは滅する」
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の言にあるように、「設備はいつか必ず壊れる。仕方がない対象であり、壊れた

時に修復する」という概念でした。1954 年まで GE でもこの考え方で生産を行

ってきたわけでしたが、「突発故障を黙認した生産は、生産の遅れや不良の多発、

修理に伴うケガの増大といったマイナス要因だけしかない！しかも、突然に故

障という災害のようなものを認めていたのでは、お客様にご迷惑をお掛けし、

信頼を失うだけでなく、原価も高くなり、故障のために多くの人が何もしない

で待機せざるを得ないなど、何も利得がない」と考えたそうです。そこで、「壊

れる前に部品交換すれば、突発故障は防げるはずである！」という考えをつく

り、部品交換を進めました。これで、突発故障は無くなったわけでしたが、1957
年に、「この『予防保全』という対策には膨大な費用がかかる。部品は壊れない

ように改良すべきである」という考えをつくり設備の弱点分析を行い改善した

結果、故障ゼロ生産と共に部品代の大幅軽減が進み、設備メンテナンス費用の

軽減も進みました。図 1-2 の右下は、その状況を示したものですが、『改良保全』

が進むに従って、設備メンテナンスや部品代が減ったわけでしたが、MTBF：
Mean Time Between Failure という故障から故障までの期間が増大してゆきま

した。しかし、部品には寿命があります。同時に、突発故障の前には必ず予兆

があることを発見しました。現在、マシン・チェッカーという設備診断機器が

多くの企業で使われていますが、この種の機器を含め、1960 年頃に『保全予防』

という名で、人が病気を起こす前に予兆を掴み対策へ向ける技術です。以上、

この経過が、現在、図 1-3 に示した『故障ゼロ生産』を具体化させる手順の基

本です。
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（３）故障ゼロ生産を基盤に設備生産のスピードアップへの展開

筆者も故障ゼロ生産を各所で進めてきましたが、設備は故障しない環境に持

ち込むと、さらなる効率化への展開が要求されます。読者の皆様もご経験済み

と思いますが、個人的にも自覚可能な状況として、「調子の良い車は、高速道路

やレース場で、自信を持ってスピードアップができる。しかし、ガタがある不

安な車は、設備の仕様以下でもスピードは出さないで運転する」という例をご

経験されてきたはずです。この感性と共に、「人と同じ生産をやっていては勝て

ない」という考えはスポーツにおける各種競技と同じです。以上のようなこと

から、「設備生産の限界を求めて」という取り組みと、人が余り関与しないで 24
時間稼働する対策が故障ゼロ生産を土台にした設備生産性向上活動の基本です。

有名な事例のひとつとして、1993 年頃、廃ペット・ボトルを回収したカーペ

ット生産が課題となっていたことがあります。この時、多くの企業は「リサイ

クルは儲からない」とする中で、根来産業はボランティアでスーパーマーケッ

トに市民が持ってくる廃ペット・ボトルからカーペットを生産して高収益を得

ていました。根来産業の形態は図 1-4 の右側に示した状況だったわけでしたが、

例えば、糸を巻く設備の最高回転数が 6,000 とされていたものを 30,000 回転と

いう驚異的な状況で使ってきたわけでした。その改善の要点は、「設備を良く勉

強した従業員と共に根来社長が、日々、試しながら改良保全を積み上げていっ

た」という取り組みでした。加えて、付加価値率が高い根来産業では、特許の
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取得と共に、例えば、一般企業では糸を生産の後、外注業者に送って染色する

という工程を、廃ペット・ボトルから糸の素材をつくる段階で着色して糸にし

て行く。したがって、色染めのための外注は不要というものだったり、よりを

掛けないで糸を生産して巻き取る。さらに、24 工程もある糸を細く仕上げる工

程を、1 工程でカイコが糸を吹き出すように最終製品にしてしまう、といった技

術革新がなされてきたわけでしたが、この種の改善や革新技術は「設備に強い

人づくりを進めてきた結果です」という努力でした。

以上、一例という形で故障ゼロ生産からスピードアップへの展開を紹介しま

したが、本書はこのような「製造現場の皆様の目前にある設備の持ち味を引き

出す」という取り組みを骨子に定め、以下、TPM の中から学び、使うべき要件

を抽出して、効果的な対策法を紹介して行くことにします。

１－２ TPM を推進企業が持つ悩み（問題を整理して）

先にお断わりしたように、本書は PM 賞取得を目的とした資料の整理をガイ

ドするマニュアルではありません。しかし、TPM を進める企業から、いままで、

筆者に、自主改善や、やる気づくりなど、多くの問題が寄せられてきました。

以下、その種の相談に答える形で、対策の要点を整理しておくことにします。

（１）TPM 推進の前に明確化すべき BM（目標とレベル設定）

今まで筆者に寄せられた質問にお答えするには、そのベースとすべき基準が

必要です。確かに、どのように優秀な設備や設備稼働率向上対策があっても、
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それを扱う人の活動レベルが大きく関与します。そこで、まず、表 1-2 に示し

た設備稼働率の定義を示し、「この達成度が各種の活動とどのようなレベルにあ

るか？」を評価すべきことになります。表には各所で活用されてきた定義があ

りますが、どの定義も、表の下に注釈として示した、トヨタが JIT を進める中

で定めた『可働率』をベースとしたものです。この定義は、

(1) 対象製品が無い状況：ムダな生産を意味するので稼働させない。

(2) 対象製品がある状態：世界最高のスピードで不良・故障ゼロ生産を行う。も

し、ここに達成しない要件がある場合、それを不稼働要件と考えて、改善を

図る活動を早急に進める、というものです。

以上の考えは、図 1-5 の設備稼働時間の構成と共に、読者の皆様が対象にさ

れている設備の稼働の分析に応用すべきです。また、その要点は、トヨタ JIT
の中では、“ニンベンのつく自働化”という定義をして、ムダ排除と共に、理想

の生産性を追求してきた内容に相当します。すなわち、TPM の各種の活動が、

このような理想目標とすべき指標の追及に対して、①どの程度のレベルなの

か？②活動の有効性（直接数値の押し上げに寄与する程度）が、どのようにな

っているのか？③その対策を進める効率はどうか（各種の努力が短時間で、目

標とすべきレベルに到達する活動になっているか）？といった項目で、現状と

改善レベルを検討し、対策を進める方式です。

つぎに、活動の在り方を問題とすべきですが、表 1-3 をご参考願うと、各種の
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活動が整理されるはずです。

理想的で、ムダの無い設備稼働率向上対策を図るには、点検簿の管理からTPM
を使ったマネジメント上の対策が必要です。そこで、表に示した「8 つの要素が

どのレベルにあるか？」を点検・評価して行くという内容が、TPM を例とした

理想レベルの設備稼働を追及する活動の見直しとなります。例えば、表の 1 番

目にある「点検簿の管理」ですが、ここで言うまでもなく、「点検簿の目的は異

常の早期発見と対策」です。要は、設備の不具合を予知・予防するために、点

検という重要な仕事があるわけですが、単なる V マークを入れているが設備は

故障するといったレベル 1 から、異常の早期発見から部品交換のための点検に

留めず、改良保全により設備生産性を高める活動内容を審査して行くというレ

ベル 5 までがあります。加えて、ここには、分厚い点検簿を忠実につけること

でこのような仕事を進める対策ではなく、「改良保全によって点検期間の延長、

さらには、日々点検の項目を減らす改善を進めてきたか？」といった活動レベ

ルがあります。

以上が TPM という全員参画による生産保全という活動のレベルを評価する

指標の例ですが、この種、「理想的な設備稼働－現状＝改善ギャップを評価する」
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という、具体的なベースがあって、TPM の活動は評価されるべきです。

卑近な例ですが、ある企業では「TPM の基本は 5S である、ということで 3
年間やってきた」というお話をお聞きした例がありました。そこで、ここでは、

「設備清掃は 1 度行ったら、強制劣化の要件のもとになるゴミや汚れの発生源

対策をすべきである。掃除の繰り返しはムダ、賽の河原の石積み現象に留まり

ます！」と言って、努力の方向を変えた途端、故障の激減や掃除に使ってきた

時間が生産の増、さらには、改良保全に投入され、さらなる設備稼働率向上対

策成果を得たわけですが、同時に、ここでは、「3 年間掃除指導を指導するだけ

だった、この企業を指導してきたコンサルタントも辞めていただき、経費節減

を得た」という笑い話しを残しました。

（２）事例・TPM 活動に対する質問に答えて

図 1-6 と 7 は、2015 年春にアジアの食品関連企業の視察団が日本を訪問する

時、事前に筆者に送ってきた 27 件の質問を整理したものです。この質問は、両

図の右側に分類して Q&A の形で日本の最先端企業の取り組みを紹介した項目

の羅列です。この国では、現在 TPM が導入され加熱中とのことでした。また、

反面、日本で TPM を導入して展開してきた企業で問題解決を進めてきた問題が、

ある意味でコンパクトに集積されているので、ここに例示しました。
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ここに記載された内容は、工場運動として自主保全の環境に全員を持ち込む

対策が重点的な問題になっています。筆者は、図 1-8 に示した図を紹介して質

疑に入ったわけでしたが、視察団に参加された経営トップの皆様は口を揃えて、

「取り組みを変更します」というお話しと共に、その後の支援を続けました。
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日本でも多くの企業が同種の取り組みを進めていたため、視察団に参加され

た企業のほとんどが、その方式を最良と考えていたようです。その理由は、質

疑を繰り返す中で判ったことでしたが、「まず、①全員参加で TPM の体制と全

従業員の意識改革とレベルを図る。次に、②自然発生的にボトムアップ改善を

期待して、③ボランティア的な改善を願い、イニシャル・リーダー的な改善グ

ループが生まれたら、そのグループを賞賛して他のグループに参考願い、拡大

を図る、という取り組みとなるわけですが、これは、1970 年頃、日本で行って

いた小集団活動方式に近い形態です。皆様は既にご存知の通り、このような方

式は成果創出が遅く、研修や資料づくりに多くの手間と時間を要する活動にな

っているため、図 1-9 に示したように、日本では衰退しました。しかし、TPM
を進める企業の中では、この種の活動、すなわち、経営予算とは別枠（別会計

という二重構造による活動）で TPM 活動を進める形態があり、派手に宣伝され

るため、海外では真似てきた企業が多い状況です。多分、PM 賞を取得する時に、

表示やボトムアップ活動を宣伝された内容を TPM 活動のお手本と考えた例で

はないか？と思います。

現在、小集団活動も経営直結型になり、職制や予算一体の活動になっていま

す。要は、企業における活動は総て、具体的な経営効果と、投入工数に対する

アウトプットという設備生産性効果を先に見積もり（目的と目標を決めて）、テ

ーマを早期に達成するために①最良の人材を集中投入する。②最良で最短期間
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で成果を創出する手法を選択して使い、③個々の活動はプロジェクト方式で見

える化管理して予算直結で成果を挙げるという方式を選定すべきです。したが

って、意識改革や活動の活性化などは、プロジェクト・リーダーがテーマの早

期達成の中で自主的、または、他のグループから学んで活用すればよく、「全社

としていかにすべきか？」といった内容は、必要があれば対処する方式を選択

すべきです。この種の理論は、図 1-10 に示したように、すでに、2:6:2 の原則

で学んできたことであり、目前の設備生産性向上を図れば、その周辺技術や活

動環境を論じるのは後にしても良いのではないでしょうか？

（３）TPM 推進上でお勧めしたい事項（TPM を早期成果創出へ向けたガイド）

これは、筆者が進めてきた設備生産性向上対策ですが、予算直結型で進める

対策上行ってきた内容です。とても最良の手順というほどの内容では無いわけ

ですが、効果が早く出てきたという経過と、経営直結であったことや、成功体

験が人材育成に大きく作用したという実践体験からガイドの形で紹介させてい

ただくことにしました。

① テーマ先にありきの活動を先行させる対策の必要性

一般論に「鶏が先か？卵が先か？」という議論があります。これは「人材育

成により優秀な PM 関係者をつくることが無ければ、故障ゼロ生産は困難であ

る！」という議論と、「テーマと目標を先に決め、対策する担当者を公募、また

は、選定して実践願う中で、組織化や人材育成が必要なら進める」という対策

の比較論ですが、設備生産性ダントツ化を狙う方々は、当然、後者を選定すべ
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きです。すでに、「もしドラ：もし、高校野球の女子マネージャーがドラッガー

の『マネジメント』を読んだらという書の略」なる小説が示してきたように、

また、産業界の成功者の多くが語ってきたように、「いくらマネジメントに関す

る知識に堪能であっても、また、MBA の資格を取得していたとしても、経営者

の地位を任せるという仕事は別である」とされてきました。さらに、「この種の

内容は、リーダーとして実務を実践する方が、振り返って、ご自身の取り組み

を見直すのに役立つ内容である」という位置を推奨してきたわけですが、TPM
も活動の枠や体制、知識の前に、テーマを先に定めるべきです。このことは、「い

くら肥沃な田畑をつくっても、何を植えるか？が決まらなければムダな行為と

なる」という注意と同じです。要は、(ｲ)まず、経営的に「なぜ設備生産性のダ

ントツ化が必要か？」を明確化する。(ﾛ)対象設備を選定する（まず、モデルを

つくる）。(ﾊ)どの程度のレベルを達成すれば、どのような経営効果を得る可能性

があるか？を見積もる。(ﾆ)レベル向上に当たる人材は誰か、(ﾎ)担当するリーダ

ーとメンバーに、どの程度のスキル向上が必要か？必要に応じてレベル向上対

策や組織的な体制の整備（経営サイドからの支援を進める）。(ㇸ)早期、かつ、

有効性の高い技術手段を駆使願う（経営側から進捗をフォローする）。(ㇳ)成功

事例を具体化させ、波及展開する、という手順が、多くの TPM に存在する手法

や事例を活用するコツになります。

② リーダーに成功談を具体化願うための要件

TPM 実践リーダーには TPM 展開戦略が必要です。図 1-11 に孫氏の兵法を
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例示しましたが、(ｲ)先勝後戦、(ﾛ)兵は拙速を聞く、(ﾊ)衆を用いるの法という 3
つの注意を駆使した取り組みが必要になるはずです。現在、多くの企業がリー

ダーシップとリーダー不足の悩みを訴えているため、リーダーシップなる研修

が盛んです。リーダーとは、○○をリードする、すなわち、ある実務課題に対

し（経営を変革するような重責を担当して）、成功事例を示し、まわりを巻き込

むという活動が無ければ、コミュニケーションや見える化対策、さらには、グ

ループ演習でいくらまとめ役がうまくても、製造現場という活動の場で、この

種の付帯的な手法（手練手管）は無意味に近い内容ということになります。

③ 成功ストーリーの実証

産業界に「なぞ解きは事例に学べ」とか、「ビジョンなき行動は悪夢、行動な

きビジョンは悪夢」さらに、「努力に勝る正師なし」という教えがあります。「失

敗を許されるのは、誰もが納得行く形で努力した末であり、致し方ない環境の

変化や条件が重なった場合に限られる」という厳しい条件がリーダーに課せら

れます。設備故障ゼロ生産～設備生産性ダントツ化へ向けたプロジェクトの運

営においては、(ｲ)既に先進事例と先駆者が多いこと、(ﾛ)TPM には、効果的な手

法がほとんど開発済みである。さらに、(ﾊ)時間とお金を掛ければ、企業外の技

術支援なども利用して、失敗に至る前、また、失敗してもプロジェクト期間中

に復帰戦が可能となる確率が高いといった環境があることを考えると、一般に、

特殊なテーマや条件が関与しない限り、成功ストーリーの実現可能性が極めて

高い対象です。企業では、イニシャル・リーダーの成功事例が他を牽引してき

たという歴史と環境を見ると、「TPM 普及は正に成功事例を従業員の皆様に目

前に示すことが他の刺激策に勝る」という状況です。

以上、泥臭いが実務的な取り組みの要件を示したわけですが、先に、図 1-8
と 9 で示したアンケートも、ここに示した内容を骨子とした解説を基に解説す

べき内容になるはずです（アジア系の日本・TPM 団の皆様にも、ここに記載し

た内容を解説したわけでしたが、「実践すべき内容が明確化した」という評価で

した）。

１－３ ある企業の TPM 診断（参考例）

本来、「設備の故障対策は設備を製作した専門メーカーの方による対策が一番

有効ではないか」と思います。故障ゼロ対策が設備の構造解析～改善技術は製

造技術という性格を持つためです。しかし、「この種のプロはものづくりを直接

担当しているわけでは無い（設備の設計～製作はするが、製造の事情は、必ず

しも堪能ではない）。」という点と、「故障ゼロ生産に対し、製造を行う方達が自

主保全を担当すると、設備に詳しい人づくりと、故障ゼロ生産が急激に進む！」

というマネジメントの一面があるためか？JMA で企業支援という仕事を開始し
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て以来、筆者に故障ゼロ生産に対する支援依頼が度々なされてきました。多分、

筆者が製造技術に詳しいことや、多少とも現場経験を持つこと、さらには、不

良ゼロ対策を進める中で、設備改善を扱い、短時間で初期の目標の達成に関与

したこと、また、関係者から問題を聞きだし、見える化手法で専門家の対策が

促進されるという、設備故障関連の通訳的な方法を持つことが関係しているよ

うです。この種の要件は誰でも場数を踏めば身につく内容ですが、「JMA とい

う相談を持ち込まれる環境で、多少とも、各社からの相談に対応する中で、実

績を挙げてきたことが関与するのではないか？」と思います。

故障ゼロ生産に当たっては、まず、目前に見る設備の診断と、攻め方が必要

になります。そこで、詳しい対策に入る前に、経験から得た「設備診断の進め

方」について紹介することにしたいと思います。

【ちょっと一息】筆者が愛したブルーバード（青い鳥）

卑近な例で恐縮ですが、筆者が設備の修理を覚えたのは学生時代に購入した

中古の軽自動車が関与しました。1966 年頃の話ですので、現在のような高い技

術で車両が作られていなかったことが関与したようです。このため、知り合い

の自動車修理工場へ持ち込み、車の下にもぐり、修理しながら何とか走るとい

う状況だったため、「門前の小僧習わぬ教を読む」式で、車の構造や修理を覚え

てしまったわけでした。また、ここに理工学部の仲間、さらには、車を乗るこ

と自体が日常会話の学生時代でした。当時は、次々と出てくる新車の構造を示

す著書などが、知識面の練磨になりました。しかし、余りにも故障が多く、父

の退職金で右の写真に示した日産・ブルーバードの購入以降、メンテはするが

故障ゼロという状況でした。このため、いよいよ老朽化で管理が大変になって

きたことや、重量税

軽減、燃費と地球環

境問題の対応のた

め、現在は軽自動車

に変更となりまし

た。だが、43 年間、

共に、生活を共にし

た思い出は忘れが

たい感謝という状

況です。ある意味、

この2台が故障ゼロ

対策の現状を作っ

てくれました。

筆者が43年間乗っていた車
日産・ブルーバード412型
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いかがでしょうか？「車の製作者より、毎日乗り、構造や特徴を知り尽くし

た筆者の方が異常を早く察知するという現象は皆様にもおあり」と思います。

要は、設備を使うという日常が診断であり、人体の健康と同じ局面を持つはず

です。ここまで個人談を記載して恐縮に思うわけですが、この種のご経験は皆

様もお持ちのはずです。会社で製造する設備と自家用車の差は、「①自分の設備

と思っていない。②異常や修理が必要な時は、専門家に任せれば何とかしてく

れる。③複雑で専門的な設備の機構や動作システムは私の能力を超えてい

る。・・・と言った感を持ってはいけない」という点を読者の皆様にご理解願い

たかったためです。同時に、設備診断という取り組みは、たとえ、(ｲ)医者に当

たる設備の専門家で無くても、図 1-12 に示したように、問題意識さえ持てば、

いつもと違う音や作動の異常？は機械をいつも扱う物なら感じ取れるといった

点、さらに、(ﾛ)目前の設備が我々の生活を支えている。そうなると、自家用車

以上に異常があれば察知して、問題になる前に手を打つ場で仕事をしている。

この点だけは、他人任せはできない。(ﾊ)少しづつ、学べば、何も万能で総ての

設備を扱うわけではない作業・実務者でも、設備の弱点と異常は察知できるレ

ベルになる。時には、修理や異常事態の連絡から、故障に至らせない手を打つ

比率が増すことが期待できる、という考え方になるはずです。

以上、この話は、筆者が製造現場に配属され、関係者を集めて、200 台もある

設備の故障ゼロ生産を目指した時に現場関係者に話した内容です。その時、筆
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者のブルーバードは購入後 15 年、世の中では 2～3 年で新車を買い替えするこ

とが風潮になっていた時でした。筆者は、「私の車は友である。タクシードライ

バーでは無いので、この車はお金を稼ぐことを行っていないが、常に自己診断

し、構造なども専門家から教わり、書も読み研究してきたので、健在です。・・」

と言って関係者に見て貰いました。当時、「通勤者は下駄代わり」という風潮で

新車買い替えを考えていた方達も、「この車は、調子良いはずだ、手入れと点検

が行き届いている。我々個人が担当する生産設備もこのレベルにはしよう。少

なくともゴミと汚れは強制劣化の元凶であり、子供でも防げる。・・診断とは、

自分が健康を害し、治したい人が医者の注意を受け、良いサゼッションを受け

て健康維持に努力するわけであり、健康に異常点があるか否か？を見ていただ

き、早期発見、早期対策という点を重視すべきである！」と話し合っていただ

いたことが、その後の故障ゼロ生産の基盤になったため、昔を思い出し、ここ

にしました（なお、その後、現在まで、故障ゼロ生産を進める製造現場で同じ

話を紹介してきた例が多い状況だったわけでしたが、現場の皆様が口にされる

内容は今も変わらない為、ここに紹介した次第です）。

では、このように、「まだ、健康、何も異常が無い段階でガン治療のように早

期発見、早期対策を進める」という診断法について解説することにします。図

1-13 をご覧下さい。

現場診断法については、既に OnDeCo シリーズ 02 に掲載中（会員の皆様は

自由に閲覧可能）ですが、(1)自己診断に加え、図に示した(2)通り診断と、(3)
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プロジェクト診断があります。自己診断は既に先に記載した内容です。要は、

ご自身が担当する設備に異常を感じたら、即座に関係者に報せて手を打つか、

修理技術を持ち、対策する責務や権限をお持ちであれば自分で手を打つ対策で

す。これに対し、(2)の通り診断は、自分では気が付かないが、その道の専門家

が見ると異常や改善点があるため、指摘と対策内容などをお聞きして手を打つ

方式です。これに対し、(3)のプロジェクト診断は、設備面で改良やレベルアッ

プに関する目標や目的を決め、期間を決め、専従という形で、専門家、時には、

業者などを加え、徹底的に問題を解析して対策するまで解散させないという方

式です。この場合、一般に現場関係者の多くは、(ｲ)実態（現状）を報告する。

(ﾛ)問題点を解説する。(ﾊ)ビデオや製品、機械故障や部品の不具合と圧制状況を

説明する。ビデオ資料や診断機器によるデータ収集の状況や内容を示すといっ

た情報提供を進めるという参加方式になる例が多い状況です。この種の状況説

明で、改善策が取られると、(ﾆ)試作や修理、改造後に稼働した設備の状況を関

係者に報せるため、記録を取る。対策後に予定以外の新たな異常が出た場合、

即座に関係者に報せる、といった参画と共に、改善内容を学び、(ﾎ)所定の目標

達成まで活動を続ける、といった対処を進めます。

以上、基本となる診断法の基本は「自分と仲間のため、主役的に友人という

か？友、同胞である製造設備の面倒を見る。同時に、この経過で、設備に強く

なってゆく活動（他から見ると、「設備に強い人づくり」）と共に、さらなる自

主保全、すなわち、設備の健康維持強化力を高める活動を進める」という活動

を紹介しました。産業界では、この種の一連の活動を『自主保全』と言います。

なお、再度の解説で恐縮ですが、ここで注意すべき点は、「目前の設備に集中し

て、必要な要件を必要な場で、必要なだけ知って駆使する技術を高める対策を

個々に行うべき対処であり、設備の専門保全員（保全のプロ）のように万能的

に保全技能を高めることは後にすべきである」という注意です。それは、あく

まで順調な生産の維持が生産を担当することが現場作業を担当される方の本業

であり、自主保全技術は、この点に焦点をしぼらないと、多大な研修や高度で

多岐に渡る設備管理・改善技術の習得に信じられないほど多大な研修の時間や

ムダとも言える手間と費用が掛かるためです。
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第 2 章 故障ゼロ生産の手順（基本技）

第 2 章では、実際に「目前にした設備をどのようにして故障ゼロへ持ち込む

か？」という実務的な対策内容を例示し、故障ゼロ生産アプローチ法を整理し

て行くことにします。

２－１ 完全生産に学ぶ設備故障の基本

「智者は歴史に学ぶ」という教えと、「どのようなご高説も実践無き理論はウ

ソである」、さらに、「もし、足がかゆければ、患部を見ないで経験や創造論に

終始するのはムダである」という注意は、事実確認の大切さを示唆したもので

す。その意味から、「TPM の実務展開は、まず、スキル管理の創始者、故障ゼ

ロ生産の実践法を世に広めた中井川正勝先生の完全生産と、A 工業の取り組み

を正に歴史に学ぶべき」とされてきました。そこで、以下、読者の皆様には、

余りお奨めしたくない、またら、TPM の成果創出を遅くする例を紹介すること

にします。

（１）記録重視の故障対策事例

この事例は、かつて支援していた中程度の企業の例です。ここでは、ある大

手企業に頭を下げて「設備保全の権威者なる方を中核に置き、故障ゼロ対策を

じっくり進める」というお話しが出ました。筆者は、この製紙会社で改善のお

手伝いを進めていました。それまでの対策は、新製品立ち上げ、シングル、・・

不良ゼロ対策であり、かなり効果を挙げました。そのような時、大手企業から

定年近くになった設備管理者の方が TPM 推進担当ということで転任されてき

たわけでしたが、この方（以降 A 氏と略称します）の持論は、「設備は故障する。

設備には弱点があり、故障記録を基に、そのサイクルと原因分析を行うべきで

ある」であり、図 2-1 に示した Bath-Tub 曲線の信者と言っても過言では無いほ

どこの理論に固執されていました。

ここからが、A 氏と筆者の激論になるわけですが、社長の前で、A 氏は、「中

村さん、設備の故障対策がうまくいっているか否かは、長年の記録を利用する

ことが基本です。そのためには、まず、故障記録を克明に取って行く必要があ

ります」と切り出しました。そこで、筆者は、「A さん、それは一理ですが、で

は、故障対策はいつからスタートさせるのですか？」と問うと、A さんは、「3
年は、まず、この設備の状態を記録して、どこが、どの程度故障するかを、こ

の詳細な記録用紙に記録した後で決めます」とのことでした。そこで「記録が

先で、明らかに故障してきた過去の問題も改善しないのですか？」と問うと、「そ

うです。私が赴任してきたからには、自分の記録しか信じません。医者も同じ
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です。人の記録、否、今までのような簡単な記録では何も出来ません。そこで、

この様式で、記録を取ってから対策となります」と話すので、「A さん、この方

式ではお金と年月が掛かりすぎます。年間に、現在、3 億円もの修理費用を使っ

ています。記録より、手のつく点に手を打って行くべきです」と話しました。

しかし、A さんは、「中村さん。そのような想定に基づく対策では、間違った手

を下す危険があります」と言って自説を曲げません。

このため、筆者は、「だが、A さん、故障の事実は、たとえ過去の記録内容が

貧弱でも、事実なのですから、また、設備ご専門家であり、あなたが、機構や

メカニズムを解析すれば可能です。要は、信頼性工学を利用すれば。今でも問

題個所の撲滅はできるはずです。当然、このためには、類似の設備や、このメ

ーカーからの情報収集を行いますが、3 億円を 3 年使って当工場の設備の故障発

生を待つより、この対策の方が得策です！」というと、「中村さん、それは、頭

の理論です。私は大手 T 社でやってきたやり方を通します。・・・」という状況

で、この議論は全くかみ合わないまま進みました。

結局、結論は、筆者が身を引くことにしました。その理由は、(1)この製紙会

社の社長が A さんをおがみ倒す形でこの企業に転職願ったこと。(2)A さんに総

てに責任を任せて故障ゼロ対策を進めるという約束で、この企業にきていただ

いた話をさえてきたこと。さらに、この企業の社長は、(3)私と A さんとに対話

で、A さんの考え方は明らかに間違っていると気がついたわけでしたが、A さ
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んを説得するより、しばらくやってもらってからの判断にしたいという訴えに

似た話を、後日いただいたためです。このため、筆者はこの企業の支援は中断

しました。だが、その後、5 年経過しても、年 3 億円の費用はそのまま、結局、

設備故障ゼロへの接近はなかったそうです。このため、この社の社長から「A
さんに退職願った」という連絡と、「各種の記録と調査で資料の山だけが残った」

という反省をされていました。その後、TPM を紹介したわけでしたが、この企

業の社長は「わが社の設備故障の前に A さんの頭の中（考え方と取り組み）が

故障していた。・・」と笑い話にもならない反省をされていました。経営的に見

て、A さんの取り組みは、この企業に多大な損金と、故障ゼロ生産への達成の

遅れをもたらしましたわけでしたが、奇妙なことに、この種、「物理現象を直視

しないで形を重視し、本質を攻めない」や、「やる気の重視ということで、目前

にした設備の故障対策より、発表会の資料づくりで日を過ごす」事例は、TPM
以外に、ISO などの認証企業などでも、似た状況をよく見かけます。

Bath-Tub 曲線ですが、図に示したように 2 つの利用法があります。不幸なこ

とに A さんのアプローチは教科書通りの学説だったようです。すなわち、(a)購
入時には未解決の問題を持った設備が導入される例が多く、故障に悩まされる。

(b)やがて、記録を取り、解析を進める中で、関係者達が故障を減らす手立てを

見出だすが、故障はゼロにならないままで生産が行われる。(c)この状況で、や

がて設備は老朽化する。同時に、故障対策費用が増大化する。そこで、「この時

点が買い替え時である」という、読者の皆様にはお奨めしたくない活用法です。

しかし、筆者達、実務者が目前にした設備を対象に採ってきた実践法は、こ

れとは解釈は大きく異なります。その展開内容は、(ｲ)設備の故障は物理現象で

す。似た設備の構成と作動原理を持つ新規導入設備は、その時点までに研究さ

れ尽くした知見を駆使した構成にすれば、導入当初、多少の問題はあっても、

ゼロ接近の工夫ができる。(ﾛ)整備と点検の徹底：壊れる前の故障の予知・予防

で設備故障ゼロ接近の環境で稼働は可能である。そうなると、(ﾊ)新たな問題や、

過去の技術をはるかに超える技術が出てきた段階で交換というところまで設備

は使用可能である（SN 式と記載した筆者達が学び、使ってきた対策法）とする

方式です。

筆者は、Bath-Tub 曲線を書で見た時、既に個人的に愛用車だった、先の日産・

ブルーバードの体験から学んだわけでしたが、この種、「書に記載した学説は誤

りである」と解釈して活動して行く方式が TPM の実務論です。では、この種の

実務論と共に、A 氏のヤブ医者的な学説重視論から離れ、企業診断に名医の知

見と行動を示した TPM の師の努力を紹介することにします。
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（２）信頼性工学の権威者、中井川正勝先生のスキル管理に学ぶ

TPMを最初に利用する必要に迫られた時、筆者達は中井川先生の『完全生産』

を学び、実践してきました。中井川先生は、「老朽しきった」とされる設備を故

障＋不良ゼロ生産にして行き、日本の多くの企業で同種の内容を指導され成果

を挙げていった方だったためです。では、筆者と似た形で、抵抗勢力とも闘い、

日本の TPM の足掛かりを作られた中井川先生の努力を紹介することにします。

図 3-2 に示したように、中井川正勝先生が企業に顧問として招待されたのは

昭和 38 年頃でした。また、その企業が先生に求めた内容は「作業者の教育訓練

体系の構築」という内容でした。この企業では、「不良や故障では、企業の収益

が悪化している根源は、作業者の未熟による」と管理者達が考えていました。

ところが、中井川先生が現場を診断すると、「半年前に購入した新鋭機が現在

1/2 のスピードでしか生産できない上に、不良を多発している」という状況、ま

た、「現場で機械設備を使って作業する方々に標準書がない」「機械を診て触る

と、あってはいけない振動や音を発する状況なのに管理者が放置して、的確な

手を打っていない」という実情でした。そこで、先生は、即座に『ルッサーの

法則』を関係者に説明し、「作業者訓練の前に、その前提となるゴミやホコリに

よる強制劣化の原因を除去しなければならない」と説得したわけでした。しか

し、正に“のれんに腕押し”、「そんなつまらないことをするより、早く作業者の

再訓練をお願いします」という話ばかりが帰ってくる状況でした。
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このような四面楚歌ともいう中でも、中井川先生は、「不良が出るということ

は、既に設備が故障していることを意味する。もし、不良をゼロに接近させれ

ば、設備は今の 2 倍のスピードが可能である」という考えを打ち立てると同時

に、「この理論をいつか必ず証明しよう」と考えました。このような時、偶然と

いう状況で、エナメル線を線引きする企業から立て直しの依頼が飛び込んでき

ました。そこで、中井川先生は、この現場へ向かったわけでしたが、この工場

の要求は「とりあえず、現場を改善し、不良率を 1/3 程度にして赤字を脱出した

い。近く設備は更新するので、それまで持たせて欲しい」というものでした。

早速、先生は、現場へ出て設備を診断しましたわけでしたが、この現場を持つ

管理者達がいう、「設備の老朽化で困っている」とか「作業者の未熟で・・・と

いう訴えなどと、起こっている問題とは関係ない」と判断したそうです。

先生は、図 3-3 に示したように、ここでも「設備の微欠陥を直せば（正規の

状態に正せば）不良はゼロになり、設備生産性も回復し、新しい設備への更新

など全く必要ない」ということを説明しました。だが、反発だけが返ってくる

だけでした。

そこで「これ以上議論しても駄目だ」と考え、「班長 1 名と保全作業者 1 名と

私に、しばらく改善を任せて欲しい」と進言しました。赤字に困るこの工場の

関係者は、他に案がないので、この採用を採用したわけでしたが、これからが、

中井川先生の理論と三現主義の実践です。
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手をつけた最初の策は図 3-4 にある、強制劣化の排除でした。まず、①汚れ

がたまったデッピング槽の汚れを取る。②平坦度の出ていないスクーイズ盤の

平坦度を出す。③巻き取りリールの芯ブレを取る、・・・・などに加え、製造技

術上の問題を是正し、強制劣化のもとになる要因をひとつづつ除去していった

わけでしたが、一見、高級な技術者には、つまらない処置と見えるようなこの

種の問題、すなわち、故障や不良の原因の除去を行った結果は見事な結果を示

しました。ここで、信頼性工学の理論の実証ともいうべき、不良や故障を出さ

ない生産環境である『完全生産』の条件を具体化させていったためでした。ち

なみに、『完全生産』を適用する前の生産現場の実情は図 3-5 に示す状況でした。

また、この製造現場では、(1)製造現場でよく耳にする「だましながら設備を

使う」という状況と、(2)製造現場を受け持つ管理者達は、パレート分析で見る

問題の大きいものを挙げ、現場に対策を進めさせる。(3)自らは現場へ行かず、

故障記録を図化するなどして、机上の空論に明け暮れる、・・といった状況だっ

たそうです。

これに対し、中井川先生の取り組みは、図 3-6 に示したように、(ｲ)3 現主義の

実践、(ﾛ)事実と正しい設備作動原理に基づき、微少な問題も現場で、正しい原

理の状況に持ち込むことにより、(ﾊ)例え、時代を経た設備であっても、不良・

故障が起きない構成を具現化させ、理論を実務で証明するという内容でした。

この成果が基になり、他社からも依頼を受け、中井川先生は不良・故障ゼロ生
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産を指導されると同時に、多くの成功例を示して行かれたわけでしたが、先生

によると「常に、この企業であった抵抗勢力との闘いの繰り返しでした。・・・」

というお話が残っています。
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この事例では、全ての問題要因が除去された途端、巻き取り不良の手直しを

していた作業者はゼロ、製品のコブ、外形不良などもゼロにすることができた。

その結果、生産性は 3 倍、設備の更新は全くない状態で、この工場は黒字に変

換させました。このような成果があったにもかかわらず、図 3-6 の下に示した

ように、中井川先生の『完全生産』方式が多くの企業で導入されるまでに、多

くの時間が掛かりました。その理由は、先の A さんに見るように、故障対策法

を間違った論説で展開し、机上の空論を繰り返す「似非・設備専門家達」と称

される方達の抵抗に直面していったためでした。しかし、実践で証明される理

論に勝るものはありません。このため、やがて、TPM の基盤に中井川正勝先生

の『完全生産』が『設備 5S』という形で、初段に位置づけられるようになって

ゆきました。

２－２ 先進事例に学ぶ、初期故障対策～故障ゼロへの手順化

本書では「高尚な理論や学説、膨大な資料づくりや講習会参加より、目前の

設備の不具合対策を先行すべき」としてきました。これを基盤に、さらに、不

良・故障ゼロ生産を超え、更なる設備効率化対策を図るためには、正しく、ム

ダの無い手順が必要になります。そこで、次に、筆者を始め多くの企業がお手

本にした A 工業における故障ゼロ生産の手順を紹介することにします。

（１）A 工業㈱が故障ゼロ生産に着手した背景

A 工業は昭和 13（1938）年の創立以来、キャブレターを始め自動車部品を製

造する企業のひとつです。故障ゼロ生産に挑戦するきっかけは昭和 48(1973)年
のオイルショックの時の体質強化でした。これまでは、作れば売れる時代だっ

たわけでした。だが、JIT 生産と共に、故障停止のムダを徹底的に排除する JIT
を導入する中で、図 3-7 に示したように、故障を是認した仕掛を抱える生産か

らの脱皮や、故障対策に対しても目前の設備を対象にした直接的な改善を進め

てこなかったという反省から、現場参画を得た改善をスタートしました。

A 工業では「T 社の指導を受け、徹底的なムダ排除と共に、中間在庫をゼロに

して、不良・故障ゼロ生産の取り組みを通して、製造現場の能力向上を目的に

TPM 活動をスタートさた」と説明しておられますが、対象は、当時、工場経営

上、ライン停止上、一番大きな問題を抱えていたキャブレター穴あけ加工専用

機がモデルとなりました。この設備はアルミ・ダイカスト・ボディーに穴あけ

を行う設備です。大きなターンテーブル上に部材を載せ、15 軸に搭載された部

品を回転しながら、順次加工するという巨大で複雑な設備構成です。ちなみに、

負荷率は 80％、部品点数は 8,000 点、アルミ切削量は 25Kg/Hr という構成でし

た。
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TPM 対策前にこの設備が持つ問題は、一度ライン停止をすると、復旧に長時

間、時には 20 時間も掛かかり、劣化予知も困難な機構だったそうです。事実、

改善に着手する前の故障は年間 83 件、しかも、10 時間以上の停止が 25 件とい

う状況でした。このように、専門性の高い設備だったことが関与して、どの企
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業でもありがちな、「現場＝私はつくる人（生産だけを担当する）。故障した設

備は、保全・整備部門：私は直す人（専門家）に丸投げする、という方式と共

に、真に故障となる原因を攻めず、枝葉末節的な対策を進めてきたことに対す

る反省が大きかった」そうです。この対策に当たったリーダーは、保全原動課

長の S 氏であり、改善当時の状況は、正に、図 3-8 に示した状況でした。

S 課長によると、①定期的に掃除をすることになってはいたが、生産に追われ

て出来ず、強制劣化の基になるゴミや汚れの山になっていた。また、この対策

には現場の参画が絶対に必要になる。②日常の管理には、現場を巻き込んだ活

動を必要とした。③設備の構成を何も知らないで生産に当たるより、設備の弱

点や設備を良く知った活用と共に、現場の知恵を駆使した気づきと共に、小さ

い改善の実施、さらには、小さい異常でも早期発見が故障停止の撲滅に大きい

効果を生むと信じたため、まず、このラインを統括する現場管理者の説得、つ

ぎに、毎朝朝礼へ出て、10 分間教育という形で、自主保全や改善に必要な技術

を現場で進めていったわけでした。

ちなみに、1 日 10 分×22 日/月×12 ヵ月＝44 時間/年というコツコツ教育は 8
時間×5.5 日の研修になります。また、10 分間教育は設備保全の方達に行う設

備に関する教育ではなく、目前にある設備に限った技術を勉強して使って行く

という取り組みでしたが、ここで、この方式がいかに実務的で、効果の創出に

直接的であるか？という内容は、読者の皆様にはご理解願えると思います。

この種の TPM 活動は、文章で書くとこの程度になるわけですが、実際に製造

を行う関係者に対し、TPM の開始は大きな負担と、発想の転換を強いる状況で

す。その理由は、(ｲ)考え方や理論は良いが、故障や停止で負荷率が高まる中で

TPM という新たな追加の仕事が加算される。(ﾛ)生産以外に設備に詳しくなるた

めの教育内容を習得して実践しなければならない。慣れない為、設備の専門家

に比較して時間が掛かるので、OJT 教育を行う処置自体が、生産に投入する時

間増になる。(ﾊ)このため、今までも故障停止で残業や休出で疲れているのに、

さらなる、付加時間が加わり、TPM 活動と共に、残業増と共に、休みも取れな

くなってしまう環境となる。・・・という状況になって行くためです。しかし、

この時、A 工業の現場の方々は、「このまま、問題を放置しておいても何も変わ

らない。手をつけるなら今しかない。早くやれば早く楽になる！」という考え

で、ロングランになる故障ゼロ生産にチャレンジして行くことにしたそうです。

何でもそうですが、製造現場の革新には、技術＋人と工数＋資金の投入が必要

になります。その意味では、経営上、(a)大きな問題になっている設備をモデル

に選定したこと、(b)現場の説得に S 課長が極めて熱心に取り組んだこと、そし

て、(c)未来に夢と方針を持って現状を打開しようと思った現場関係者の存在は、

故障ゼロ生産の実現に、極めて大きい要件だったと考えます。また、この種の
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意識改革と、目標達成まであきらめないで努力を続けるという内容は、命令や

お金、上司やコンサルなどを使った外力や技術では解決できない内容であるた

め、「故障ゼロ生産の手順を紹介する前に、必要な要件を A 工業から学ぶ」とい

うことで、TPM 開始前に、関係者が本音で語ったご苦心談を紹介させていただ

いきました。

（２）故障ゼロ生産実現へ向けた手順と実践経過

設備故障ゼロ生産を効果的に進めて行くためには手順化が必要です（そこで、

A 工業がたどった事例を基に、筆者達が真似て行う際、スピードアップも考え、

その手順を図 3-9 としました。なお、この利用法は後述することにします）。

A 工業では、キャブレター穴あけ加工専用機を故障ゼロ生産化する初段に、

保全（設備）の 5S と名付けて清掃を開始しました。強制劣化の元凶になるゴミ

やホコリの徹底除去対策です。当時の状態を A 工業では、「故障はおこるべくし

て起きていた」としていましたが、実情として、リミット・スイッチにはキリ

コが溜まっている。3 点セットという空圧関連器具はエアーのドレインが溜まり

きりになり、外は油汚れとゴミで中が見えない状況になっている。・・・といっ

た状況でした。そこで、計画保全から改良保全に持ち込むため、全員総出で清

掃を開始しました。当然、生産を止めての清掃になるわけでしたが、H 組長を

説得、現場関係者の協力を得て開始となりました。この時の状況は、故障停止
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で稼働率が低く、H 組長を始め、設備を使う作業者は、良いこととは知りなが

ら。残業と休出の繰り返しで作業者がバテバテの中での清掃開始となりました。

しかし、S 課長の熱意と H 組長の「このままの状況の連続では会社生活に夢が

無くなる。何とかせねば！」という意志で、「とにかく、早く楽になりたい！」

という思いで「故障ゼロ生産」を目指し、宣言して、設備の清掃に着手して行

きました。しかし、これまで汚し放題の状況と言い切るほどの設備の清掃は大

変な手間と時間を要する内容でした。しかも、生産をしながらの清掃だったの

で、土曜毎に休日出勤して 1 ヵ月でようやく終えるという状況でしたが、発生

源対策に手を打つ状況では無かったので、一度清掃した設備を維持するために

大変な努力が追加されました。しかし、このような対策が進むと、やがて「も

う汚すまい！」という意識だけでなく、「清掃はムダである。何とか短時間で行

う工夫は無いものか？」という考え方の発生に加え、例えば、汚れが発生しや

すい個所に手づくりでカバーを工夫する。発生源対策を考えて改善を進めると

いった手順 2 の前段が開始されました。その結果、当然という形で、設備の美

化と掃除の工数減になったわけでしたが、故障件数も 83 件から 74 件とわずか

ながら減って行きました。以上が図 3-9 の手順 1 の取り組みでした。

この A 工業で行った初期清掃を実施した方は総て経験することですが、筆者

の体験では、設備 5S 対策で、たとえ故障が減らなくても、故障時に保全・整備

の専門家が清掃の後に部品交換を行うという手順と手間が無くなるため、専門

技術に集中した処置時間が大幅に短縮されて行くことを体験するはずです。

このように、設備の初期清掃が終わると、手順 2 へ移る必要が生じます。設

備故障ゼロ生産の基本は、①注油点検の徹底、②定期点検による異常の早期発

見と対策、③誤操作の防止ですが、この種の内容が完全に実施できる体制をつ

くる対策への移行です。ここでも、この障害になる仕事の改善が必要になりま

す。要は故障を出さない対策ですが、注意と点検簿を整備して、TPM が提唱す

る「清掃は点検なり！」という観点で、(ｲ)清掃はムダと考え、発生源対策と清

掃時間減の工夫を進める。(ﾛ)機械の構造と弱点を知って、例えば、注油などは、

完全実施できる工夫をする。(ﾊ)このために、先に紹介した 10 分間教育を利用し

て、設備保全関係者から学び、実施する、といった内容を進めて行くわけです。

A 工業では、①製造設備のところへ点検簿を掲げ、正しく注油や点検が行われ

ているかが目で見て判るようにする。②点検し難くいところにあった 3 点セッ

トなどは、位置を変えて、作業者が仕事を進める場所で簡単に点検が出来るよ

うに集中化する。③注油時に油の種類を間違えないように、注油缶からの取り

だし、給油の際には注油口と注油ポットの色を同じにする、・・といった対策を

進め、完全な清掃点検。注油や異常発見を進めて行きました（図 3-9 には筆者

達が行った「目で見る故障対策管理版」の記載がありますが、この種の内容は
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後で解説させていただくことにします）。

このような活動基盤で行う次の対策は、手順 3 に示した、故障個所や不良の

原因となりそうな個所の早期発見と対策への移行です。既に、個々の作業者に

対して、保全部門から教育がなされてきた関係上、この段階では『設備に強い

ひとづくり』に当たる項目の実践という形で、設備の不具合の発掘と対策、正

常時と異常が起き始めた内容を現場作業者が感知できる状況になるので、多少

とも不具合があれば、設備保全の専門家を呼んで確かめる。部品交換や修理の

状況を見ながら学び、質疑と共に、提案なども行う、多少の不具合でも、故障

が起きる前に対策する、といった活動を進めます。これで、故障は減るわけで

すが、総て、設備を止めて完全、かつ、順調な生産をするためには、ある段階

になったら手順 4 の実施が必要になってきます。

手順 4 に『日々管理』の名がついていますが、(1)点検整備や改善に対して、

個々の対処事項の責任を明確にして完全実施する工夫を進める。(2)同時に、出

来ない場合は、その理由を明確にして、出来るように改善する。(3)その日にや

らねばならないことは、生産計画に組んで完全実施する。しかし、出来ないも

のがある場合、週計画や月計画に組み完全実施する、ということを進めます。

設備は物理現象を如実に表現する対象です。問題の先送りは、やがて重大故障

になります。そうなると、異常の早期発見と対策を着実に行う対策として日々

管理で示した(1)～(3)の対処を確実に進めることが重要になります。また、この

ような対処で、製造部門で出来ることと、やるべき（守るべき）事項と、保全

部門が行う仕事、連携して対処すべき事項などを、目前にした設備を故障させ

ないための具体的な項目と対処内容を１つづつ明確化します。A 工業では、こ

こまでのステップを 1976 年から 78 年まで徹底して進めた結果、83 件の故障が

37 件までになったわけでしたが、この成果は順次、対処内容を手順化して進め

た成果です。

しかし、残った 37 件をゼロにするためには、設備が持つ弱点を徹底的に革新

する必要が生じました。これは、構造改革を図る対策です。ある技術を使うと、

その技術が持つ固有の弱点があります。例えば、メタルタッチのベアリングは

金属の同志がすれるので、どのように注油しても摩耗は、ボール・ベアリング

より高いので短寿は短い状況です。ボール・ベアリングも油が切れると摩耗し

ますが、ボールに油が含浸したべアリングや自動注油が行われるタイプのベア

リングを用いれば寿命は格段に長くなります。この種の構造改革は技術の進歩

と共になされて行くわけですが、ここからは、外部の業者や設備専門家を含め

た対策の知恵と技術情報の利用という手順 5 に移ります。このため、A 工業で

は、後述する FTA や FMEA という解析と共に、大きな構造改革をターンテー

ブルなど、常に注油が必要な個所に使いました。革新後、すなわち、設備の大
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幅な改造後の具体的な手法はオイル・バス方式やオイル・シャワー方式を用い

たという報告ですが、常に回転や摺動部に綺麗な油が絶えないように行き渡る

方式を用いた結果、寿命が手順 4までに行ってきた注油という仕事が無くなり、

重要注油個所では、故障から故障までの間隔を保証する MTBF という数値が

2,500 時間から 17,500 時間にまで延長され大幅な寿命延長が図られました。ま

た、このような改善により、日々点検と定期的な注油、さらには、異常の監視

といった仕事も無くなった結果、以降、故障ゼロ生産の継続と同時に、手順 6
における点検項目の減と完全実施がとなりました。

以上、ここまでが、1954 年までの 4 年間、目前にした経営的にも重大故障を

抱える 1 つのモデル設備を故障ゼロ生産に持ち込むまでの手順です。A 工業で

は、当然、この方式を同時並行の形で全社展開しました。その結果、「4 年間、

増員無しで、全社で 1.5 倍の設備生産性向上と共に、オイルショック以降、赤字

で苦しむ企業が多い中にあって、経常利益も 1.5 倍化させるという快挙を挙げた」

という報告です。

（３）良き師に学ぶ！筆者談：「故障ゼロ生産の手順」と成果

故障ゼロ生産の取り組みは、対象が設備と物理現象の問題対策だけに、時代

の新旧は関係無い状況です。このため、ここに記載した取り組みは今も同じよ

うに繰り返している実情です。実は、筆者が、中井川正勝先生のスキル管理と、

A 工業の取り組みをビデオ映像の形で得たのは 1969 年の頃でしたが、当時、既

に TPM は、各社で盛んに行われていました。筆者が最初に取り組んだ理由は、

日立金属㈱の磨き棒鋼を生産する工場で（コウバと読み、1 つの部門を指します。

多分、一般企業では○○部に当たります）、当時、始まったばかりの生産管理シ

ステムの IT 対策を進める時でした。したがって、筆者の仕事はムダの無い生産

計画を策定して、納期遅れ無に効率良い生産を 200 名足らずの方達と行う対策

でした。このプロジェクト・リーダーとして活動していた筆者は、システム開

発関係者の努力に助けられ、生産管理の IT 化は 1 年足らずで進んだわけでした

が、生産管理システム稼働と同時に、200 余台ある設備の中から故障が発生、

TPMという物づくりの基盤強化に手を付けざるを得ない立場となったことがあ

りました。このような中で、筆者は多くの改善手法を全社展開してきたことや、

各工場の関係者の教育を進めてきたという状況で、故障ゼロ生産に直面したこ

とがありました。関係者の期待と共に、「どのような良い手法を知り、学んでも、

実践なければ成果無し」です。そこで、関係者に中井川正勝先生のスキル管理

と A 工業の TPM を皆に見ていただき、図 3-9 を応用して、工場一丸となりス

ピーディーに故障ゼロ生産を進める対処に入ることになりました。

設備 5S に当たっては、スキル管理のビデオを関係者に見ていただくと同時に、
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筆者を含めた 4 人の課長が競う形で重要設備の清掃から開始しました。毎週、

生産計画に織り込んで設備の清掃からスタートしたわけでしたが、金曜日の 3
時から 6 時まで行い、3 週間で図 3-9 の手順 1～手順 4 までを進めました。要は、

A 工業のような複雑で巨大な設備で無いという利点が作用したことは幸運でし

たが、例えば、筆者が担当したストレッチャーマシンは、線材を伸ばして切断

するという簡単な構造だったため、設備保全の専門家を講師に、現場、現物で

設備を分解して清掃する。汚れやほこりの発生源対策は清掃時に決め、生産改

革に織り込んで早急に進める。A 工業で行ってきたカバーなどの改善も清掃時

に関係者間で話しあって決めるという活動を進めました。この時、「どうせ、清

掃で汚れ、汗みどろになるなら、そのまま、飲み会へ」ということになりまし

た。この時、飲み屋へ行くには店を汚してはいけないという配慮で、全員が新

聞紙を持ち、他のお客様の迷惑にならないよう片隅で飲みました。今、思うと、

奇妙なお客達がやたら盛り上げって飲んでいたという光景だったと思います。

しかし、お酒と共に、工場改善談に皆が盛り上がったのは、今も残る思いでの

ひとつです。このような工場運動スタートと同時に、筆者は設備保全と生産管

理を担当することにしました。

当時、まず、清掃のウエスも、不況が関与したため、従業員のボランティア

で集めたわけでした。しかし、皆の盛り上がりが関与して、たった 3 日程家庭

の６畳間が一杯になるほどの量が集まりました。このようにして、TPM の手順

1 のスタートを進めた次第です。このような活動に持ち込むには、たった 1 時間

半程度のTPM教育でした。しかし、転勤3ヵ月にも満たない筆者の訴えに対し、

従業員の皆様が家族まで巻き込む形で大きい運動の盛りあがった理由は、設備

改善が、自分達とお客様、収益向上に大きく関与するということを理解された

からであり、筆者の転勤も利用ずる題材と考えたためと思います。TPM スター

トと同時に、筆者達、現場管理者 4 名が関与する対象以外の設備でも、適宜、

各グループで、設備ぴかぴか運動が開始され、先の例にあった飲み会が開催さ

れたわけでいたが、当然、筆者達が参加するだけの時間と人が足りません。ま

た、総て、この種の飲み会は自費出席でした。このため、課長としては、せい

ぜい日本酒を 1 本出す程度でしたが、アイデア検討にもってこいの盛り上がり

と共に波及して行き、筆者達が参画して進めた 3 回目の設備 5S 終了時には、他

の設備も、個々に TPM 教育は終了し、ほとんどの方が、自分達が目前にする設

備には詳しい人材になっているという状況でした。この事象は、予想をしてい

なかったわけでしたが、磨鋼工場の従業員の皆さんが、いかに自主勉強～改善

への渇望が高かったか？を知った次第です。後日談ですが、この種の活動がこ

こに至った背景には、理由がありました。従業員の皆様が、異口同音に、「故障

は生産の遅れやケガ、修理まで待って、残業や休出といった問題を嫌う」とい



34

う内容と、「自分の給与を稼ぎ、品質向上と、お客様の納期順守を確実にしたい」

という思いが、TPM 活動を活発にしていったためでした。しかし、このような

環境づくりに、筆者達、管理者サイドの努力も多少関与したようです。その例

として、例えば、これまでも保全部門は図 3-10 に示した、MTBF や MTTR の

記録を取り、生産会議や設備会議で対策の必要性を訴えてきました。

しかし、この種のデータは、製造現場にとって、故障の影響や対策した効果

がどうなっているかは肌で感じるという内容ではなく、「設備保全の専門データ

であり、自分とは関係ない。第一、難しい！」と捉えていたようです。そこで、

筆者は「設備故障は設備のケガと同じ、万一でも、従業員がケガを起こそうも

のなら、労働組合が管理者に団交を申し込む。だが、設備は口をきけない。筆

者が本社で労働組合の副委員長をやってきたことを理由にするわけではないが、

磨鋼工場の設備の組合の委員長になり、実情を訴えたい」という話し、MTBF
の逆数を基に、図 3-11 に示した、故障管理版で実情の訴えに入りました。この

故障管理版は工場長（磨鋼工場の長）の正面に貼り、筆者を含めた事務所の壁

に掲示したわけでしたが、当然、各職場の長はここを通ります。また、従業員

の皆様も通り道になっているところでした。図には。図中に示したように、こ

こには故障の状況と問題、改善の経過などが目で見て判る表現で掲げました。
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表現は単純です。今まで故障の連絡や修理依頼に使ってきた伝票を貼りつけ

るだけの方式でしたが、「突発故障は赤マジックで色づけ、損金は○○、予防保

全は黄色。しかし、お金が掛かる対策に終わっている。青いマジックで塗った

カードは改良保全、この数が増せば故障ゼロ生産に接近する」という表現でい

た。だが、このような単純で明快な表現だけで「全員が何をすべきか？」が判

り、行動を早めるという効果につながってようです。しかし、うれしい悲鳴で

はありますが、一番の被害を受けたのは筆者達、設備保全部門だったようです。

改良保全に注力しても、故障が減らない設備に対し、工場長からも、直接、「徹

底して専門家と検討せよ！」という命が下るためでした。このため、図面を広

め、業者も呼び、知恵を集めた対策に集中する事態も発生しました。ここに工

場長が参加するので、決定が早くお金も出ます。第一、「○○君、よく検討して

くれてありがとう、実践には君がプロジェクト・リーダーだ！」とされる者と

は名誉だったようです。このようなことが関与して、図 3-11 の横に掲げたよう

に故障件数は急速に低下して行きました。また、故障ゼロ生産に接近する頃に

は、見える化の効果と共に、「いつ、この表示板を撤去できるか？」といううれ

しい話になったことは、筆者達、関係者には、今も良い思い出です。

図 3-12 に故障低減の経過を示しましたが、活動を開始して 4 ヵ月でほぼ、図

3-9 の手順 5 の段階になると同時に、6 ヵ月後の年末の連休前で設備改造以外に

手が打てない設備が明確になったため、予算化～対策、翌年の生産のスタート

時には、ほぼ、故障ゼロ生産が見える環境を具体化させることができました。
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ここで余談も記載したいと思います。TPM で故障ゼロ生産が実現したある休

日、TPM 開始以前には、街中を歩くと、「中村課長だ！」といって、かなり遠

い状況で筆者の姿を見つけると隠れてしまっていた従業員の奥様達が、「中村さ

んありがとう」と近づいてくるという変化が起きました。内容は「従業員の方

の作業着の選択が TPM 対策前までは大変だった」というお話をいただくわけだ

ったのですが、「TPM 終了以来、作業着が汚れなくなった。加えて、残業や休

出でくたびれ、ごろごろしていた主人が早く家に帰ってくる。子供と接する時

間が多くなった。第一、机に向かって楽しく勉強するようになったので、子供

達が真似をする。・・・」というお話しをしていただき、時には、お土産まで持

ってきてくれる状況でした。筆者は、単に、工場の生産達成に奔走し、厳しく

関係者を叱咤激励するだけでした。この種の成果は、従業員、個々の皆様の努

力です。はっきり言って、筆者の努力は何も無いわけですが、今にして思うと、

ここまで解説した TPM への筆者のわずかな努力が、各人の隠れた才能をいつの

間にか引き出し、その感激が、このような事象となったように思います。

以上、どの企業でも TPM を展開すると起きるつたない体験談を記載させてい

ただきました。だが、短期間に成果を挙げた活動を、筆者を含めた管理者達が

整理すると、（1）工場のトップ関係者が現場と一体になり、高い目標の達成に

あくなき努力を進めた点。（2）目標と目的、役割を明確にして関係者を巻き込

み、現場・現物で指導しながら持ち味を見出し、発揮願ったことと、特に、（3）
努力と貢献内容と成果を『目で見る管理』の利用で示し、皆で集まり、目前の
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設備の構成や作動原理～弱点までを学びつつ設備 5S～保全対策に知恵を出し合

う。時には、失敗もあるが、それを経験に問題対策を成功へ導くという自律的

な体験が、次の活動の活性化の題材だった。また、この種、工場運動が成果を

得る要件だったように思います。

これまで、筆者達は、上司や専門家と称する人達の命令を聞き、言われたこ

とだけをやって褒められる形態をテレビや文献なので拝見してきましたが、「こ

の種の内容は経営トップや専門家の方の PR であって、従業員の活動の活性化で

は無い」と考えました。事実、この種の方達の活動が終了すると、現場の自主

活動と称していた活動の火はたちまち消えてしまう例ばかりを多く見てきたた

めでした。こんため、筆者達は「従業員を巻き込んだ継続的改善と人材育成を

進めるのであれば、ここに体験した要件が必ず必要になるはずある」と結論づ

けました。この点に対し、JMA の TP マネジメントの創始者であり、賞を出し

ていた時の審査委員長の秋庭先生は、「どのようなマネジメント活動においても、

工場運動の成功は信頼・革新・明快という 3 文字に集約される」とお話しされ

ていましたが、この示唆も、今回の取り組みに通じる内容であると考えます。

筆者は、今、企業支援の形で TPM を進める企業ご相談を受けることが多い状

況です。そこでは多くの方が「従業員のやる気を強化するには？」というご質

問が多いわけですが、筆者達が行った活動と比較され、「（1）～（3）の要件こ

そが大切であり、やる気だけを強化させる手法に勝るのではないか？」という

体験談を紹介してきました。

このような体験談を持つ筆者は、その後、米国へ赴任になった時、また、TPM
の展開の必要性に迫れたことがありました、ここでは、余りにも設備故障が多

いため、日本の現場スタッフの皆様の援助を願ったわけでしたが、このような

時、収益が上向く状況に入ってきたことも関与したためか？UAW が、筆者が勤

務する AAP 社に乗り込んできそうな状況が起きました。この要因の中に現場の

問題を吸い上げた中に最大の問題という形で設備故障の問題があったわけでし

たが、現場参画と共に、支援に乗り込んできた設備保全スタッフと共に進めた

TPM で故障ゼロの環境になったとたん、UAW 問題は自然消滅しました。

筆者達は UAW が入りかけた理由を後日知ったわけでしたが、その最大の理由

は「設備故障を放置する企業は従業員を大切にしない！」という訴えだったそ

うです。しかし、ここでも全員を巻き込んだ TPM の活動が、この問題の基を絶

ったことを後で知りました。このように。日米という国や文化などの差はあっ

ても、TPM の取り組みと活動は、先の筆者体験談の繰り返しでした。「歴史は

繰り返す」ということでは無いわけですが、今も、設備故障問題が起きる毎に、

ここに紹介した内容と図 3-9～12 までの内容を紹介して、目前にある設備の故

障ゼロ対策を進めています。以上、今まで行ってきた、似たような状況で故障
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ゼロ生産の実現対策を進めてきた内容を振り返ると、「TPM は、工場改善と、

人材育成の良いツールだが、その運用には物づくりを図る現場関係者の独自性

を伸ばす能力開発が必要であり、（1）～（3）に示したマネジメント面の技術の

投入が必要である」と考えます。

２－３ TPM に学ぶ、総合的ムダ排除

本書は目前にある設備に対し、TPM の実務活用を図り、短期間で故障ゼロ生

産の実現に向けていただく内容をまとめた書です。そこで、ここまで紹介した

取り組みに対し、各種の TPM を進める上で参考にしてきた内容を紹介すること

にします。

（１）設備故障や不具合に関与する損失コスト

設備故障ゼロ対策～設備生産性一流化を追求追及する活動は工場における夢

であり、関係者全員が期待するテーマだと思います。しかし、先の TPM 実施例

の総てが示すように、この種のテーマをスタートして、あくなき努力と共に達

成と成果を得るためには、金（資金）、技術、人：関係者の努力と、相当の手間

（工数）の投入が必要です。要は、生産以外に改善という、もうひとつの努力

が追加されるためです。ある意味で、国際競技に出る団体競技に対する強化合

宿を実施する内容になり、それなりの内容（資源）の投入が必ず必要になるケ

ースと同じです。このように、この種の目に見にくい仕事を進める上で特に大

きい要件は、アウトプットという成果を定め、最良の手段の投入というインプ

ットを精査することになるわけですが、設備故障ゼロ対策～設備生産性向上対

策に当たっては、活動の結果得るメリットの算定が、このアウトプットとなり、

TPM 活動というインプット投入前に明確化させておくことが重要です。

では、表 3-1 を例に、『設備故障・品質コスト』という視点で改善・対策後の

成果見積もりを試みることにします。この種の効果を算定する基準や範囲をど

こまでにするか？という内容は表 3-2 を参考にされ、計算されることをお勧め

したいと考えます。ちなみに、この表 3-1 の計算ですが、これは、機会損失を

ベースにした計算です。機会損失とは、実際に問題が起きた時というわけです

が、もし、現在、ここに示したような実情の場合、同じ問題を抱える職場でよ

く耳にするように、「故障と不良問題に追われて前向きの仕事が進まない」とい

う事態を繰り返すことになります。さらに、もし、この計算を売り上げ増で計

算した場合、年間414万円以上のムダを時間経過と共に過ごすことになります。

この例は、ある企業で研修を行った時の例でしたが、そこで筆者は「もし、2 ヵ

月分、80 万円を投じて、不良と故障ゼロで 414-80＝314 万円を確約する、と、

経営トップと現場関係者に提示してはいかがでしょうか？」とお話ししたとこ

ろ、研修で帰社された相談者から「トップはすぐやれ！」と言い現場関係者は、
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「それだけお金が出るのなら、休みをつぶしてでも徹底してやろう！というこ

とになり、結局は休日出勤を 3 回ほどやったとたん、故障も不良もゼロになり

ました」ということでした。その後、数か月経ち、またご報告をいただいたわ

けでしたが、その内容は、「私は課長ですが、今まで、朝早く出て、休出と残業
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～会議でくたくたになっていたわけでしたが、かつて、何をしていて多忙だっ

たのか？が思い出せません。今は、何をして良いか？を迷う状況で時間のゆと

りが出来ましたが、気が付くと、部下の育成、新製品の立ち上げ、・・・といっ

た前向きの仕事をして未来を切り開く仕事が課長としての本来業である、と気

づき、それを進めています。・・」というご連絡をいただいきました。このよう

に、目に見えない価値を図化すると、図 3-13 のようなイメージになるわけです

が、故障・不良のムダは 1 害あって百利なしという捉え方と共に、この種の問

題は時間経過と共に増加するだけ、そうなると、「費用対効果の考えで、まず、

対策後の効果を算定して、インプットである TPM の技術手段の中から、効果的

な内容を選択～抽出して早期適用、早期対策を図るべきである」とすべきです。

さらに、ここに設備に伴う安全、特に、人身事故や休業災害が加わると、その

額は膨大となります。表 3-3 は建設関係の事故が発生した場合の試算を示した

ものですが、この金額以外に、亡くなった方は帰らない。ケガで損傷したキズ

は一生残るかも知れない。さらに、不安全な職場では士気は下がる。・・・監査

の強化～会議や検討資料の作成といった仕事が追加されて行く事象を見ると、

この種の問題を生じさせない予防策の早期実施が必要になるはずです。
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以上、故障・不良～災害に対する損失コストを先行して算出する必要性を例示

しましたが、この種の対象の対策効果が見えにくい場合、図 3-14 に示した環境

会計で活用してきたバランス・シートの応用（活用への準備）をお奨めしたい

と考えます。
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1993 年頃、筆者は JMA で特許・リサイクル対策研究会をつくり、異業種交流

方式で、製品設計段階からリサイクル対策技術をまとめる活動を進めたことが

ありました。この活動は、日本をリードする 10 社＋大学教授 1 名の参画を得て

10 年余り活動しました。この活動と内容と成果は、既に著書などで紹介済みで

すが、研究会発足当初、今のような知見や対策法に関する知恵、さらには、一

般市民の理解も薄かったこともあり、この研究会にお誘いした企業の大半は「環

境問題は手をつけるメリットが無い。逆に、環境問題を抱える企業と思われる

ことで評判を落とすので辞退します。・・」ということでした。しかし、現在は

と言うと、図 3-14 の左側の費用をはるかに超える利得が得られるというだけで

なく、「環境問題に対処していない企業は社会から消えるべきである」という状

況です。あのトヨタも、「いち早く環境問題に対し、プリウスのような環境対応

車を出したことが、米国で起きたクレーム問題を短期間で凌駕して乗用車業界

でシェアー1 位を築く大きな要因を築いた」と評価される状況です。そうなると、

「今は対策メリットが少ない設備に対しても、企業や製造現場の問題可決に必

要な設備に対して、環境会計で提示され成果を得てきたバランス・シート方式

の準備を進めておくべき」と考えるべきです。

（２）TPM 着手前に準備すべき設備故障・不良ゼロ対策企画書

TPM の活動をスタートする前に、これから行動を進めるメリットと成果（ア

ウトプット）と対策手段などを効率よく展開する行為（インプット）を整理し、
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「関係者が何のために何を行うべきか？」を明確にしておくことは極めて重要

です。このような準備を『企画』と言いますが、図 3-15 に示したような手続き

で書類化を進めます。今回は目前にある対象設備の故障・不良ゼロ対策なので、

表 3-4 に、その種の企画書作成例を紹介させていただくことにします。これは、

あるラインを構成する設備の対策をモデルにしたものですが、企画書と共に

表 3-4【企画書作成例の紹介】：○○工程の「設備故障・不良ゼロ対策」を例として

  提出先：第一製造主任○○様

表題：品質向上対策    提出年月：2015 年 10 月 10 日

             立案者： 東京太郎（印）

企画テーマ：A 工程の設備・不良ゼロ対策（期限：11 月 1 日までに実現）を図る

１、企画の目的・目標

現在までの不良対策の進め方は、不良が発生した事象をデータ取りして、週 1 回の品質

会議で討論し、関係者の知恵を集めて対策しようという内容だった。今回、不安、ヒヤッ

ト段階、しかも発生時点で組み立てラインを止め、発生時点に 3 現主義で原因究明～除去

を図り、発生ゼロ化を図る。

２、企画の内容 ：設備不具合に伴う不良損金は 10 万円/月（年 120 万円のゼロ化を図る）

     5～6 件/週     不良

                                                              今回、このヒヤット段階で

                               QTAT（即時対策）を図り

                               不良予備軍 29 件を崩す対策を

                               実践し、不良ゼロを実現化

  2008 年 6 月 7 月  9 月                 へ向ける。方式は

                               1 問題→1 原因づつゼロ化する

３、期待される効果

① 発生時点にライン・ストップする対策による不良原因究明スピード化と確実性を高

めることにより大きなムダ排除と生産納期順守に貢献することができる。

② 1 件づつの故障と不良原因対策を現場・現物で行うため、原因究明が容易になる。

③ ライン・ストップと問題発生時点対策により、改善意識高揚と、現在まで部下教育

を図ってきた研修内容の実務的適用訓練が進み、意識高揚と実力向上が具体化され

る。
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４、企画実施上の問題と対策

① 従来進めてきた机上討論・死亡診断対策からの意識改革が必要。

② ライン・ストップ費用が 1 時間程度（3 万円）/1 件の費用が必要になる。

③ 愛三工業式の故障ゼロ生産手順を題材に、本設備に適合したスピード展開要件を

加えた方式を適用し、個別テーマ分担式のプロジェクト方式で展開を進める。

問題発生時点に現場管理者が立ち会う準備と、標準化の見直しと順守対策が本テーマ

の重点となるので、積極的対応と各種準備は必要となる。

５、費用並びに必要なもの

① ライン・ストップ費用は、当面、10 回程度、各 1 時間を活用して、徹底した不良

対策を実践する必要がある。このため、費用対効果は下記の状況が予想される。

（ライン・ストップ費用 10 回×5 万円/回＋教育費用 3 万円/回＋資料・治工具な

ど：全 10 万円）÷（不良損金 120 万円/年）＝0.525 年

ほぼ、6．3 ヶ月で回収

② 投入人員は 1 回 3 名、費用は残業時間と休日増となるが、①に試算済み

③ その他、費用に換算されないが、今回の方法を関係者に理解、定着願うための率

先垂範活動と関係者の意識改革が必要であるため、時間がかかる面が予想される。

６、進行計画

  項目     2008 年 10 月   11 月   12 月

①意志統一会議  

   ②手法教育～実践

③QTAT 改善の実践

④効果フォロー

⑤標準化・定着

７、その他特記事項：関連事項や、注意事項、資料添付に関する内容

詳細の不良対策は「TPM 展開マニュアル」と、「不良・クレームゼロ対策テキスト

ブック」（日刊工業新聞発行と、先の中小企業大学校・○○校で受講した内容を中心に

フォローアップ研修テーマと一体化した形で本テーマを進める。

                             以上

バックアップ・データということで、過去のトラブルの実態や、故障の基に

なる要件をハザード MAP などの形で、ここに添付する必要があるわけですが、

ここでは、その種の資料の表示は省略させていただき、後の設備診断の項で
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参考例を紹介させていただくことにします。

（３）各種 TPM の書や資料、事例に見る「設備生産性精鋭化の手順」

① TPM 推進上のチェック１：６つのムダ

設備生産性向上対策の手順は多くの TPM の書や文献などに紹介されてきま

したが、その種の内容を自社の目前とした設備に適用する目的は、(ｲ)着手して

どのような成果を得るか？(ﾛ)効果的に進める手順にどのようなものがあり、ど

れにすべきか？(ﾊ)ネックとなる事項と効果的な対策法を如何にすべきか？とい

う 3 点です。そこで、マクロ的ではありますが、各種 TPM の書や文献などに紹

介されてきた中から、利用にされることが多い例を紹介して行くことにします。

まず、図 3-16 ですが、これは、「目前にした設備のムダをどのように捉える

べきか？」という整理です。重要な視点は、現状、理想稼働時間がどの程度で

あり、阻害要件は何か？という利用法です。

この見方は、「理想－現実＝対策すべきムダ」という、科学的な分析の基本で

すが、自動車のエンジンなどと比較すると、投入したエネルギーのどの程度が

有効活用される構成になっているか？を問い、この種の指標を『効率』と言い

ます。したがって、この視点で、本来あるべき設備稼働をチェックするわけで

すが、その視点は、稼働対象時間で設備生産を行う際、故障・不良無し、最高

スピードで生産する状況を明確にして、「なぜ、現在は理想状況になっていない
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のか？」という視点で問題を区分して見て行きます。その結果、TPM では「6
つのムダ」を提唱してきましたが、この区分は、「ムダが発生する 6 つの要因に

対し、それぞれの対策に一番あった手法を適用すべき」ことを意味しているわ

けですが、表 3-5 の解説欄にあるように、この区分は問題と対策法を整理する

有効な視点のひとつです。

② TPM 推進上のチェック２：TPM 活動の意義の明確化

TPM 推進前に、各工場と各職場のご関係者は「何のために、何を行うべきか？

という目的と目標を明確化にすることが極めて重要なことか？」という点につ

いては、ここまで解説してきた内容と事例からご理解願えたと信じます。「しか

し、果たして、その内容が十分だろうか？まだ、積み残している事項はないか？」

というチェックには、図 3-17 に示した、既に多くの企業が進めてきた項目を活

用することは有効です。図中にある設備故障対策と短時間修理に関しての項目

は、この項目を題材に、先に解説した故障・品質コストの見積もりの題材にな

るはずです。次の、設備に強い人づくりについては、ただ漫然と研修などを繰

り返すのではなく、先に図 1-8 に示したように、企業という集団をスポーツの

集団競技のようにとらえ、誰に、どの技や技術を高めてもらい、どのようなこ

とが出来るレベルになれば勝てる、強い集団となるか？また、個々人の特性を

どのように伸ばすべきか？という視点で使って行くことが重要です。

図 3-17 の中央の枠は、TPM を進めて得たい内容です。この項目は先の図 3-15
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や表 3-5 と共に使うチェック項目になるわけですが、経営効果を挙げるために

P：生産性向上、Q：品質向上、C：コスト低減、D：納期や生産時間～付帯作

業時間の低減、S：安全性の向上（含む、E：エコ・地球環境改善への寄与）、M：

志気向上（自主改善のため自助努力で、個々に必要要件を学習して身につけ、

実力向上を図る努力であり、精神的なやる気だけを高める対処ではない）とい

う内容です。この種の経営効果と自己育成につながる具体的な項目を現場、現

物～実務的にチェックし、いわゆる右側にある一般的な、企業と個々人の伸長

につながる環境づくりへ進めば TPM のレベル向上という評価になるはずです。

当然、この種のチェックで多くの対策項目が挙がる例が多いわけですが、重要

なことは、（ｲ）設備改善に当たり、原因となる事項を列挙する。（ﾛ）波及効果

的に成果が出る項目と（ｲ）を区分する。その後、（ﾊ）（ｲ）の項目を直接的に攻

め、最早・最良の成果を得る対策法を選択して、実施企画化した後、最適な問

題解決担当・責任者を定め、進めるという方式を採ることが要点にとなります。

時に、ここに他部門や他の力を借りたり、支援を必要とする例が発生すること

があるわけですが、その時にも、アウトプットを明確にした後、最も効果的な

インプットをするという方式が重要です。

③ TPM 推進上のチェック３：故障・不良ゼロ生産～理想的な操業

TPM 推進の推進手順についても、多くの著書や文献は各社や対象なりのステ

ップをガイドしてきました。図 3-18 はその一例で、ステップ・アップという段
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階的のレベル向上を図り、後戻りしないイメージと実施事項を示した例です。

特にこの図は自主保全という活動のレベル向上と実施要件を段階化した点に

特徴があるわけですが、TPM 活動をチックする参考になる内容です。もうひと

つ図3-19はブロックチャートの形でTPM活動の方向と戦略を図化した例です。
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図としては何も変哲が無い内容ですが、故障や不良に追われる状況では、突発

故障や不良対策が仕事となり、事後処理に追われる状況に陥ります。このよう

な中では、なかなか将来の夢を描けないでいるわけですが、このような単純な

図があるだけで、「今は大変だが、休日出勤しても故障ゼロへ持ち込まねば、3
年後の自分の人生も夢も部下育成も無い！」という発想を生む題材になること

があります。先の A 工業における故障ゼロ生産着手の例でもありましたが、当

たり前に見える、この種の内容は、今も故障や不良で追われる製造現場では重

大な思想や行動革新の要点とされてきました。そこで、もはや昔話しになって

しまった内容ですが、鉄鋼分野における事例を紹介することにします。

【ある鉄鋼メーカー現場関係者の取り組み】「鉄鋼の IE」1985 年発表会より

我々は、圧延設備を担当する者です。私は現場で働くオペレーターですが、「自

分が仲間と共にたどってきた道が皆様にお役に立つので話して欲しい」という

ことで、この晴れがましい檀上からお話をさせていただきます。私たちが取り

組んだ設備は、はっきり言って老朽化設備でした。この部署に配属されたとた

ん、故障や不良の多発で追い回される日々を過ごしました。私は定年になる先

輩との交代だったわけでしたが、「やれやれ定年で重労働と、対策と残業で追っ

かけまわされる仕事から解放される。あと、3 年もこの仕事を続けるなら、確実

に命を落とすと思う。この種の内容は上司に話をしても解ってもらえなし、愚

痴になるから耐えてきた。しかし、君、若いとはいえ、これからが大変だよ。・・」

という状況でした。配属されてからの仕事は大変でした。仕事は覚えなければ

ならないわけですが、それ以外に設備故障時には手伝わせられる。作業着は油

でドロドロ、何もわからず、あれ取って来い。これを、こうしろ、あれはこう

しろと本業に関係無い仕事にうんざりといった情況でした。このような生産状

況で会社側が何もしてくれないのなら、「いくら給与を貰っても、自分のために

ならないから会社を辞めるべきではないか？」と仲間と話したくらいです。こ

のような時、不況にもかかわらず「TPM をやろう！」という新任主任が配属さ

れてきました。我々は我慢していたようですが、会社側も「余りの生産の混乱

に経営上、問題視したためである」という話を聞きました。今度の新任主任は、

設備が故障すると、我々と一緒になり修理に当たりました。設備には詳しい方

で、「故障はこれが原因だ、原因を取り去らない限り故障は再発する。多少は時

間を掛けても良いから、徹底してやる！」と言って取り組み、後で、「なぜ、そ

うしたか？」をひとつひとつ解説してくれました。この時、「この人について行

けば何とかなるかも知れない」と思ったのは、私だけでは無かったと思います。

とにかく「再発ゼロ！」を当面の目的にして、休日無しで生産が止まった時や、

生産量が達成した時には、質問して勉強会をしました。主任が設備の総てに詳

しいという状況では無かったようです。このため、判らないところがあると、
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業者だけでなく、工場の専門スタッフを呼んできて対策を進めました。対策が

終わると必ず勉強会を開催して故障の理由を教えていただいたので、私を含め、

皆が、目前の設備に大変詳しくなりました。しかし、我々が手をつけるべきで

ない専門技術も判りました。その種の修理や改造は、やってやれないことは無

いかも知れないわけですが、技量や時間、ちょっとした難問は専門知識を必要

とするためでした。しかし、異常を感知した時には専門保全員に報せて手を打

っていただけるという連携や、「ここは、こういう点を毎日見て欲しい。○○の

ようなことが起きた場合は、故障の前に対策が必要になるから、設備は壊れる

前に対策することが大切である！」ということを実務で実機の前で習ったわけ

でしたが、これは、主任の考えと一致していました。何回か休日で設備保全を

したことがありましたが、これも、私としては勉強になりました。当時「女性

ドライバーになるな！」という差別用語がありました。今なら、差別用語で非

難される発言ですが、「自動車の構造や異常を感じないで運転する者は、男女に

関係無く、やがて大きな故障に遭うことになる！」という注意ですが、かつて

の我々は正に「自分の設備に無知なる男性ドライバー！」だったわけでした。

この種の取り組みは日報に記録して、設備の弱点部に対策マニュアルのように

見える方式を進めました。3 直 4 交代では、相互連絡や情報共有化が絶対に必要

だったためでした。ここに記載した活動を我々は、とにかく、夢中になって進

め増した。そうこうして数ヵ月が過ぎたわけでしたが、もはや、故障・不良・

手直しもゼロの設備を目の前にしていました。この時、残業や休出、早出や応

援なども無くなっていました。今にして思うと、驚異的な変化だったわけでし

た。しかし、老朽設備は故障しないよう監視が必要でしたので、分厚い点検簿

を持ってのメンテナンスは続きました。

その後、景気回復と同時に、設備の更新の話が来ました。主任は「デザイン・

インに君たちの記録と設備の欠点を徹底的に新設備関係者に話して欲しい。点

検容易性、故障時の部品などの交換容易性についても意見を言って欲しい。・・」

という内容でした。我々の中から代表選手の選出です。先輩達「おれが定年後

になっても若い君たちが使う設備が来る。その時に、反省なしのニーズが一番

高いのは君だ」と言って、数名の現場関係者が新設備のプロジェクトに加えら

れたわけでした。我々は過去トラと不具合点を総て挙げました。同時に、職場

内で関係者に紹介して資料作りを図り、デザイン・インという厳めしい会議に

出たわけでしたが、「これは、助かる。新設備では対策しよう」というお話しと

ともに、新しい圧延機の導入となりました。当然、設備製作の前に、何回も呼

ばれて、設備の使用面を含めたチェックをさせられたわけでした。正直言って

手間は取りました。しかし、最高の設備が安価で導入されました。我々の意見

で値段を下げる対策（VE）を設計者が徹底していただいたからだそうです。当
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然、新設備に問題はありません。使い勝手も満足しています。・・・以上が私達

の体験談です。

このお話に関連して、この事例発表義に、この会社の主任の方が、先の図 3-19
を紹介されたわけでいたが、「この種の戦略を持って関係者を巻き込んだ TPM
を展開することは極めて重要である」という司会者のコメントに筆者達は共感

して利用してきたため、ここに紹介しました。

（４）目前にした設備の現場診断の進め方

TPM の一般常識に当たる事項が頭に入ると、いよいよ「目前にした設備をど

のように評価すべきか？」という取り組みに移る必要があるわけですが、当然、

ここでは読者の皆様の設備を診断という形で評価～対策課題を評価して行くこ

とはできません。そこで、すでに解説した図 1-13 の診断法の中から、通り診断

を取り上げ、筆者が行った事例を紹介して行くことにします（実務展開の題材

にしていただければ幸いです）。

① エネルギーセンター（装置産業）における設備診断

図 3-20 は西部地区にあるゴミを処理して発電と共に、排熱を近隣に提供する

施設の診断を頼まれた時の状況です。ここまで解説してきた内容を記載したも

のですが、例えば、改善点 1 の場合、計測機器から出るアラームを基に何をす

べきかが計器のところに無いため、時には、「現場の資料保管棚へ行き、対策法
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を検討する」といった例や、異常は判るが、ベテランと素人では知識レベルが

異なるため、対処に差が出るなどの問題があった例です。そこで、JIT（必要な

情報は必要なところへ、必要なだけ、必要時に利用する）方式を提案しました。

改善点 2 も似た事例ですが、対策案を取あげた結果、記録と異常監視、異常時

のアクションがスムーズになったという例です。

通り診断はこのようにして行うわけですが、ここでは、他の設備点検を含め、

「故障後復旧する」という事後保全を主体とした活動でした。そこで、他の診

断結果と共に、表 3-6 に示した形で、目に見にくい問題を含め、TPM 活動とし

て、先の図 3-19 のようなアプローチを願ったわけでしたが、早急に TPM 活動

のスタートとなった例です（2014 年 2 月 TPM 診断依頼テーマ）。

② 海外プレス向上の TPM 診断

これは、2015 年 9 月、アジアで自動車部品を製造する大手企業から「早急に

TPM を進めたいので診断して欲しい」という依頼があり、進めた事例です。欧

米系の企業ですが、現地で各社が TPM を進め、効果を挙げているので、今まで

の生産方式をレベルアップしたいという要請でした。詳細はともかく、通り診

断の内容を紹介することにします。図 3-21 の左側の写真は、プレスの製品取り

出しロボットです。写真では詳細まではご覧になれないと思いますが、設備 5S
改善では、製造現場では、①モンキーの仕様、②針金、③ガムテープの使用禁

止とされています。この 3 つは、仮の作業であり、固定的な改善を意味しない
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ためです。ここでは、モンキーの使用は無かったのですが、テープで巻く程度

で配線などを止めていて、既に、はがれてくる状況でした。これが直接故障に

関与するわけではありません。しかし、他に波及した結果、問題になる基にな

るためです。この例ではロボットの可動部の清掃：強制劣化面で問題があった

ので、このような診断内容を記載した次第です。図の右側の写真に、その影響

が出始めていました。夏で暑い関係でコントロールパネルが開いてプレスを使

っていましたが、コントロールパネルには多くのリミット・スイッチや、複雑

で精密な回路にホコリが入ると故障の原因となります。理由は「暑さで電気制

御回路が誤動作する」という内容でした。要は、「ボックスに設けられた冷却機

器のでは冷却が不十分である」というわけでしたが、事実、「理由不明で停止で

プレスが止まる、その理由が解析できない」ということでした。そこで、実情

を調査したわけでしたが、回路の作動で何が問題だったか？をつかむモニター

リング装置が無いことが判りました。この種、プログラムで自動作動する設備

は、故障対策にモニターリング設備が必ず必要になります。故障の都度、取り

つけてトラブルの内容を解析する方式もありますが、この種の設備は設備導入

前に、メーカーでは設備の作動内容を確認する時に使っている例が多い対象で

す。そうなると、多少の費用を払っても、補助設備の形で装着しておくべきで

す。診断時にこの企業では、この設備が無いと、「なぜ設備停止をするのか？」

という原因を分析する際、「いつ、どのような作動で何か、どのような状況で関

与したか？」という作動プロセスと停止メカニズムをつかむ必要上、後日購入、
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または、メーカーの方に駐在して作動上の問題を分析していただく必要が生じ

ます。このため、ここでは、ここに記載した対策をお願いしました。

次の図 3-22 は、故障メカニズムの診断結果です。また、図 3-23 は省力対策の

提案の例です（詳細は図中に解説しているので省略します）。
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（５）保全スタッフ長の意識で変革した TPM 活動

これは、建築材料を生産する設備群を持つ中堅企業 S 社の A 整備課長の方の

取り組みが、TPM 活動を大変革した例です。S 社では、管理者研修を依頼され、

研修後、製造課長全員に時間分析を行ってきました。他の課長の皆様は、自己

時間分析と共に、本来行うべき仕事の状況を見てムダ排除を図り、業務価値の

向上が進みました。進め方は、一種の研究討論会方式でした。筆者は、その討

論に加わり、コメントしたり、相互のノウハウ交流を行ってきたわけでしたが、

設備課長の A さん、いつも指導会の途中からいなくなってしまうことが続きま

した。理由は、突発故障で現場へ呼び出されるためでした。このような指導会

も、半ばを過ぎた頃、A さんの発表となったわけでしたが、時間分析の結果の

大半は故障対策であり、残業と休出が続く毎日でありと苦労談でした。なお、

この時、別途、筆者のところに S 社のトップから、「設備故障が減らないで困っ

ている指導して欲しい」と共に、損金や設備故障の実情報告データが来ていま

した。

研究討論会で A さんの発表が終わった時、筆者は「故障設備の対策をどのよ

うに進めてこられましたか？」と、A さんに問うと「とにかく、早期復旧で苦

労しています」ということでした。しかし、データでは、同じ故障の繰り返し

です。したがって、復旧程度の処置であり、原因の除去が進んでいないと判断

し、「A さん。例えば、T という設備ですが、同じ故障の繰り返しで原因の追究

から排除がなされていないように思うのですが。・・・」と問うと、「本当は、

部下と共に、原因究明を行い、徹底して問題を対策して行きたいのですが、時

間の無い中で生産量の確保と、止めておける時間が無いので、復旧の繰り返し

に留まってきました。・・」という言い訳でした。そこで、「1 ヵ月の故障の時間

と復旧の繰り返しを見ると、結局、復旧しても不完全なのでスピードをあげた

生産もできない状況のようです」と言い、停止とスローダウンの全損失時間を

計算しました。すると、現在まで進めてきた緊急修理時間を 2 倍にしても、原

因究明から原因の除去を進めた方が経営的にメリットある計算になり、「完全に

直してくれた方が良い」という分析結果でした。製造現場の関係者も、この解

析と対策に賛同してくれたので、「A さん、原因究明を徹底して行い、再発防止

にするため、今の緊急復旧作業の 2 倍を製造現場が許可したとしたら、A さん

がいう徹底した修理となりますか？」と聞くと、「十分過ぎるくらいです」とい

う返事でした。筆者は A さんの人柄も知っていたので、「A さん。故障の復旧繰

り返しで毎日が過ぎる。このような人生をいつまで続けようと思っていたわけ

ですか？」と言うと「それは？・・」言葉につまったので、「時間分析の結果を

見ると事後処理人生で発展も夢も無い状況です。これにつきあう部下も大変だ

と思います。この時間分析は、本来あるべき設備課長の仕事の内容では無い状



56

況です。早急に仕事の内容を切り替えるべきです！」と話しました。すると、A
さん、真っ赤な顔になり「それでは中村さん、あるべき設備課長の仕事はどう

すべきなのですか？」と反論してきたので、「設備課長の仕事は、未来の設備づ

くりや自動化の研究が 50％、TPM のための活動が 25％、部下育成を現場・現

物で行う仕事が 20％、あと 5％程度が残余の突発故障だが、それもゼロ接近の

研究を進めているという構成なら OK です。しかし、A さん 90％も突発故障で

は、厳しいようですが、プロとして会社に迷惑を掛けていると考えるべき内容

に留まります。」と説明すると、「TPM の教科書通りですね！」と反発したので、

すかさず、「TPM の教科書程度の仕事が出来ないで、課長を続ける考えは問題

です！私はやってきたから言うのであり、空理空論を話しているわけでない。

考え方を変えて欲しい！」と反論しました。すると、A さん、顔が赤から青色

に変わり、体をブルとゆすり、「しばらく部屋を出て考えさせて下さい。・・」

と言ったので、“了解”しました。

30 分後、A さんは、まだ続いていた指導会に戻ってきました。指導会で討論

が途切れた時、「私に発言させて下さい」と言って、「どうでしょうか？設備修

理の時間は 2 倍使わせていただき、設備故障ゼロにチャレンジさせて下さい」

と発言したので、「賛成です。製造現場の皆様は？」と返事し、皆の拍手と共に、

A さんの新たな活動が開始となりました。

流石 A さんは本物の実力者でした。1 回の突発故障に対し、徹底した原因究

明と原因の除去を進め、部下が行った保全に対しても、状況によっては、納得

が行くまでやり直しを指示した行動が、やがて、4 ヵ月後、故障ゼロ生産とスピ

ードアップが実現したからです。さらに、12 名いた 4 名は自主保全専門となり、

2 名は協力会社の指導を進めるに至りました。

その後の指導会で A さんの「私の活動を説明」となったわけでしたが、この

時、最初に「この指導会の前、今日の朝礼で部下に誤ってきました。自分が徹

底した故障原因の除去を進めてこなかったため、休日や残業でへとへとにして

きた。課長として長いこと、このような状況を皆に強いたことにお詫びをしま

す」と話し、事例発表の紹介となったわけでしたが、発表内容に全員がうなず

き、にこにこした成果発表会に終わりました。

A さんの例は、TPM 活動で度々経験してきた「人は考えが変われば行動と成

果までも変わる。主役が動かないと何も始まらない。設備保全の長は、こと、

TPM 促進に当たっては、便利屋や脇役では無い！」という内容です。
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第 3 章 原理図化法による故障原因の解析

～設備ゼロ化へのアプローチ

第 2 章まで、故障ゼロ対策の進め方について、その手順を解説しました。以

下、第 3 章以降は、これらの内容を補完する技術知見を紹介して行くことにし

ます。では、まず、目前の設備を対象に構造や弱点をどのようにつかむか？と

いう内容を解説してゆくことにします。

３－１ FTA と FMEA
極めて当たり前のチェック・ポイントですが、設備故障ゼロ対策で最も重要な

点は、皆様の製造現場に「故障しない設備を導入する」という対策です。要は、

「設計・開発（DR：Design Review）段階に、過去のトラブル対策を含め、総

ての要件を網羅させ、使い勝手がよく、故障ゼロ生産が可能な設備化を追求す

る対策をいかに進めか？」という活動です。そこで、まず、このための事前検

討手法のひとつである、米国の自動車業界で QS9000 と共に活用されてきた。

FTA と FMEA について解説することにします。

（１）FTA と FMEA の誕生と、その基本構成

図 3-1 に示したように、FTA（Fault Tree Analysis：故障の木解析）と FMEA
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（Failure Mode and Effects Analysis：設計が持つ弱点と影響度の解析）は、航

空機事故を減らす対策から生まれ、世界に広がりました。この 2 つの手法は、

家屋など建造物に例えるなら、「FTA：まず上から下を眺めて問題の所在を見つ

けて対策する。その後、FMEA：今度は、下から上に欠陥の無い部品を積み上

げて、全体として問題の無い構成を満足させる」という思想で、FTA＋FMEA
一体化して使い、満足の行く家屋を構成させるという方式です。

では、図 3-2 と共に、設備の弱点分析と FTA の構成を解説することにします。

このモデルはAND回路とOR回路を使ってフォークリフトの故障予測をした例

です。最終的には、故障率が 3.31％となっているわけですが、最初に示した三

ヵ月を横の形をした OR 回路は、「フォークの上下が出来ない 0.7％＋ブレーキ

の故障 0.01％＋タイヤの空気抜け 0.6％＋フォークリフトという機械装置の故

障 3.31％のどれが故障しても設備は使えない状況になる」という意味を示しま

す。逆に、「この構成と各ユニットや部品の信頼性を見て、高いところを攻める

という内容、すなわち、故障リスクが高い個所を改良しなさい」という注意が

示されているという対策と促しているという判断に使います。

次に、ブレーキの故障のところにボールを伏せたような AND 回路があります

が、この意味は、「危険ではあるが、前輪ブレーキの故障 0.1％×後輪ブレーキ

の故障 0.1％＝0.01％は、どちらか一方が故障していても、フォークリフトの停

止は可能であり、フォークリフト全体の及ぼす故障の影響は少ないという判断
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をしなさい」という対処を意味します。このように、FTA では、設備全体の故

障率という弱点を示し、どのユニットや部材などに弱点があるかを見て行くと

いう構成を図化しているため、「故障の木」という名が付けられました。

「では、実務でこの図をどのように使うべきか？」ということになるわけで

すが、その利用法を表 3-1 に例示した内容になります。

表 3-1 には、7 つ方式を示しましたが、先の No.1 に説明したように、不良や

故障が発生しやすい個所を明らかにして改善する（先の図 3-10 に示した、MTBF
を大きくする対策）方式～No.6 に示したように、ユニットや部材の寿命が短く、

故障の発生が多いユニットや部材はワンタッチ交換可能な構成にする（先の図

3-10 の MTTR 対策を図る）と、いうように利用して行くという方式が FTA の

解析です。この図で重要な点は（ｲ）弱点を見つけて重大リスクとする。（ﾛ）表

4-1 の区分でリスクが高い個所を改善するという対策になるわけですが、このた

めには、（ﾊ）ユニットや部材を納入する企業から信頼性テストのデータを入手

したり、同種の設備を参考に、故障記録を得て、信頼性（逆の意味では故障率）

のデータを入手しておく必要が生じます。なお、FTA は設備全体の構造と、各

ユニットや部材の関連を図で示して行く方式までは提唱してこなかったため、

「どのような理由や関連などでインターフェースや相互に影響が出る構成とな

るのか？」が判らない状況です。したがって、この種の工夫がここに必要にな

ります（後でこの点を改良した『品質・故障機能系統図』を示し、この種の欠
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点除去から、ハザード MAP 化の進め方を解説することにします）。

次に、図 3-3 に FMEA の構成を示すことにします。FMEA の考え方は、「FTA
で構成された弱点分析を参考に、今度は、部品→ユニット→最終製品といった

構成をつくる際に、この順番で完全無欠にして行けば最終製品の構成は問題ゼ

ロに接近させることができる」という思想です。この対策の要点は、「故障ゼロ

部品の積み上げが最終製品の故障ゼロを保証する。逆に、万一弱点や問題があ

る場合は、図 3-3 の右側に示したリスクを明らかにして対策を図り、故障ゼロ

生産へ持ち込む」という取り組みの示唆です。このため、図 3-3 の右側には、

もれなく部品展開してゆく手順と具体的な図化や資料の準備がガイドされてき

ました。

なお、このためには、実際の設備を目の前にして物理特性などを見る必要上、

図 4-4 のような図を事前に作成したり、表 3-2 に示した信頼性テストを行い、弱

点部の解消を図る対策がなされてきました。図 3-5 は、ある部品を題材にした、

その種の例です。

FMEA は、先に紹介したように航空機の開発と共に生まれた手法です。航空

機の事故は人命を大きく左右します。したがって、厳しいテストが FMEA に平

行して行われることや、最終的には、風洞実験～長年の飛行テストで信頼性が

確かめられた後、実機が空を飛び、その後も、運用後も FTA と FMEA のデー

タに遡って各種の研究が実績の記録と共にフォローされるといった環境で飛行
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機の設計と改良が行われてきました。はっきり言って膨大な資料の作成と品質
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保証テストが FTA と FMEA の基盤であり、製作後の前・後のテストに関す

る内容が法で定められ、守ることが鉄則という環境で運営されてきたため、航

空機業界では、FTA と FMEA の利用は、事故や故障のゼロに大きい貢献を果た

してきました。

さて、「一般企業が競争激化、短納期で製作～改良を繰り返さねばならない業

界で FMEA の活用の効果は？」というと、航空機とは、大きく異なります。事

実、筆者が関与してきた企業で「FMEA を行ってきた。また、膨大な FMEA 資

料は作ってきたが、納入した設備の不良や故障が絶えない」という事例が多い

ためでした。

（２）実務展開で活用する FTA と FMEA の工夫（その１：目前の設備を故障

ゼロ化へ）

どのように立派で膨大な書類を整理しても、木の枝葉の工夫をしている内に

森と、対象にしている木の存在が判らなくなっては無意味です。このため、以

下に紹介するように、実務に FTA＋FMEA を工夫して使い、成果を挙げてきた

例を紹介することにします。

図 3-6 は先に第 3 章で紹介した A 社における適用法です。これは、図 2-9 の

手順 5 で用いた例だったわけでしたが、手順 4 までは現場参画を得て、保全ス

タッフと共に、現場で手の届く改善を総て行ったという状況でした。しかし、「最

後に残ったのは、設備が持つ構造上の問題であり、この対策は設計改善以外に
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無い」というところまで現場と設備保全スタッフが問題を追い込んだという努

力でした。要は、「購入した目前の設備は自社の生産に合う限界まで現場の知恵

と努力を進めた」という点ですが、このような限界までつめると、もはや設備

の構成自体を見直す必要が生じます。

そこで、この例では、（ｲ）「FTA 方式で弱点を明確にする」ということで、手

順 4 の内容を整理し、「人手による注油では限界がある」としました。また、（ﾛ）

要は、図 3-6 の「解析対象システム」が、この対策の限界を明確化したため、

設計の専門家達が、先の図 4-5 に似た形で解析を進めました。その結果、どの

ように現場関係者が努力しても、現状の設備の構造では MTBF が数百時間程度

であることをつかみました。これが、A 社における、図 3-5 に似た表で整理した

信頼性ブロックの作成～知名度評価であり、弱点部位に対して FMEA 解析を行

ったという実務的な取り組みでした。そうなると、図 3-6 の最終覧にある各種

対策への展開となるわけですが、似た機能で最高 MTBF を示す構成を探せば良

いことになります。そこで、A 社のスタッフが調査を開始しました。また、こ

の調査で分かったことは、「他にも油を使って作動をする設備が多数ある」とい

う調査結果でした。事実、既に、過去、注油が問題になり、対策してハイレベ

ルの運転をする設備があったわけでしたが、オイル・デッピング（油の中に回

転して常に注油が必要な部品を入れて（浸して）おく構造）や、オイル・シャ

ワー方式のように、回転部の油が途切れないように提供する方式がその例であ
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り、すでに多くの実績を持つ対象でした。そこで、A 社では、この種の手法に

変更したわけですが、その結果、MTBF は数万時間になり、①故障ゼロを維持

する環境と共に、②設備点検項目や注油個所も激減させ、物づくりを行う製造

現場は製造に集中できる環境にしました。このように、大きな技術革新手法の

投入により、③MTBF を革新的にしたわけでしたが、結果、A 社では 1 石 3 鳥

の策が、設備設計専門家達の手で実現させ、故障ゼロ生産を達成具体化させま

した。

以上が A 社の取り組みです。特に、この事例から学ぶ点は、「FTA と FMEA
が提唱してきた学問的な内容の中から、応用技という形で、設備故障ゼロ対策

に必要な要件を抽出して実務展開した」という内容です。また、「改善対策のア

イデア探しは足元を見て」という泥臭い対策だったわけでしたが、「目前の設備

の故障ゼロ対策に対して、資料づくりより、目的、目標にあった要件だけを抽

出して、設備の構造改革を図化法と共に探索した」という変革でした。

（３）実務展開で活用する FTA と FMEA の工夫（その２：トヨタ GD3 に学ぶ）

機械と器具は販売対象が工場と過程という違いはあっても、その構成や故

障・不良に対する対策は、物理的な条件が同じなら、全く同じ結果を示します。

そこで、公開された書の中から、T 社の乗用車設計における FMEA 利用の工夫

を参考にしたいと考えます。この思想と分析は筆者が関与した新製品開発段階

からの不良・クレームゼロ追及（N-TZD：Total Zero Defect）研究会で得た内

容ですが、工場における設備改善を含め、一般消費者に提供する製品は総て、

図 3-7 の取り組みで新製品を生み出してきたということで、新製品開発段階か

ら、短納期で不良ゼロ対策を図る方式を調査研究～探求してきました。その手

法名は GD３ですが、FMEA を実に見事に改良した使い方でした。

GD３の意味は、新車開発 DR 段階において、Good Design + Good Design 
Review + Good Discussion を進めるという内容で G の三乗を意味するそうです。

その中身は図 3-8-①と②に示した FMEA をトヨタ自動車方式で解釈した点にあ

ります。オリジナルの FMEA は、対象設備や新車などの総てを分析するわけで

すが、GD３は図 3-7 の②に示した変更部に合わせた検討を進める方式です。こ

のため、（1）対象域（問題として検討すべき項目が）少なくて済む。（2）新製

品開発担当者と関係者される方は、変更部、すなわち、新規に取り組んだ個所

に対し、変更時に一番問題を感じるはずなので、総てを挙げる。次に、（3）実

際にどのような影響になり、どのような対策を投入することで問題解決を図れ

ば良いか？といった、極めて自然だが、行うべき手順を作成した後、FMEA と

比較して抜けがなく短時間で対策検討が進むか？を整理していった、という内

容が DRBFM（Design Review based on Failure Mode）です。このように、
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オリジナルで学問性の高い FTA や FMEA の資料作成でなく、ここから脱皮す

る形で、自社の DR に一番適合性の高い方式をつくって、抜けが無く、早く的

確な設備や新製品開発を行うことは、実務者に取って極めて大切な取り組みを

示唆してくれる事例なので、ここに紹介しました（なお、図 3-7 の図上の④の

全くの新規となる対象は、この対象ではありません。別途、総て、新規に全与

件を精査することが必要です）。
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しかし、かつて、GD３には未検討な点がありました。これは、N-TZD 研究会

で提唱してきた内容だったわけでしたが、図 3-9 に示した T のブレーキ問題で

顕在化しました。図 3-7 の②の固定部と変更部のインターフェース問題です。

この問題のひとつ、運転停止時、モーターによる回生ブレーキと油圧ブレーキ

のインターフェース問題は、その後、米国の裁判で無罪となったわけでしたが、

それ以外にも指摘された当時の問題は、図 3-9 で示したように、総てインター

フェースの検討方法が GD３に抜けていた点が関与したためと判断されます。
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手法に欠点があれば、改良することが必要です。そのような考えで、N-TZD
研究会では、事前に GD３にインターフェースの解析を加えてきました。その図

3-10 に例示しましたが、開発期間の短縮と同時に、新設備の総工数低減でも大

きい効果を得ました。この詳細は URL：qcd.jp の無料文献サイトに掲載の「新

製品開発段階からの不良ゼロ対策（N-TZD 研究会報告書）をご覧願うことにさ

せていただくこととなりますが、要は、FTA も FMEA も実務に適用する際、対

象とする設備や目前にした設備を対象に工夫した適用が必要であるという利用

法の一例です。

（４）形だけの DR 対策が持つ問題

どのような良い問題解決手法があっても、実行なければ成果無しです。また、

使い方をも違うと、違う方向に行ってしまうことになります。こと DR 対策で

問題を抱える企業に訪問して問題をお聞きすると、異口同音の形で「多忙であ

る」とか、「形だけで中身の無い DR を繰り返している。・・」「一部の権威者の

意見だけが尊重される DR で問題を起こしてきたが、責任問題となるので、皆

が貝の口となる」という悩みをお聞きしてきました。また、新設備の検討のお

いても、同じ悩みをお聞きしてきたわけでしたが、この種の問題も対策が必要

です。そこで、次に、DR に関するこの種問題と対策を整理することにします。

図 3-11 はその種の状況を例示した事例であり、形式的 DR で、中身の検討が

不十分な状態で DR を進めた積りになっても、設備を据え付け～稼働時に大問



70

題を抱えるといった例です。

かつて、筆者が若かった時代に、有名なスタッフの方（先輩のお一人）から

次のような教えを受けたことがありました。この方によると「昔からそうだが、

生産技術スタッフ数名が徹夜状態で 3 ヵ月会社に泊まり込み、何とか今の状態

に持ち込めた。生産技術という仕事は、毎回これだ！君もやがて経験すること

になるが、体力だけは鍛えるように」という教えでした。しかし、この話を筆

者はにわかに信じがたかったため、その経過と苦労談を聴取して分析しました。

すると、85％以上が事前検討すれば3ヵ月の徹夜は必要ないという実情でした。

そこで、筆者が関与する新設備導入プロジェクトで、DR 強化の改良を進めまし

た。その結果、特別な対象で無い限り、せいぜい 3 日程度で立ち上げてきまし

た。以降、時には、設備設計当初にアン・ノウン・ファクターという、検討出

来なかったり、予知できない新たな課題の対処で苦しむことはありましたが、

この種の内容が無い限り、なにも 3 ヵ月も会社に泊まり込むという例は無くな

りました。このため、この先輩は反省となったわけせいたが、逆に、この分析

で、筆者は DR の重要性を痛感した体験談です。

その後、新設備導入だけでなく、新製品の立ち上げ～設備レイアウトの変更

や研修などの企画に DR を適用したり、各社の支援などを進めてきたわけです

が、図 3-12 に示したように、DR 不備といった内容には多くの要件が関与する

ことを知りました。『三人寄れば文殊の知恵』という言葉があります。だが、こ
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れとは逆に、特に DR が的確性を欠く要因は、多くの方が参加した結果、図 3-12
の②に示したもたれ合いが起き、結果、先ほどのような先輩談になります。

科学的の研究によると、もたれ合いという現象を『リンゲルマン効果』と言

います。その内容を図 3-13 に示しましたが、綱引きなどの実験では、人が多く

なると他人に頼り手抜きをする（力を 100％出す努力をしない）という現象が起

きるそうです。新設備の検討や不具合があると、先に表 2-5 で示した TPM の 6
つのムダのひとつである、⑥の立ち上げロスや、①の故障のムダ、④のスピー

ド・ロス（最高のスピードで生産出来ないむだ）が発生します。そうなると、

先に筆者に教訓的に話しがあった「3 ヵ月立ち上げに、工場に泊まり込み、徹夜

で・・・」という内容を金額換算すると企業に大きい損金を与えることになり

ます。

図 3-14 に示したような、不良対策や新製品立ち上げ前に必要なムダな工数の

追加などがあるわけですが、筆者がお聞きしたあるプラントでは、3 ヵ月の生産

立ち上げの遅れが、お客様にご迷惑をお掛けした結果、対象製品の供給不足が

関与して大きく販売シェアーを失ったという例がありました。そうなると、こ

こまで記載した内容を参考に、DR の進め方自体に改良が必要という事項を追加

すべきと考えます。



72

なお、DR は新製品開発の場で盛んに使われてきたわけですが、逆に、その重要

性と効果は、下に指名したキヤノンの御手洗社長が語れた事例に見る通りです。
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（５）DR 対策を有効にする IT 支援システム

世の中には、事前検討の失敗に図 3-15 の『スイス・チーズ・モデル』なる

ものを持ち出し、「ヒューマンエラーは無くならない」という説明や「穴の無い

チーズづくりの必要性」を訴える方がおられます。

確かに、この種の捉え方は一面の真理を説明するように見えます。この考え

方は、「DR をどのように行っても、自然災害と同じように、防災一本では、人
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の力には限界がある」という示唆をしているようです。しかし、ある有名なパ

イロット訓練教官の書に「このような理論は良いが、どうすべきか？解決策が

無い理論の提示は止めて欲しい。それより、このような事象を防ぐ策を提示す

べきである！」とされていました。この見解は、筆者も同感です。そこで、こ

こでも、欠陥ゼロで設備の DR 対策を図る我々としては、次のように提唱して

きました。①DR とは最良の方式を具体化させるため、予防の段階で最良情報を

集め、最前のメンバーで最前の知恵を出し尽くすというチャレンジです。また、

②DR で残った問題は、自然対策でいう“減災”に代表されるように、問題発生

時に用意しておいた緊急時対策を使うことにより最小限に押さえるという備え

とゆとりを持っていれば、新設備立ち上げの際に、損害を招く対象を大きく減

らすことが出来るはずです。加えて、③得た知見や記録を基に、IT シミュレー

ションをしておけば、多くの予防と緊急時策が有効に効くことは、健康、自然

災害対策におけるハザード MAP 対策と同じです。要は、「我々は『スイス・チ

ーズ・モデル』なる学説をもとに事前検討対策に限界を感じて取れるべき対策

をあきらめるのか？チャレンジすべきか？」となるわけですが、本書をお読み

の皆様は、当然、このような方式を選択されると信じます。そこで、③の対策

を効果的に行う例を紹介させていただくことにします。

今や、多くの分野で IT シミュレーションの活用は盛んです。先の福島第一原

発でも SPEEDI いう原発爆破の際、放射能が飛び散る状況が即座に出された結

果は、その後の汚染地区の状況そのものでした。しかし、政府は発表を控えた

ため、とんでも無い事態となったことは、今も残念でなりません。これから被

爆された方のガン発生が懸念されるわけですが、もはや後もどりは出来ないた

めです。また、この例は、物理現象の解析に政治的判断を介入させる問題をク

ローズアップさせた事例でした（その後、政府は SPEEDI を使用しないという

政治的な決定も不可思議な事象ですが、原子力村の圧力は一般人に理解できな

い政治判断と考えます）。この種の悪例はさておき、設備の作動・操業時のテス

トに CAE が盛んに使われてきたので、その片鱗だけでも、ここに紹介してゆく

ことにします。

図 3-16 は CAE のひとつであり、新設備や新製品開発段階、しかも構想段階

に使うシミュレーション・システムの利用構成です。かつて、CAE は設備設計

がかなり進んだ段階に使ってきました。設計の詳細データを入れてシミュレー

ションにより、抜けが無いか否か？を確かめる道具だったわけでした。しかし、

今は、IT 利用技術の進化で、ポンチ絵というまだ、構想段階の粗い構成図を基

に設備の作動の状況がシミュレーション可能な方式が使える時代です。図 3-15
は、この分野で一番利用が盛んなソリッド・ワーク社の製品ですが、詳細設計

設備の 85％以上がカバーできるというものです。
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卑近な効果を発揮した適用事例として、2000 年に、高専の皆様が毎年行うロ

ボコン選手権がありました。36 校がノミネイトしたわけでしたが、その際、無

料で貸出をしました。すると、18 校が利用、予選でこの 18 校が入選しました

が、なんと、優勝校の理由は「シミュレーション回数が一番多かったため・・」

というものでした。どの出場校もロボット設備を作りました。そして、ロボッ

トは競争して指定の山を越えたり、相互に戦ったりしながら球を所定のケース

に入れたりするというものでした。だが、製作の際、CAE による取り組みは、

図 3-16 の下に示した手順で、構想したものをいきなり形にしないで、コンピュ

ータ上で図面化して、各種の条件で動かし、問題解決を済ませた後に設備製作

したという内容でした。このため、「IT 上で作動テストが出来る。しかも、実機

を製作するより早い。当然、変更してテストをするわけですが、CAE を使わな

い実機を目前にした改良より早いため、多くの条件でテストして、起きる可能

性が高い問題に対する方策を試すチャンスが増すといった差が出た」という例

です。

先に解説したように、デザイン CAE がある前から CAE は存在し、その歴史

は古い状況です。これは、筆者の体験談ですが、企業在勤時、それまで鋳物で

製作してきた管継手をプラスチックで鋳包みしてコーティングする必要が生じ

たことがありました。鋳物は歴史がある会社でしたが、プラスチックの取り扱

いは全く無い未知の状況でした。このような時、プロジェクト・チーム員が

「NASA のコンピュータ・サービスを利用して新設備で不良ゼロ生産、しかも、
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ホットランナー方式という歩留が最も良い（使用材料のムダが最も少ない）構

成を研究したい」という提案をしました。この提案は早速許可され、1 回のシミ

ュレーション費用が 30 万円で、5 回ほどのシミュレーションで最適解を得たわ

けでしたが、最初の 1 発目の生産で不良ゼロ、最高歩留り、最高速度の運転を

するという快挙でした。この時、筆者達は CAE の脅威を学んだわけでしたが、

新時代には、信頼できる革新技術を上手く使う必要性を知った事例です。

その後、ある鋳物工場のレイアウト設計プロジェクトにリーダーとして活動

したことがありました。それまでの鋳物工場は「粉塵で数メータ先が見えない」

という環境が常識でした。しかし、「空気循環を工夫して 150m 先、工場の端か

ら端までを見透せる工場にしたい」ということになりました。そこで、空気循

環の最適解を求める CAE を利用したわけでしたが、これも成功させました。こ

こで、特に良かった点は、設備劣化の基になる粉塵の除去が図られた点でした。

以上、筆者のつたない体験談で恐縮でしたが、今や、企業の大小に関係無く、

設備製作メーカーの大半がCAEを用いた作動テストをする時代になっています。

図 3-17-①と②は広島にある Y 社の例です。この企業は近隣の自動車会社に溶接

ロボット群を設備化して納入する会社ですが、かつて 2 次元の図面で DR を進

めてきた対象を 3D（三次元 CAD）で図面化した後、CAE によるテストで大き

な成果を得てきた例です。

DR と言うと、とかく、DR 会議を開き、討論を進める方式を進めることが推

奨されてきた感がありました。しかし、設備装置という対象は物理的な条件で
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構成されます。

確かに製作前に経験者が集まり、知恵や注意点を出しあうという DR 上の活

動は重要なのですが、その中身が重要です。ここで「その種の要件が設計図面
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に反映され、欠点なくスムーズな動きを続けられるか？」という対策や、「設備

を製作してからテスト、不具合があれば、実機の改良。・・」という内容が充当

されば「効果あり！」となります。しかし、現在は「まず、CAE で完全に近い

設備を製作する。その後、万一、作動に問題があれば、実機を目前にさらなる

改善を進める」という方式の方が勝る対象が多いためです。

このような意味合いから、IT 時代においては IT シミュレーションの活用は、

DR 上有効な武器に入れるべきと考えます。しかし、CAE を含め、IT シミュレ

ーション使用の盲信は危険です。何事も、物事には視点や異なる方法を利用し

たダブル・チェックが必要なことがあります。この意味で、詳細は除きますが、

品質面で研究してきた内容で、品質と設備という対象の違いはありますが、図

4-18 をご参考願うことをお願い致します。

３－２ 原理図化法による故障原因の除去

ここまで解説してきた内容をご覧願えば判る通り、設備故障の解析や弱点を

図と共に『見える化』することは極めて有用です。例えば、設備の不具合が送

ると、事故や不良の解析同様に、必ずと言って良いほど、原因と結果の関係が

図に描かれてきました。図を見ると問題発生メカニズムと理由、真偽の程度な

どが明確化するためです。特に、設備故障の場合、要点と問題が発生する要点

が描かれた図を用いて、原因を除去すれば、故障ゼロ生産が実現するため、あ

る意味、分厚い書類や写真集よりも重宝がられて活用されてきました。そこで、

以下、その要点と、設備故障ゼロ生産に向けた活用法を紹介することにします。

（１）原理図化法の構成

今や、太陽電池は身の回りに欠かせない対象品となりました。電池という言

葉は、何かを貯めて（蓄積して）おく対象を意味します。では、図 3-19 をご覧

下さい。電気を流す基になる電子を貯める場所を持ちません。光で＋と－の電

子が分離している環境が作られるという構成になります。この状況で、両者を

導線で結ぶと電気が流れ、＋－をゼロにする作用が生じます。要は、光が太陽

電池に当たっているときだけ、このような環境になるのであり、相互の電子を

貯めておく構造はどこにも無い構成です。

このような構成は、既に学生時代に習った内容ですが、誰でも、その作動原

理や構成を正しく認識できるため、物理現象の解析に有効な教材の一例です。

このため、筆者は、この種、子供でも判る程度に簡単明快に示せる図化法を『原

理図化法』と名付け、設備故障の解析には、必ず利用してきました。

設備の故障解析の要点は、故障の原因となる要因の把握と発生メカニズムと

なります。そこで、その構成を簡単に描くと図 3-20 のようになり、「火の無い
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ところに煙を立てたくない」というのであれば、「図中に示した対策の中から

有効策を選択して下さい」ということになるからです。

さらに、この種の物理現象は「事実情報を示すデータを付加して物理現象が

成立するか否か？」を検証する必要が生じます。この例の場合、火種が何℃で
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あり、木材の距離が何 mm で、木材の表面の輻射熱が何℃であり、木材の材質

が何であって、何℃になると表面が気化して燃焼環境になるのか？・・・燃焼

物に対する酸素供給の状況は・・・というデータを用いた条件で、煙化から引

火となるか？を証明することが必要になります。以上、このような構成が原理

図化法の構成要件です。

では、定量的なデータの補完はないまでも、設備の不具合で人身事故を引き

起した事例を図 3-21 に例示することにします。これは、2004 年 8 月 9 日に起

きた事故です。この事故は、9 日午後 3 時運転中、発電タービンに異常を示す警

報が鳴り、原子炉とタービンが自動停止、タービン建屋（3 階建て）内で起きた

事故でした。湯沸し型原子炉では、原子炉で温めた水を蒸気にしてタービンを

回す方式です。上記は配管内を循環するわけですが、小さな穴が開いている仕

切りを通過する構成です。循環水がここを通り抜ける際、渦が発生し、管を削

ってゆくため、定期点検と交換が必要です。そうしないと、内圧で蒸気爆発を

する圧力に耐えられないためです。実は、残念なことに、これと全く同じ先例

がありました。サリー原発の事故です。

図 3-21 に示した福井の美浜原発は、これと全く同じ事故であり、原因は、28
年間も無点検、無交換で配管が使われてきたため、全く同じ状況で、2004 年 8
月 11 日に、死者 4 名を含む死傷者 11 名を出したわけでした。要は、この原発

はサリー原発のコピーだったので、レイアウトや操業形態が全く同じだったた
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め、同じ原理で事故が起き、同じ人数が亡くなった例です。設備に関する物理

現象は、ある意味、この例が示すように、問題となる原因の除去がなされ場合、

再発する事象は、この例のように、事故の証明のような形態の連続になります。

もうひとつ、列車の脱線事故という残念な事故を紹介させていただくことに

します。2000 年 3 月 8 日、筆者が住む近くですが、営団地下鉄の中目黒で脱線

した地下鉄が対抗車と衝突して 5 名死亡、負傷者 36 名を出した不幸な事故が起

きました。理由は遠心力の作用によるものです。ところが、同じような遠心力

による脱線事故が、2005 年 4 月 25 日に JR・西日本の福知山線で起き、一瞬に

して 107 名の命が奪われるという残念な事態が発生してしまいました。その状

況は図 3-22 のようになります。

JR・西日本の事故の場合、列車を運転していた故・高見運転手のヒューマン

エラー説が盛んに問いただされました。彼は、この時点で、既に 3 回のオーバ

ーランをして、「4 回目のオーバーランをしたら新幹線の運転手にはさせない」

という勧告があったそうです。このため、運転手は 4 度目のオーバーランを恐

れ、遅れを取り戻すため、制限速度を大きく超えた運転をしたわけでしたが、

同時に、車掌にこの失態を申告させないため、携帯電話で電話することに熱中

していた。このため、事故に至った」という状況でした。だが、当時、管理側

は、通常、装着が必要とされてきた新型 ATS を経営トップ判断で省略し、日勤

教育なる奇妙な制度で高見運転手を締め付けていたそうです。だが、事故後に
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運転手の本音を聞いた特集番組では、「脱線しないように守られていると思った」

という言に代表されるように、若手運転手の皆様に中目黒の事項の教訓や遠心

力の恐ろしさを教えていなかった点が挙げられたわけでした。また、この事件

に至る前、信号無視や列車の運行で人命に関与する危険をはらんだ重大事故が

69 件、その下には、いわゆるヒヤリ・ハットに当たるミスや基準違反が 614 件

もあり、ハインリッヒの原則（事故 1 件:29 の重大ミス）をはるかに超える問題

に手を打ってこなかったという安全管理・対策上の問題が露呈しました。さら

には、「新型 ATS の取り付けは、JR・西日本の経営会議でもテーマになったが、

安全対策より投資費用が掛かることを重視した」という経営トップの意思決定

が問題とされました。「では、この事故の原因は何だったのでしょうか？」ブレ

ーンストーミングで、多くのヒューマンエラー要件を挙げる方がいました。し

かし、先に紹介した中目黒の脱線と同じく、JR・西日本の脱線事故の原因は遠

心力です。原因を除去したければ、遠心力が脱線に作用しないスピードで走行

すべき点となり、これが、物理現象の発生原理の防止となるはずでした。

要は、つけるべき新型 ATS を経営層がつけなかったことが、原因の除去を阻

んだわけでした。このため、この書籍をまとめている時点で、まだ、経営トッ

プの不作為を裁判中ですが、他の人間的な根源に関与する内容や、「企業文化を

変えるべきとした案では直接的な原因の除去から離れていってしまいます。」だ

が、この書をまとめている時点では、この司法による判断は裁決の結果を待つ
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状況です。このように、この種の事故を整理すると、当時、図 3-23-①や②に示

したように、多くの解析がありましたが、関連する事項は多数あっても原因は

１つとなります。

なお、この種の解析はブレーンストーミングであり、ISO シリーズが提唱す

る「事実に基づく意思決定」とは性格を大きく異にした解析となります。

このように、JR・西日本の事故の原因は、明らかに図 4-21 に示した『過剰な

遠心力による作用』が原因であり、その結果が『脱線事故』となります。した

がって、これに付随するメカニズムや、事故を誘発する企業風土や高見運転手

が取っていった行動は物理現象を誘発する環境条件を誘発します。また、この

種、ブレーンストーミングによる多数の要因の列挙は、真の原因では無く、個々

要因にそれぞれ、多種の対策を下していったとしても、城の外堀を埋める程度

になります。したがって、この種の対策は、いつか、本丸に至る道が開けるの

かも知れませんが、真の原因をつかみ、再発ゼロにして行くことに使うには不

向きです。再三の説明で、くどいようですが、物理現象の解析からすれば、こ

の事件は「新型 ATS さえつけていれば、遠心力を超える列車のスピードが出せ

ないので脱線は起きない」ということになり、「既定の遠心力を超えない防止策」

が原因の除去～再発防止となるためです（本書では、裁判のように、人的責任

を探す対策で無いのでこの判断となります。もし、人的責任の追及をご希望さ

れる方は、結論がいつでるのか？不明ですが、裁判の行方をご覧願うことにさ
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せていただきたいと思います）。

では、図 3-24 を例に、製造現場関係者が、実際に原理図化法を使い故障ゼロ

対策を実現へ向けた事例を紹介させていただくことにします。このストレッチ

ャー・マシンという設備は、コイル状に巻き取った鉄系の直径 10mm 素材をフ

ォーミング・ロールという調整された異形の回転ロールの間を通して、真っ直

ぐな棒材にする設備でした。この設備は、全体で 6m ほどあり、2m 程の定尺の

線材をつくり、熱処理、再度フォーミング、最終工程で表面に磨きをかけ、検

査後に出荷するという工程の初段に位置する設備です。この詳細はともかく、

この設備で理由不明の故障が発生したわけでしたが、作動原理は、図の下に記

載したブロックチャートと矢印で示した順で作動する設備でした。

要は、ローラーに持ち込まれた線材が真っ直ぐに伸ばさされ、ある長さにな

るとセンサーに当たる。これで切断すべき定尺の寸法指定が行われるわけです

が、センサーが先端を検知すると同時にギロチン式に瞬時にカッターが材料を

切断するという簡単な構成です。この設備で起きた問題は、当初、「寸法がばら

つくことがある」ということだったのですが、調整をする中で、突然、切断不

備で、材料が走るトラブルが発生しました。

この設備には、列車を停止する方式に似た安全壁が装置の先にあるわけです

が、時にそこを超え、天井にまで線材が走るという状態が発生することが起き

始めました。このような時には、当然、この設備を運転するオペレーターが停
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止ボタン操作を行い。材料を戻して、再切断となるわけですが、これは、危険

極まりない状況です。

最初、保全部門で対策を検討願ったわけでしたが、電気専門の保全マンが終

日見ていて、「電気系統に問題は無いと思う」という状況なので、今度は機械に

詳しい保全マンに、同じように見てもらうと、「ギロチン・カッターが降りるだ

けの簡単な機構なので機械面では問題はないはずだ！」という状況で 5 日程が

経過しました。しかも、この方達がいる時は問題が無く、他の修理や相談で離

れると線断不良や切れないトラブルが起きるため「まか不思議な現象！」とい

うことで、「幽霊でもいるのでは？」という話しまで出ました。このため、「電

気屋さんと機械屋さん 2 名が付ききりで対策して欲しい」という要求はあった

わけでしたが、状況は同じでした。しかも、この 2 名の専門家とも、お互いに

ボールを投げ合うという状況で、「電気だ！」～「機械だ！」の繰り返しで、解

決が進まない状況が続く中で、筆者が関与する現場関係者（製造実務者）3 名に、

この問題が持ち込まれました。

この時、筆者は生産管理担当、人材育成を兼ねて改善班を編成していたわけ

でしたが、はっきり言って、筆者はこの設備は素人、また、集められた改善班

の方達も、製造は経験 10 年ですが、設備の機構や電気回路については全く素人

という状況でした。そこで、「設備トラブル解析は原理図化法で解析する」とい

う基本を柱に、まず、機械屋さんを呼んでストレッチャー・マシンの機構を原

理図化した内容が図 3-23 の上部です。また、電気屋さんに電子回路の動作手順

を教えてもらい書いたのが下に示したブロックチャートだったわけでしたが、

改善班研修で、FTA や FMEA などを習った関係か？「構成全体に問題が無いの

であれば、個々の部品の信頼性が問題の対象になるはずでは？」という意見と

共に、中村さんのブルーバードのように、旧型の乗用車はリレーの寿命が故障

の問題になることを聞きましたが、・・」という話になりました。そこで、材料

のカット数とリミット・スイッチの作動回数を、生産量を基に計算したわけで

したが、カタログで部品メーカーが保証しているリミット・スイッチの寿命を

はるかに超えていたことが判りました。また、「リミット・スイッチは寿命を超

えると接点が老化して誤作動をしますので、寿命前に交換して下さい」という

注意書きもありました。そこで、早速、リミット・スイッチの交換とした結果、

以降、線材が暴走する現象はゼロ化となりました。これで原因は除去されたわ

けでしたが、同時に、過去、材料を切断する時に起きていたバラツキもゼロと

なりました。この時、設備と電気の専門家は「なるほど！」と、うなずいてい

ましたが、また、改善班を始め、筆者達が自慢するまでもなく、これは、「原理

図を基に設備故障に当たれば、専門家でなくても設備故障の原因は除去できる」

という例を作りました。以降、筆者達は、設備故障がある度に原理図化法を利
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用した解析を使い成果を得てきました。

３－３ 点検・故障時の目える化と「設備ハザード MAP」
火災防止に「予防に勝る消化なし」という言があります。これは、ハインリ

ッヒの原則が示すように、ヒヤット段階の対策が故障を発生させてから行う突

発故障対策にはるかに有効なことを示した対策法です。そこで、先の原理図化

法をさらに進め、「設備故障ゼロに対し、設備の弱点を見える化させて、予知、

予防する方式は？」というテーマを設けて、筆者達が進めてきた、ハザード MAP
と、その有効性を紹介して行くことにします。

（１）設備ハザード MAP 化

残念ながら、東日本大震災（3･11）の津波被害で 2 万人もの方の命が失われ

て以降、自然災害に対する多くのハザード MAP が重視されるようになってきま

した。その理由を振り返ると、3･11 では、869 年（平安時代）の貞観（じょう

がん）大震災 M8.3-8.6 の再来に似た津波が発生したわけでしたが、この災害の

後、平安時代に、再度の被災から免れるため、多くの石碑と共に、子孫に対し

「この下に住むな！」という記述を残しました。この教えを先祖から受け継ぎ、

高台に住んだかたは津波被害を免れました。だが、残念なことに、そうで無い

地に住んでいた方が被害に遭遇したわけでした。この事実から、関係者が再認

識したことは、①「物理現象は同じ条件が整えば、再発する」ということや、

②ハザード部は見える化する必要がある。③ハインリッヒの原則通り、ハザー

ドとなった危険域は予防と緊急時策を進める、という極めて重要な点でした。

ここで、注意すべき点と、設備故障の防止に利用する形でハザード MAP の利用

を考える上で重要な点は、

（ｲ）自然現象と設備故障は対象が異なるが、物理現象という点で共通点がある。

（ﾛ）目前にある設備が持つリスクは明確化して、見える化させるべきである。

（ﾊ）この対策には、過去トラ（過去のトラブル）や FTA、FMEA と MTBF 面      

で見た弱点を織り込み、（ﾛ）の内容と共にハザード MAP 化した上で、故障

ゼロ生産～設備の高度化へ向けた改善のデータ・ベース（基盤）にすべき、

という内容が、図 4-25 に記載した『設備ハザード MAP』を具体化させ、TPM
に活用して行く活動となります。

当然ここでは総ての設備に対しハザード MAP を示すという紙面が無いため、

図 4-25 は、その要点、また、図 4-26 は新設備の導入や改善・改造の際に、変

化や新たに投入された個所や技術（含む、制御、操作～メンテナンス性や安全

面）を含めて弱点部分を見える化させると同時に、改良や点検・整備などメン

テナンスの重点を明確にして行く対策になります。
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何でもそうですが、ある方向へ人が活動して行く際、MAP＝地図の存在は極

めて重要です。船舶や大洋の航行では、「地図なき航行は彷徨（さ迷いあるくこ

と）である」という言い方をしますが、TPM 活動も同じはずです。「設備ハザ

ード MAP 無くして、的確な故障対策を戦略的に進めることはできない」となる

はずです。故障を繰り返す設備において、設備故障対策で活用するハザード

MAP は、ある意味で、交通事故防止に使われてきた地図に似ています。地図上

に事故の模様と場所をピンと内容を記載した小さなタグで示した表現をするた

めです。しかし、事故防止が進むと、その局面は変化します。交通上で、事故

防止が進むと、ヒヤットを感じた方達から貰った苦情を基に、ピン＋タグで示

して、関係者が知恵を集めてゼロ化の方策を探る対策に移るためですが、設備

ハザード MAP も、突発故障→予防保全→改良保全→保全予防（故障の予知：モ

ニターリング設備を用いた観察～劣化などの予知・予防）に移るためです。

以上が設備ハザード MAP と対策イメージとなるわけですが、では、適用法を

例示させて行くことにします。筆者が最初に製造現場に現場管理者として転

勤・配属された時、200 台もある工場で設備故障に大変に悩まされたことがあり

ました。生産計画を策定しても、変更と対策で無意味になるばかりか、結局、

事後対策に追われた結果、納期遅れや納入不足でお客様にご迷惑をお掛けして

いたためでした。当然、この対策に、保全・修理の皆様はプロとして修理に当

たってこられたわけですが、丸投げの形で対策というのが実情でした。そこで、
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設備故障対策を戦略的に活動願う必要から、筆者が設備管理部門長を受け持ち

ました。同時に、最初は、当時、警視庁で行ってきた地図にピン＋タグで事故

を表現する方式を真似た方式を採用しました。これが、最初に手にした設備ハ

ザード MAP だったわけでしたが、このような図を作成すると、現在、各社で重

視する情報共有が設備故障発生地図で判るようになりました。当然、ここには、

過去トラ（赤色）や、点検・整備などで手間の掛かる内容や、修理に専門家を

要する内容などを黄色でしめしたわけでしたが、設備故障ゼロ対策会議で関係

者の知恵を集め、皆の活動を戦略的に展開していただく題材として大きい役割

を果たしまし、やがて、このハザード MAP が、この工場では、戦略的に設備故

障ゼロ化を進める基盤となりました。

以降、筆者は、この方式を使ってきたわけでしたが、当時、関係者と話した

ことは、「当時、「設備故障との闘いは戦争状態に似ている。どの例でもそうだ

が、例えば、歴史的には、武田信玄が評定会議を行う際、1 枚の地図を基に行っ

ていたが、海外の有名な司令塔では、どのように IT が進化しても、1 枚（ワン

ペーパー）の地図上（または、模型を置いたジオラマ）を用いて、軍を勝利に

導く作戦を展開しているが、この設備ハザード MAP は、それに似ている！・・」

という話しでした。要は、設備故障対策に対する専門家達が必死になっておこ

なってきた故障ゼロ対策が素人とは言っても、頭の中の話しなので、筆者を始

め、製造関係者には判らない。工場を管理する管理者も判らない。したがって、
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的確な指示や調整などができなかったわけでした。しかし、この時、ハザード

MAP を目前にして、関係者がしみじみ語ったこの言に、筆者を含め、皆が「正

に、その通りである」と思ったわけでした。以降、ハザード MAP を紹介する時、

この方の思いを伝えてきましたが、使って見るのと、話しに終わり手を動かさ

ない差は極めて大きい状況でした。

（２）皆様が目前にする個々の設備のハザード MAP 対策

地図には全体図と地方地図があるように、目的によって使いわけることが重

要です。これは、工場全体で管理するハザード MAP と個々の職場で目前にした

生産設備のハザード MAP の区分です。では、図 3-26 を例に個々の職場で目前

にした生産設備のハザード MAP の表現例を紹介することにしたいと思います。

ご覧のように図 3-26 では、ある設備の全体図面を 1 枚準備して（または、構

成と要点を記載したスケルトン）、個別部位に対し、吹き出しの形でその部分の

内容を記載した例です。ここには、例えば、部品や機構の名称と故障などの履

歴、部品交換や、部品の保管位置（資材倉庫などの部品棚の所在：No.）などを

記載した例です。この図面は TPM 活動中、製造現場や現場事務所（時には休憩・

談話室）の壁などに掲げ、現状把握～故障ゼロ対策の作戦を練り、活動状況を

フォローして行くという資料に使ってきた例です。

つぎの図 3-27 はハザード MAP の一部を地方詳細地図（駅前や遊園地や公園
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などで見る、場所を限ったガイド地図）の考え方で、設備そのものに故障時の

対策と記録の所在などを示した例です。これを地図と言うか、故障記録票や故

障対策標準と呼ぶか？は、読者の皆様の職場の文化による判断にお任せするこ

とにして、筆者達が TPM 活動の際、製造現場では、チャレンジマシンを設けて

故障ゼロ達成のモデル（お手本）づくりをする際に用いてきた表現方法のひと

つです。

この例では、既にコピーマシンのメーカーが、例えば、お客様側で紙づまり

時に、復旧を行っていただくために設けた仕組みですが、設備を持つ（運転す

る）側にとっては、対策に便利であり、故障対策を専門家にとっては、故障の

総てに対処しなくても良いので、その時間を重大故障の対策や、設備の改善な

どに使えるといった利点があるため、用いられてきた方法です。故障個所の対

策標準は写真に示した通りですが、故障個所には資料 No.を貼り、別途、先の図

3-26 上に記載する。または、その前に現場で使っている点検簿や、相手番と申

し送りに使うノートに記載する際の資料 No.を例示したものです。

再度の解説で恐縮ですが、このコピーマシンの現場トラブル標準は、かつて、

故障の度に電話で呼び出されていたメーカーのサービス関係者の呼び出しを減

らすために考えられた工夫です。詳細は、（ｲ）これが無いと、頻発するコピー

のトラブルに対してメーカーのサービス関係者の数が足りない。また、対応が

遅くなる。このため、簡単なものは現場（顧客）側で対応可能にした。（ﾛ）現
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場も人に頼らず、問題解決が出来るので、停止時間の無駄が少なくすむ。（ﾊ）

故障の状況はコピーマシン内に設けられたカウンター＋IT で記録しておくので、

次の新設備製作の際にデータを活用して故障ゼロへ持ち込む改善に使うという

方式です。いかがでしょうか？この対策は TPM 教育を軽減化させ、自主保全と

設備に詳しくなる人づくりや、故障などのデータを適宜活用することにより、

故障ゼロ生産を進める。また、手間を極少化して TPM の活動の価値を高める環

境づくりを意味した対策法というように解釈されます。

そこで、筆者達は、この方式の一部を応用して図 3-28 のような方式を使って

きました。この例は、製造現場では、一般に「電気や IT による処理は見えない

ので判らない。故障するとお手上げ、・・・だから嫌い！」という状況が多いよ

うです。事実、筆者の関与した企業でも、電気的トラブル＝現場は逃げるとい

う状況でした。そこで、電気保全スタッフの現場教育を求めたわけでしたが、

ご自身が勉強してきた「電気の基本から判らないと、・・・10 年仕事です」とい

う研修の内容でした。そこで、筆者は「電気は学んできたので、故障対策のや

り方を筆者に教えて欲しい」としました。

具体的な経過は、実機を基に故障時の対策を習いつつ進めたわけでしたが、

故障解析の進め方を探ると、その電気修理のベテランの方の頭の構成が、図の

ようなフローチャートになっていることをつかみました。そこで、コピーマシ

ンのトラブル対策方式を利用して図 3-28 の右側に示したフローチャートをパネ
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ルに示し、PC で必要対処内容を検索して処置して行く方式にしたわけでした。

すると、電気に詳しくない現場関係者でも、目前にした設備の復旧に対し、専

門的な電気の研修をしないでも、トラブル時に、復旧や簡単な対処が出来るよ

うになりました。これは事後談で恐縮ですが、この電気専門スタッフの方は「な

るほど、このフローチャートで手に負えない故障以外は、現場の方で処置でき

る。目前の設備の自主保全とは、このような方式ということが判った」という

反省でした。以降、筆者は、TPM の教育については、次のようにしました。

○設備保全スタッフ：どのような設備でも故障や修理が可能にするため、基

本から応用まで数年かけた教育と経験を必要とする。このため、専門教育が

必要である。

○自主保全に当たる製造現場の方：目前にした設備毎に、ハザード MAP を作

成する。故障対応と故障時の対策標準書などは、必要な時、必要な情報だけ

を必要な場所に必要なだけ提供すればよく、年数をかけた教育が必要か否

か？は、その実施状況を見て判断する。

この種の内容は海外生産における現地指導においても同じです。離職率が高

い海外で、設備保全専門スタッフを多数雇用する対策は大変です。そこで、筆

者が体験してきた図 3-29 の方式を、ご関係者には、是非、お奨めしたいと思い

ます。

では、海外における設備トラブル対策の例を紹介することにします。この例
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は、米国で鋳造機が故障して困った時に行った対策です。対象は、特殊で高度

な鋳造機のメンテナンスには多くのノウハウがある設備でした。また、やっか

いなことに、米国に赴任した技術スタッフが治せないという内容でした。そこ

で、問いただすと「日本では、メーカーが時々きて無料サービスを行ってきた

ため修理の経験が無い」ということが判りました、これでは、故障時にはお手

上げ状態となるのは当たり前です。そこで、そのメーカーの方に先生として来

ていただき、①有償でマニュアルを買う。しかし、②筆者が再度、研修を受け

ながらマニュアルをつくる。③筆者が作りなおしたマニュアルを先生に読んで

いだたきながら修理を行う。④疑問点があれば、⑤聞いて追加する。・・・とい

う対処をしました。全、たった 3 日の技術ノウハウの伝承対策でした。しかし、

この手続きで、筆者達は誰でも、マニュアルを見れば修理は完全に可能となり

ました。そこで、今度は、現地の方に、教えて、彼がマニュアルをつくる。筆

者が読みながら実施してもらう、としました。これで、日本語版と現地版のマ

ニュアルが出来上がったわけでしたが、さらに、コピーマシンのトラブル対策

方式をここに追加して、「必要な時に、必要な検査機器とマニュアルを提供する」

という処置をしたのが、図 3-28 の右下に示した「コントロール兼・修理台車セ

ット」です。その結果、当然とも言うべき、現地の方への教育はほとんど必要

なく出来るようになり、ノウハウ保護も可能になりました。

多くの企業で、自主保全化を進める際、TPM の自主保全の際、電気、機械の

機構、・・油圧などの基礎教育から行う例が多い状況です。しかし、「目前の設

備の自主保全対策に対しては、ハザード MAP の利用と、コピーマシンのトラブ

ル対策方式を発展させて活用することにより、現場関係者の方が、目前に使う

設備専門家の養成に似た研修までは必要が無い例が多いはずです。教育は目的

とアウトプット（対象設備を限定して、何がどの程度までできるか？）を決め

た後、最良のインプット（教育アイテム）を投入すべき」という体験談です。

（３）ハザード MAP に有効な品質機能展開図

最初からお断わりすることになり恐縮ですが、以下、詳細まではここに記載

しないことにさせていただきます（詳細をご覧になりたい方は、既に、URL：
qcd.jp の無料文献サイトに「第 1 期～3 期・TZD 研究会報告書に記載済みなの

で、本書では省略とします」

では、多少、専門的で恐縮ですが、有効な FTA 応用の品質機能系統図を紹介

させていただくことにします。図 3-30 がその構成です。FTA と FMEA を活用

される方達は、その道のベテランのためか？FTA と FMEA の解析と、ここの設

備の全体機構とユニットや部品などの構成と弱点などは頭の中で関連づけてい

るようです。このため、多くの企業で FTA と FMEA が盛んに使われてきて、
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書類の山が出来たわけでした。だが、FTA と FMEA の書類の山づくりを行って

も、その膨大な資料と設備故障（含む、不良）の減とが関与しない例を、筆者

達は、多数見てきました。そこで、FTA と FMEA に代わるが有効な TZD 研究

会が開発し、故障ゼロ対策にも成果を挙げてきた『品質機能展開図』について

解説させていただくことにします。

まず、『品質機能展開図』を誕生させた由来ですが、TZD 研究会の委員の中に

カメラを製造販売する企業の方の参画がありました。研究会で整理した事実分

析を利用し、三現主義による対策で研究会メンバーが持ってこられたテーマの

不良ゼロ化は次々と具体化していったわけでしたが、最終的に、カメラの焦点

を的確化する機構を持つ製品の不良対策の検討が残りました。この方達は当然、

FTA と FMEA の権威者です。「しかし、不良は減らない！」という話しでした。

そこで、筆者達が問い詰めて行くと「どうも、新製品研究開発者の頭の中には、

不良ゼロにさせない構図があるようである」という言だったため、「インタビュ

ーしてその実態を探ろう」ということになりまでした。この方の言では、「優秀

な設計者には、設備全体の構成があり、ゼロ化の要点と評価技術と基準は○○

である。・・」ということでした。さらに、「全体最適には、その下に各ユニッ

トがそれぞれ役割を持つ、・・評価基準は○○です」ということだったので、そ

の内容をお聞きしたわけでいた。当然、「極秘ですよ！」という約束でしたが、

確認の後、絵で全体と個々の部品の関連を説明いただいたいているうちに、我々

素人は気づきました。同時に、この優秀な設計者が話した内容をまとめたのが、
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先の図 3-30 となりました。この図は、重要ユニットと部品、・・と、図 3-30 に

示した模式図の左から右へ行くわけですが、品質機能要求を上から下へ展開す

るという構成だったわけでした。この図を使い、故障や不良ゼロ化の設備化を

進めるには、最終的に、過去トラなどでの突合せが必要です。だが、このよう

な構成に全体と個々の重要ユニットの関係を図にする。次に、重要ユニットと、

その下にある重要部品の関係を図にする、・・・として作成すると、全体と個々

の内容が関連づけられて見える化します。また、この図は FTA＋FMEA＋原理

図化法となるため、我々は、この図に『品質機能展開図』と名付けました。以

降、筆者を始め、作成者達が、この図化法で目前の設備を解析してきたわけで

したが、故障データなどを突き合わせると、個々の設備の弱点や故障のメカニ

ズムまでが極めて明快に解るという状況が続いています。

「詳細は個々の設備で、・・」ということになるわけですが、その後、この会

社は、『品質機能展開図』を中国へ持っていって使いました。すると使ったとた

んに、製品不良のゼロ化を実現させました。その理由は、製造現場における限

界が設計側に解ると、設計面で改善する。逆に、設計～製作上、極めて高い技

能が必要なところは、資格を定め、資格者への技能給与を配慮して組立を願

う、・・・といった対策を進めたためでした。

さらに、この手法を応用したメーカーでは、ライバルとの違いが図と評価内

容で明確化したため、製品改良が進み、ライバル以上の製品評価につながった

ため、大きくシェアーを伸ばしたという例もでました。また、医薬用の製品を

製造するメーカーでは、「大規模自動製造ライン設備に『品質機能展開図』を適

用した結果、不良と故障をゼロ化させていった」といった事例を出しました。

問題や構成、故障原理の見せる化は、解る化を進め、出来る化～故障ゼロを出

来た化へ持ち込む好例と考えます。
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第 4章 故障を出さない対策へ向けて

TPM活動は、突発故障対策の後に予防保全に進む対策でなく、人の健康管理

のように、問題の早期発見対策により、最初から大病を予防する策として展開

すべきです。では、このような視点に立ち、TPM 応用技術である設備 KYT の

説明から対策の要点を紹介して行くことにします。

４－１ 設備 KYT：ハインリッヒの原則の実務活用

（１）設備 KYTに必要なハインリッヒの原則

故障ゼロ対策に重要な点は、問題の予兆がある時に対策して大事に至らせな

いと対処です。また、この考えを実行して行く時、図 4-1 を基本とした対処が

重要になり、ここに、ハインリッヒ氏が提唱した「30 件のヒヤットの一つがや

がて故障という事象となる」という原理の利用（実務展開）を重視すべきです。

ハインリッヒの原則は米国の保険会社の技術・調査部長だったハインリッヒ

氏が事故調査を進めた結果得た原則です（1929年に論文発表した内容が広く使

われました）。内容は、重大災害 1件：29件の軽微な事故：300件のヒヤリハッ

トという構成を示し、軽微な事故 30件の 1件が、問題として顕在化して重大災

害となるという調査結果だったわけでしたが、人が被る重大災害と同じく、設

備故障の発生も似た形になるため、本書では、図に示したヒヤット部の早期発

見～対策をベースに、設備故障の予防に使います。
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（２）設備診断時に行う『設備 KYT』の進め方

人がケガをしないため、安全対策では、ハインリッヒの原則を利用して KYT：
危険予知訓練を進めてきました。そこで、以下、KYT を設備に適用する方式を

解説します。では、ここから、筆者の体験談に移ります。筆者がまだ、企業在

勤の時代、ある機械を多く使う製造現場へ配属となり、設備故障ゼロ対策を進

めたことがありました。当時、設備故障が経営上の問題だったわけでしたが、

残念ながら、まだ「設備は故障した時に早急に復旧する」という体制でした。

また、「製造現場関係者は、それほど設備に詳しくなく、設備故障は専門家でな

いと治せない」と思っていました。このため、製造現場だけでなく、工場の管

理者も「設備保全に頼る形態で、設備保全部門が大変な苦労をしながら、早期

復旧～生産開始に努力していました。しかし、故障は多く、筆者は、「設備の故

障で設備も生産～原価や納期対策面でも悲鳴をあげている状況を皆に報せる必

要がある。従業員の安全の保護対策には KYTがある。第一、小さいケガでもし

ようものなら労働組合が黙っていない。だが、設備は口がきけない。組合のよ

うに声を挙げてくれる人がいない。それなら、私が設備の組合長になる！」と

発言、設備故障の実態を大きな看板に示して、TPM活動を進めました。看板は、

皆が通る通路に掲げて、設備名を縦軸、横軸に時間、これで構成したマトリッ

クス上に修理伝票を貼るという簡単な様式でした。ここに、突発故障は赤色、

予防保全は黄色、改良保全は青色として、損失コストと共に示しただけでした。

だが、故障に対する状況や損失状況、さらには、保全・修理部門の活動までを

見える化したため、故障ゼロ生産活動が急速に進みました。このような活動を

始めると、やがて、筆者が仕掛けたかのように、製造現場関係者達から、「KYT
と同じように、予知・予防を進めるべきである！」という声があがりました。

そこで、図 4-2 の『設備 KYT』を作成し、予防保全を進めた結果、故障ゼロの

達成から維持へ進み、「設備に詳しい人づくり」が進みました（この状況は先の

図 2-11で紹介）。

図 4-2 は設備 KYT の一例です。では、その時に行った設備 KYT の運用の一

例を紹介することにします。この例は給油対策です。『問題探し』というクイズ

形式で進めます。具体的な展開は、図を示し、説明無しで、グループに討論願

います。このグループ討論の後、Q＆A方式で PMポイントを解説します。最初

から説明して聴講する方式は、正解が早く手に入るという効果は早いかも知れ

ません。だが、その種の方式では、発見能力を高めたり、自分で考えた答えが

果たして正しいか否かを知ったり、正解を得た時に感激と印象を深くするとい

う効果は薄くなります。このため、図 4-2 の左側に記載した設問の理解だけで

研修は修了させません。得た知識はすぐ製造現場で使うことが改善を進めるこ

とが重要になるからです。
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「鉄は熱いうちに打て」という教えに従い、グループ員が得たポイントはメ

モ願い、すぐに製造現場へ出て対象設備の点検を行い、問題点と対策を練って

いただきます。このように、設備 KYT方式では、①問題発見能力を高める。②

得た、正しい見方と対策法を現場、現物で使う。③故障ゼロ対策に設備 KYTを
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実務活用して、故障が起きそうな要因を「点検は問題の清掃なり」という、言

葉通りの活動を進め、設備の弱点部の改善を加えて、故障ゼロ生産の具体化に

努力を願います。図 4-3も振動する設備の設備 KYTですが、これも、図 4-2と

同じ扱いで進めます（この種の方式は 6 種類ほどあり、OnDeCo シリーズ 8 の

「設備故障ゼロ対策」で紹介中です。さらなる知識がご必要の際にご利用願え

ると幸いです。音声による説明と資料入手が出来ます）。

（３）ご参考に願いたい設備 KYTから派生した対策

TPM では、「清掃は点検なり」という注意が重視されてきました。この解釈

を筆者は、「点検は設備に関与する健康上の問題の清掃である」と解釈して使っ

てきました。要は、①設備の構成や弱点と故障メカニズムを知って、問題発見

技術を高める。②現場で設備を目前にして問題の予知をする。③時には、その

道の専門家の知見を学び、故障を防ぐメカニズム改善の領域まで踏み込むとい

うことが「設備に強い人づくり」となるという理解と活動です。では、このよ

うな考えと行動で進めてきた中から取り組みと、そこで得た一例を紹介するこ

とにします。

表 4-1 は共通的に多くの設備で活用が盛んな、ベアリング、スライドする金

属が関与する摺動部と、リミットスイッチの故障です。この種の部品や機構は

相互に類似しています。例えば、ベアリングは中に入っている鋼球がすり減る

と振動が大きくなる、やがて、ガタが出てくるといった事象が発生します。ま

た、メタルタッチ式のベアリングより鋼球式の方が寿命は長い。しかも、クラ

スが高くなるほど寿命は長く、作動もスムーズ、さらに、含浸のものは、作動

して温度があがってくると鋼球の中から油がしみ出てくるので、給油に関する

問題が少なく寿命は長くなる、といった事象です。ベアリングの場合、メーカ

ーより提示されているので、定期交換を確実に行えば、突発故障が起きる頻度

を大幅に減らすことが出来ます。このように、類似の構成は類似のトラブルと

対策が選定できるので、設備点検時には、必ず、この内容をチェックすべきで

す。以下、表 4-1 には、摺動部、リミットスイッチに対する対策を例示しまし

たが、「項目と故障内容カード」の欄に示したように、寿命が短いものや故障の

多いものから少ない順に並べることにより、どのようなアクションを取るべき

かを決めることができます。

次の図 4-4 は、住本科学製のネフロン（商品名）です。筆者とネフロンとの

出会いは 1980年代のオイルショックの時でした。以来、企業に紹介して大変に

感謝されてきた方式です。図の右上の左上図のように、一般のフィルターでは、

1 枚の布のような膜を油などの液が通過する過程で目の大きさに応じた混入物

を除去する方式です。
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これに対し、ネフロンは図 4-4 の右上の図のように、円盤状の丸い和紙の真

ん中に穴が空いている和紙を層状に積み重ね、中に適度の圧を加えた状態で、

外円から真ん中の穴の法へ液を浸透させながら浄化します。この構成は、和紙

の間がクサビ状になった構造を広い方から狭い方に液が浸透して行くという方
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式なので、クサビ状の開口部に大きな混入物があると、次には、それがフィル

ターの役目をします。ネフロンの開発者である住本氏によると「このような構

成で液を濾す内容は人の胚の構造に似ている」とのことでした。

1980年のオイルショック時までに、ネフロンは数年タンカーの作動油の浄化

に使われていました。当時、安価なフィルターの交換だけでオイル交換なし、

タンカーは油を海に投げ捨てることができなかったため、いち早く採用したそ

うです。また、このニュースを見て建設機械にも利用が広まりました。このよ

うな話しを、筆者は、日立金属㈱の環境担当をしていた今村氏から教わったわ

けでしたが、その後、筆者が工場配属となった時、工場で強制劣化が問題にな

る設備を目前にして、今村氏の話を思いだしました。そこで、早速、ネフロン

を付けると、故障ゼロ生産を具体化させ、「大ホームラン」という評価をいただ

きました。

最近、この構造を真似した、似て比なる、逆洗浄方式に出会いました。銅材

の圧延材に傷がつく問題の対策支援にいった時の話しです。フィルター寿命延

長のためか？定時逆噴射方式でした。このため、フィルターに穴が空き、銅の

粉末が通過してしまい、圧延ロールに銅の粉末がプリントされた結果、製品不

良の原因となっていました。何と、不良損金は 2,000 万円/月でした。だが、ネ

フロンの費用はたった数千円/月程度です。そこで、早速、ネフロン式に切り替

えた結果、不良問題はゼロ化しました。

その後、圧延設備のベアリングでも似た例を体験しました。ここでは、熱延

ロールで加熱した板や線材を圧延する職場では冷却のため、ミストをかけなが

らの作業でした。このため、どのようなシールをしてもベアリングにはゴミが

入ります（ベアリングに対し、冷却と潤滑を兼ねた油を循環する方式でした）。

ここでもネフロンを使ったわけでしたが、作動中に総ての油をネフロン経由と

いう方式は理想的ですが、構造上で無理でした。そこで、通過タンクを 2 個設

け、一定時間作動したらタンクを切り替えて、ネフロンでゆっくり洗浄する。

洗浄完了と同時に作動油の活動を方式の適用を願いました。すると、ベアリン

グ寿命は数 10倍、ベアリング劣化による突発故障や製品寸法のバラツキも無く

なくなるという快挙を得ました。

以上、この体験談は、液が汚れ強制劣化が関与して部品寿命の低下から設備

故障を頻発する対策の例です。要は、表 4-1に示した方式を使い、「類似部品に

は類似の故障構造と特性がある」という分析と共に、「同じ機能や構成を持つ設

備ならば、MTBF（故障から故障の間隔：寿命や障害など）の少ないものを選

定する」という対策を進める例を体験談と共に紹介した次第です。



102

（４）マシン・チェッカーの利用による設備 KYT対策

皆様が受けられる健康診断では、既に、科学的手法を使い「早期発見、早期

対策」が図られています。これと同様、設備保全も、勘と経験によるだけの対

処では全問題をカバーして行くには難が多い状況です。このため、筆者は設備

診断に対し、まだマシン・チェッカーが今ほど安価で普及していない時にも、

図 4-5に示した、同じ原理を持つ振動計を使って故障診断を行ってきました。

この方法の場合、ベアリングを例にとると、ベアリング内にある鋼球が劣化

してくるとすべり、玉の数が多くなったような挙動に変化する現象がつかめま

す。要は、振動数が増加し、ある段階を超えると故障の突発故障になるという

物理現象です。科学機器を使った設備診断法は振動計の利用だけではありませ

ん。これ以外の手法として、例えば現在、部品などが破壊する前に音を出す現

象（専門用語では、アコーステック・エミッション）や、簡単なものでは温度

や液量の変化をセンサーで検知して異常を早く知って対策を進めるという方式、

更には、膨張の具合や過電流などの状況を掴んで早期対策を進める方式などが

あります。皆様の必要に応じて、専門家にご相談され、選択をお願いします。

（５）設備の異常を早期に発見するための点検（保全）対策

ある健康診断の番組で、「放っておくと大変なことになりますよ！・・・」と

いう注意がありました。これと似た形で、設備も故障する前に、異常となりそ
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うな余波を検知する対策が故障ゼロ対策に必要です。早期発見～早期対策です。

このため、TPMでは設備保全対策活動の一部に、表 4-2に示したように、多く

の点検記録が使われてきました。

さらに、この運用は、過去、表 4-3 に示したような構成で規定化され、設備

管理（保全）部門を中心に製造現場とタッグを組む形で運用されてきました。
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だが、時に、この種の設備記録システムを守ることが仕事となり、何も考えず、

続けるだけの仕事にしてしまう例があります。しかし、このような使い方では

故障ゼロ生産の維持や人材育成は進みません。そこで、表 4-4 と共に、「常に、

目的の明確化と人材育成（設備に強い人づくり）を通した運用を図るべき」と

いうことになります。この対策のためには、まず、設備 KYTの実務による故障

のムダを減らす対策に加え、「記録を使って行く活動を図る対策を進めるべき」

となり、ついで、先に紹介した、設備故障が起きやすい個所をハザードMAP化

させて管理して行く方式で進めるべきです。

以上、表 4-3や 4-4は、どこの企業でも行ってきた極めて当たり前の保全記録

システムです。しかし、ここに記載したような「血が通った運用が無ければ、

この種の故障記録システムは故障・不良ゼロの助けにはならない」という注意

を記載しました。

４－２ 故障ゼロへ向けた点検作業（業務）の監査

極めて単純、また、基本的な疑問に、「設備保全対策になぜ、記録を取るので

あろうか？」という質問があります。読者の皆様の中に、「なぜ、そのような下

らない質問をするのか？」と、疑問をいだかれる方が多いと思います。だが、「果

たして故障低減から、異常の早期発見、さらには、設備のさらなる向上へ向け

た弱点の改良であるという使い方をされていますか？」とお聞きすると、その
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例は意外に少ない状況になる例がありためです。多分、ご相談や支援が必要な

企業や、研修会などにおいでの企業の皆様にこのような視点が少なく「昔から

記録を取ることが仕事になっていたため。・・・」とか、「上司の命令と会社の

制度でやることが決まっている。仕事の一つだから。・・」という例、更に問題

な例の中には、「設備故障と記録の関連が何もなく、点検簿をつけることが、仕

事をしているという評価や、問題発生時の証明（アリバイづくり）に有効、要

は、自己防衛のため」という行為が関与してきたようです。今も、新聞を騒が

す事故などがあると、この種の報告がなされる例が多い状況ですが、この種の

例を見る度に「わざわざ手間を掛けて書類を作るのであれば、それだけの価値

を生むべきではないか？」という疑問が沸きます。そこで、以下、そのような

視点で、点検と点検記録や点検簿の見直しを進めることにします。

（１）設備故障ゼロ対策へ向けた戦略と記録保持

再度の繰り返しての解説で恐縮ですが、TPMでは「点検は清掃なり」という

行動が重視されてきました。この意味は、３つあるように思います。そこで、

図 4-6と共に、点検簿活用意義を見直して行くことにします。

図 4-6 を基に考えると、点検簿活用の意義は、つぎのようになるはずです。

①ハインリッヒの原則を利用した問題を起こしそうな個所の発見。②既に、設

備が高度に改良され、故障ゼロであれば、点検の在り方を日々から週、さらに
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は、年次点検へ持ち込み、点検項目を減らすと同時に、多忙な生産の中で、よ

り的確な点検を緻密に行う対策。そして、③これらの活動と共に、設備の弱点

を発掘して世に見られないレベルの精度やスピードで設備生産性向上を図ると

いう使い方です。要は、清掃とは、理想（一流）の状況から現状を見て、理想

－現状＝改善ギャップの見方で改善を進める方式です。

1993 年頃、根来産業がここまでの解説を的確に証明する実例を示しました。

その状況は図 4-7 に示した通りですが、まだ、リサイクル対策が現在のように

研究されていなかった時代、しかも、「リサイクルは儲からない」ということで、

各社が手掛けなかった頃に、根来産業は儲かるリサイクル産業の事例を示した

ことで注目されました。

ここには多くの取り組みがあったわけでしたが、当時の根来社長のお話しで

は、材料から高級カーペット仕上げまでを一貫して扱うという付加価値率の高

い生産環境でしたが、ここでは、廃ペットボトルをコンビニやスーパーで無料

回収する（その後、デポジット化）。再生糸に直接色素を混入することにより外

注していた染色工程を省略するといった対策（総て特許取得）を行い、当時、

6,000 回転/分の糸巻機を、何と、30,000 回転/分という改良を加えていました。

これが、当時、十分に利益が出る生産体制を確立していた理由です。このよう

な快挙に対し、根来社長は「私は現場の設備の研究が好きです。現場と話し、1
歩づつ改良していった結果です」という印象的なお話しがあり、この取り組み

は、購入した設備を単にカタログ通り使うのではなく、戦略的に理想状態に近
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づけて行く努力を証明した一例でした。

設備の老朽化を訴えるより、戦略を持ち点検整備～改善を加える努力はその

後も多くの事例ありました。2014年、不幸なことでしたが、大坂吹田市のエキ

スポランドで女性の方がミンチ状況になり死亡する、という衝撃的な事故があ

りました。しかし、この時、図 4-8 に紹介する浅草の花屋敷では、国内最古と

いうジェットコースターを稼働も見直しを進めました。流石は長年安全を確保

する努力を絶やさなかったプロ達の活動です。図のように、「充実した設備点検

表と共に、徹底的に設備の見直しを開始した」という努力です。また、その結

果、従来に増して安全対策を進める努力が逆に設備信頼性を増し、顧客の増加

を招いた、という例です。設備の利用は、製造設備に限りません。安全を直接

商売にする遊園地やデズニーランドのようなところでは、経営戦略上、点検整

備をレベルアップするという地道な努力が裏舞台で行われてきたからです。

企業間競争の高まる中、設備の改良を常に強力に進めることが製品競争力そ

のものになっている例は、乗用車、航空機、・・・PC やコピーマシンの世界で

見る通りです。コピーマシンの例では ITも搭載されているということも関与し、

トラブルなどの記録を内臓された ITで行う。この記録を客先などから回収して、

点検簿を活用した新機種への改良へ役立てるといった対策で、我々が目前にす

る進化となり、故障が少ない新機種の登場を実現させてきました。この形態に

似た取り組みは、製造現場における加工設備にも多く見られます。これに似た
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形で、図 4-9は加工設備の進化を戦略的に行ってきた経過です。

製造業においては、設備点検簿を単に習慣という形で、戦略を持たず、単に

メーカーから「故障をしないように、兆しを早くつかみメンテナンスして下さ

い」というお決まりの行動ではなく、「たとえ、古い設備であっても、自社で設

備を育て他社をしのぐ物づくりを進める」という局面と共に、「設備に強い人づ

くり」を進めるべきです。

（２）故障防止と設備の仕様レベル向上に必要な、点検簿の点検

次ページの設問は、筆者が TPM の研修や企業指導の時に使ってきた演習問

題です。このモデルは、ある書店で「効果的な TPM推進に有効な製造設備の点

検簿」ということで紹介されていたものでした。実務者なら、いくら「ワンペ

ーパーでコンパクト、記載用紙の有効化になっています」といううたい文句で

あっても、疑問です。「皆様はどこが問題と考えますか？」ということで、ここ

までの内容を参考に『点検簿の点検』をお願いします。
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点検簿を戦略的に使う前に、この種の『好ましくない点検簿』は徹底改善が必

要です。その解は下のようになるわけですが、この解析から判ることは、

   

「単なる復旧の繰り返しで、点検簿があっても故障を許す方式であり、設備の

故障防止だけでなく、設備のレベル向上に何も貢献しない点検簿である」とい
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う点です。しかし、今も、この種の点検簿の改良を早急に進めるべき企業相談

が時々あります。

先般も、1人 6台もの自動機を使う電気部品の製造ラインの改善がありました。

ここでは、「36項目もの点検を点検簿に付けて対策してきたが故障対策に悩まさ

れている」という要請で支援した例でしたが、死亡診断書に当たる故障統計を

紹介してその苦心談の解説の後、お決まりともいうべき現場見学となりました。

すると、目前でチョコ停が次々と起きました。作業者の皆様は設備が止まると

早急に復旧を繰り返す状況でした。問題は材料のつまりだったり、センサーの

不具合だったり、設備の異常な作動だったりといったトラブルです。この企業

では、「総て、故障内容は記録します」というこの会社の紹介だったわけでした

が、そのような様子は全くありません。そこで、手があいた作業者の方に「記

録はまとめて後で取るようですね！」と言うと、「そうです」と話されたので、

「総ての記録を覚えるのは大変でしょうね！」と言うと、「生産のノルマがある

ので、故障の理由は？生産量とサイクルタイムを計算して停止時間と設備停止

カウンターを見て適当に割り振ります。・・・」とのことでした。これは、私を

信頼願っての答えだったわけでしたが、先ほど故障の統計を説明した方が近く

にいなかったことや、作業者の名前を明かさないことを約束したことなどが本

音の話しになったようです。これでは、後生大事に扱っていた記録は、故障の

解析統計？は無意味です。故障記録より重要なことは、製造現場の皆様はチョ

コ停の原因究明～原因の除去ができない状態で生産しているためです。そこで、

「技術スタッフの皆さんが、統計をまとめて事務所で資料づくりや討論するよ

り、同じ手間と努力を注ぐのであれば、故障対策に回るべきである」としまし

た。すると、新任の工場長が、この話に危機感を示し、再度、全員を職場に連

れて行き、故障停止に対し、原因を示して、1件づつ、担当者を決め、対策を願

う方式となりました。その後、工場長命令という形で「技術者は記述者になる

な！1問題－1原因－対策方式で設備停止の原因除去を進めなさい。ゼロ化する

まで、技術者の部屋はクローズする」という命令を出され、この相談・指導会

は終了しました。

その 3週間の後、この会社の工場長からご丁寧なメールが届き、「ありがとう

ございます。故障ゼロになりました。今回、故障対策を進めて来た設備スタッ

フの頭の中と行動、そして、点検簿に故障が見つかったことは価値あるご指導

だったと考えます。・・・」という内容でした。この種の例は、今も、多い相談

ですが、「技術者の皆様がどのようにきれいなデータや図化を図っても、故障の

原因除去を進めなければ無意味である」という事例です。また、読者の皆様に

は、是非、ここまで解説してきた内容をベースに、点検簿の活用の見直しと、

設備改善～向上対策の活動を願うわけですが、同時に、筆者が、過去進めた、
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下に記載した表 4－5のような戦略的な展開を願う次第です。

（３）設備に強いひとづくりへ向けて

ITが進化し、どのように優秀な設備があっても、人の存在なしに設備の進化

はありません。このため、TPMでは「設備に強い人づくり」を重視してきまし

た。だが、ここで重要な点は、目前にある設備を管理運営しながら、知識や視

野を広げ、応用を図る環境で仕事を進めてゆくべき対処をすべきです。そうし

ないと、研修過剰に陥る危険が生じます。現場作業者の皆様の本業は物づくり

です。TPM 活動は、その内容に直結していなければ効果が出ません。そこで、

以降も、このような条件を基に、製造を行う実務者と設備関連専門スタッフの

協業（コラボレーション）を柱として、自主保全を中心にした人づくりと、異

常の早期発見～作業現場の皆様が手を及ぼす範囲で行う設備関連の知識と改善

力向上について解説することにします。

では、早速、「自主保全に関与する人づくり」について関連事項を紹介させて

いただくことにします。図 4-11は自主保全を中心にした習得事項とチェック内

容を図化したものです。各社が行う設備保全の目的には多くの事項があるよう

です。しかし、研修や自己育成はアウトプットである「何のために行うか？」

を数値目標と共に定めた後、効果的な教育メニューを整のえて、目的に合わせ

た有効なインプットとなる内容を見に付けるべきです。では、図 4-11について

解説を加えることにします。図の左端の要件は自主保全に取り組む際のアウト

プットに関するチェックポイント、右側はそのために必要な要件を選定願うイ
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ンプットです。

この図を活用する時の要点は、まず、設備を指定して、取るべき行動と必要

条件をウエイトづけします。その後、次のような視点で図 4-11を横に置き対策

内容検討します。①設備の弱点を習い、自主保全を進める時に役立つ資料整備

の準備を図る（関係者間で使えるマニュアルづくりや標準化などを進める）。②

点検簿などに示して設備保全に役立てる。③見える化などの手法と共に、異常

発見を早める対象を明確にして、異常に至る前に手を打つ内容を解り易くしめ

す。④製造現場実務者としては理解が難しい個所や内容は、専門的スタッフや

設備関連スタッフの力を借りて学ぶ。同時に、将来の設備改善（バージョンア

ップ）時にデザイン・インの備えをする。⑤その他、設備に強い人づくりから

得た知識を利用して、工場における改善班などの部隊に参画して、各種の設備

改善やローコスト自動化プロジェクトに参画する。さらには、⑥設備専門スタ

ッフとして才能を伸ばし、その種の仕事を担う、といった内容に合わせてウエ

イトづけして、必要に応じて技術や技能修得に努力願う。・・・という取り組み

です。なお、人材育成に当たっては、野球やサッカーに見るように、全員が 4
番バッターやキーパーになる対策は無意味です。各人の特質に合せたポジショ

ンを決め、相互に保管しあいながら職場のチーム力を高めるという考えで、設

備に関する対策を分担すべきです。

以上、目前の設備を対象にした人づくりを説明しましたが、故障・不良ゼロ

生産を目的に設備に強い人づくりを行う際、図 4-12 と図 4-13 のチェックを平
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行してご検討いただくと効果は増大します。

  

なお、もし、ここで、目前の設備と人づくりに対策すべき問題や課題がある場

合、皆様が技術・技能伝承や資格取得に使ってきた図化法を利用して、問題と

なり事例と対象技術を縦軸に、対策技術を横軸にしたマトリックスを作り、そ

の中に、誰が何をどの程度学び対処すべきか？を整理して実力向上に役立てる
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方式を適用する対策をお奨めします。

以上、総て、「人材育成（教育）はアウトプットに合せて」となるわけですが、

筆者が、過去、行ってきた PM研修の例（様式）を図 4-14に示しました。

さらに、自主保全には予備部品の管理など、周辺環境の整備が必要になるため、

次に示した予備部品管理面でもチェック願えると幸いです（解説は省略）。
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（４）「設備に強い人づくり」を先進企業の例に学ぶ

TPM の歴史は長く多くの企業で先進的な取り組みが進み、今まで、お手本に

なる活動や成果が多々紹介されてきました。そこで、その中から、筆者達が参

考にしてきた例を紹介させていただくことにします。当然ですが、設備が存在

しない職場（事務所や組み立てなどの職場）に、ここまで本書に記載してきた

TPM対策は不向きです。では、設備生産を業とする化学・装置系の産業を例に、

まず、潜在化しがちな問題を例示することにします。先般、ある企業をお訪ね

した時、装置の爆発事故のお話しをお聞きした時、「長年、何も無かったので、・・・」

ということでした。幸い、ケガ人が出なかったので「良かった」わけでしたが、

不良・故障ゼロ対策の前に安全対策の見直しの必要性を痛感した次第です。「う

ちでは技術伝承問題がありまして、・・・」というお話しもありました。この問

題は、正に、図 4-15に示したような問題だったので、ここでは、「TPMの活動

を基本から見直し中です」というお話しをされていました。

図 4-15 は装置系産業でお仕事をされる実務者の皆様の本業を示した内容で

す。また、設備異常を検知する対策は、先に紹介したように、机に座り議論し

たり、PCでデータを整理したり、点検簿を整理したりする前に行うべき対処と

なります。また、この種の基盤の基で、ここまで解説してきた TPM活動を上乗

せした「設備に強い人づくり」を図るべきです。では、このような「極めて当

たり前というべき事項を先進企業では、どのように進めてきたか？」という事
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例紹介に入ることにします。

図 4-16は高田工業メンテナンスセンターが紹介した内容です。平成 5年から

設備に強い人づくりを系統的に進めてきた」という例ですが、ここまで解説し

てきた内容を地で行く取り組みですが、ここまでに紹介してきた大半の内容が

網羅されているように思います。
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もう一例、図 4-17に示した花王の例も、ここまで解説してきた内容を如実に

示し、お手本とすべき事例であるため、ここに紹介しました（解説は省略）。
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第 5 章 設備生産のダントツ化へ向けて

故障・不良ゼロ生産を基盤に、更なる設備改善を進めることは、夢ある意味

で TPM の新たな展開方向のひとつです。この方向にはいくつかあるわけですが、

本書のまとめという形で、筆者の体験と企業支援の内容と共に、先進企業の取

り組みから学んだことを紹介させていただくことにします。

５－１ ローコスト・アプローチによるノウハウ集約設備づくり

筆者の体験では、TPM 活動を通じて「設備に詳しい人づくり」を進めて行く

と、製造現場の皆様が各種設備改善に対する提案や新規設備導入の際に行う DR
（Design Review）仕事や、現場改善提案などを受け、簡単な現場の設備を製作

する中で、簡単なロボット製作まで行うレベルに成長する例がありました。そ

こで、以下、「TPM の発展の在り方のひとつ」の道という形で、ローコスト自

動化対策と、その進め方を紹介して行くことにします。

（１）手づくり自動化の意義と時代の要請

少子高齢化と国際競争力が益々激化して行く時代、日本で物づくりを進める

上で自動化の重要性は益々その重要性が増してきました。図 5-1 は、そのよう

な自動化の有用性をまとめた例ですが、以下、現場の方が関与するローコスト

自動化への取り組みについて紹介することにします。

1980 年代、中国を始めとして、多くの企業が、安い人件費を求めて海外生産

を目指した時がありました。しかし、この対策も、やがて高騰する人件費が収

益を圧迫する。離職率の高い状況での生産環境でノウハウ流出のために、離職

した方々が集まって作った会社がライバルとなり市場を奪われる問題や、現地

支援に国内から多くの人材を割くが長期滞在になった結果、国内の強化だけで

なく、空洞化問題が深刻化する。・・・といった問題が発生して、撤退を余儀な

くされる例が多発する状況になりました。このため、国内生産では、24 時間動

く設備化と、少子高齢化問題の対策を併せ持った形でノウハウの自動化対策を

進める企業が多い状況です。幸い、ここに IT を始めとする各種革新技術の適用

開発が進んだことは、この取り組みに拍車をかけました。特に、食品工場など

を例に取ると、焼き鳥の串ざし、弁当に入れるシャケの切り身の均一カット、

サバやイカ・ソーメンづくり、ウナギをさばく自動化からスシ・ロボット、ま

で自動化を進めてきましたが、この種の設備は、かつて、何年も修行を重ねな

いと製品化できなかった技量を立派にこなして活用中です。以上、TPM を発展

させる道に、「設備に強い人づくり」が大きく関与する領域が進展している状況

を紹介しました。
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（２）ローコスト自動化の手順（概要）

本書で解説させていただく自動化は、図 5-2 の左側の外部の整備を製作販売

する専門メーカーの対応ではなく、右側の手づくり設備が対象としました。こ

の展開は、ここまで解説してきた TPM 活動の中で培ってきた「設備に強い人づ

くり」を進展させ、IE（Industrial Engineering ）手法による作業手順の分析
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や VE（Value Engineering）を用いたアイデアを駆使して、作業ノウハウを LCA
（Low Cost Automation）化して行く取り組みです。

「人の成長と力量向上は限界が無い」という方がおられますが、事実、筆者

は、取り組む対象によっては、現場作業ノウハウの LCA 化の効果において、多

この面で多くの体験をしてきました。表 5-1 はその種の一例です。この対象は

電子部品の組立自動機だったわけでしたが、現場出身、TPM 活動で力を付けた

方 3 名が、将来の生産性向上を担い、改善班という形で専従され、製作した設

備と、その時、並行して外部見積もりした内容を比較すると、その有用性の高

さ示した一例です。手づくり設備の場合（図 5-2 の右に示した手順）、まず、作

業者の動作分析を解析して、動作を安価な設備や方式に置き換えて行くという

手順で進めます。その詳細は図 5-3 のようになるわけですが、実力に応じて進

め、継ぎ足し方式で自動化比率を高めます。なお、ここに、テーマの選定はひ

と工夫必要ですが、これさえ的確に行えば、「学びながら、考え、試しながらの

自動化製作」はスムーズな展開になるはずです。自動機の製作時には、主体的

に作業をしてきた方が現場の方達の立場で製作に当たるわけですが、時間的に

はある程度の余裕を設けて進めます。さらに、失敗しても生産ラインとは外れ

たところで製作するので生産に影響を与えない環境で行います。しかし、ここ

に、知恵を尽くして、身の周りにある安価な道具や機材を使う。・・・さらに、

現場の実務者が作業ノウハウを緻密に解析することにより、外部の技術者がも
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のすごく高度な技術を駆使した設備製作よりはるかに安価な製作にチャレンジ

するという内容が、今回紹介する方式です。

   

  
【注釈】ローコスト自動化に関する詳細は URL：qcd.jp では「IE 実践マニュ

アル（無料配信）や、OnDeCo シリーズ No.14（会員の方のみご覧

になれます）に、既に詳細に紹介済です。
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では、早速、ここでは図 5-4 を例に、即、図 5-2 と 5-3 を実務展開した事例を

紹介することにします。

  

この例はセンターレス・グラインダーなどの装置にバー材を提供する作業を

自動化した例です。図では、改善前の現場の実情まではとてもお伝えできない

状況ですが、繊細な加工をする設備へ 4m もあるバー材を時々提供する仕事は

大変な重労働です。加えて、いちいち手袋を装着して設備の裏側まで移動する。

作業着に油などが着く、・・・といった 3K（きつい、きたない、危険）作業で

した。このため、この対策に困る実務者が改善班となり、対策に立ち上がった

わけでした。設備化を実現させた要点は、図 5-4 に示したように、作業手順を

工程分析する。さらに、動作に対する VE 分析を行い、仕事の機能（要点）を、

①大束から言葉を分離する。②小束を整列させるという 2 つに分けて、知恵を

集中した点にありました。このプロジェクトでは、対策案実現まで、特許まで

を含め、多くの文献調査を進めました。このような取り組みの結果、図 5-5 の

上図に示したように、最適案を抽出、現場の改善班の皆様が手づくりで実験可

能な設備を作る対策に入ることはできました。実験設備は実際に使う設備とほ

ぼ同じ大きさのモデルを工場の空き地に作りました。廃材利用の手動で実験す

る方式したが、図の上部に○で囲んだように、①大束から言葉を分離するは、

山形鋼を利用してベルトで材料を持ち込み、バー材の小さな山をつくる。その

他は、重力でベルト上へ戻す方式でした。なお、②小束を整列させるは、
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分けとった小束材料を、バタバタと板状で振動振り分けする方式としました。

この実験で、6mm 程度の細い材料でも 6 回の上下振動で並ぶことが確かめられ

たので、並んだ材料は、傾斜させた板に設けられたストッパーを降し、従来あ

った傾斜台に重力転送するという方式が最も良いという結論を得ました。幅が

4m もある巨大な手づくり実験機で、筆者を含め 4 名（改善班員 3 名）で作動の
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実験状況をビデオ撮りも進めたわけでしたが、その後、このプロジェットは設

備専門スタッフが担当、図 5-5 の左下に示した実機の製作に移し、②の対策に

用いたバタバタと材料を上下して小束を並べる方式を長いスロープを持つゆり

かご方式に改良し、第 1 号機ということで工場の加工機や検査設備と結合させ

ました。装着後、何も問題なくこの自動機は動いたわけでしたが、さらに、こ

の設備を拡大して設置するためには、価格と大きさを半減する必要があり、図

5-5 の右下の図のような設備に改良した次第です。

（３）ローコスト・自動化設備に必要な人づくりの要件

①ローコスト・自動化を展開する環境の整備

単に TPM を進め、「目前の設備保全活動を続けていれば、図 5-5 に示したよ

うなローコスト自動機が自然発生的に製作できるか？」というと、必ずそうな

るということではありせん。この種の自動機製作には、①目的に対する情報（具

体策を得るヒントとなる題材）を得る対策。②アイデアを実現するために必要

な分析法（IE や VE など）を投入する。③熱意と共に、改善班の皆様には、実

機製作の基になる溶接や加工、組み立てなどの技術の習得が必要になります。

この種の対策の詳細は除き、改善班の創設に当たっては、（ｲ）テーマを成功に

至らしめる管理・指導者を設定する。（ﾛ）具体的なテーマを持った活動を計画

する。（ﾊ）成功体験へ導く工場における関係者のバックアップが必要です。

そこで、以下、テーマの選定について解説を追加することにします。製造現

場の方が、関係者の期待を受け、成功を体験しながら、手作りで設備製作に当

たる対象の選定は極めて重要です。その例として、この種の対象に 3K 作業を選

ぶ方式があります。3K 作業は、現場作業者の負担だけでなく、担当することが

嫌われる仕事だからです。もし、ローコスト・自動化で 3K の仕事がカバーされ

るのであれば、「多くの作業者は歓迎！」となります。その他、テーマの選定と

法として、図 5-6 の上部に示したような対象をマネジメント側が準備しておく

ことを注記しました。

② ローコスト・自動化に必要な基本的な知識の例

改善班の皆様の育成には、（ｲ）設備製作のプロとして育成する。（ﾛ）設備保

全専門スタッフへ育てる窓口として活動願う。（ﾊ）活動期間が終了したら、現

場作業に戻り、手元の改善をしたり、新製品開発や設備試作の際に DR に参画

願い実力を発揮して行く人材として活動する。・・といった、工場としての人材

育成計画が前提条件という形で必要になります。そこで、そのために必要な情

報を集め、学び、会社として蓄積活用に役立つ纏め方を図 5-7 に例示したので

ご参考下さい。
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図には、上部に自動化対策で常識的に活用が盛んな「物を運ぶ技術」を整理

しつつある例を記載しました。また、下部には、対象が異なりますがタッチセ

ンサーの活用事例をカード化した内容を示しました。このようなローコスト・

自動化に必要な情報の蓄積・検索を進めると、ローコスト・自動化の実現可能

性が高まると同時に、改善班となった方達の育成の有効性が高まります。
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③ノウハウのノウ・ホアイ解析

もう、ひとつ、ローコスト・自動化に当たって重要な要件には、ノウハウの

ノウ・ホアイ化対策が必要です。自動化する仕事の対象を科学的に解析するた

めです。逆に、科学的に仕事のメカニズムや構成が判らないと現場作業者が行
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うノウハウの自動化は極めて困難になるためです。では、例を挙げることにし

ます。

日本刀は日本の文化創造物のひとつです。だが、刀匠になるには長年の修行

が必要です。この中に、鍛造と共に打った刀を焼入れ（瞬時に冷却）する技が

あります。しかし、焼き入れに関してだけですが、この原理を科学的解析する

と、油や水中に入れて刀匠が焼き入れ時に刀を前後する動作があります。この

技は、表面で沸騰した油や水を気体させ、効果的に熱を奪う処置です。要は、

刀を液中につけたままで動かないと、沸騰した湯液が断熱作用をするので焼き

入れは不完全になります。水が蒸発で奪う熱量は 25℃：398Kcal/mol、7.53kJ/mol
です。これは、水の温度を 0℃から 100℃にあげるのに使う 5 倍もの熱容量を奪

うという作用です。この急激冷却が刀の焼き入れを実現させるわけですが、科

学的に同じ機能を求めるなら、ミストと呼ばれる水滴をぶつける（自動的に放

射）することで同じ条件を得ることができます。また、これが、ノウハウのノ

ウ・ホアイ化を実践する一例です。

ノウハウのノウ・ホアイ化にはいくつかの方式があります。そこで、他の対

策を図 5-8 の①に記載したのでご参考下さい。②はネジ締めの自動化の際に必

要な処置、また、③は筆者が関与した紙パックを製造する企業で起こった自動

化の例です。
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５－２ 設備メンテナンスが新ビジネス展開へ

TPM には、（ｲ）各社の TPM 活動を指導しながら故障・不良ゼロ対策を進め

るコンサルタント・ビジネス、（ﾛ）故障診断技術と機器を販売するビジネス、

さらには、（ﾊ）自社で培ってきた TPM・メンテナンス技術ノウハウそのものを

販売するというビジネスがあります。読者の皆様は、既に（ｲ）と（ﾛ）は、こ

こまで解説してきた内容の発展形なので解説を省きます。では、（ﾊ）のメンテ

ナンス技術知見を販売するまでに高めた TPM の取り組みと内容を紹介するこ

とにします。

「ローマは 1 日にしてならず」という言葉がありますが、苦労して栄華を誇

る国づくりをした歴史です。過去、綺麗なプールで光景が書画に公開されてき

ましたが、この種の情景はローマ中に張り巡らされた石道でつくられた水道網

が貢献したためでした。しかし、時代が経過してくるにつれ、メンテナンス費

用が膨大になり、経済を大きく圧迫していったわけでした。このため、「あの栄

華を誇ったローマが滅びた主要因のひとつに水道の管理（メンテナンス）問題

があった」という事象を作りました。

現在の日本でも、これに似た問題が発生しています。2012 年 12 月 2 日に起

きた写真 1 に示した笹子トンネルはその例のひとつです。残念なことに、ここ

では、130m の崩壊、9 名の死者を出しましたが、事故の原因は老朽化した天井

の崩落でした。
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この種の老朽化問題は、既に 2000 年頃、経産省が「2035 年には 3 億 8,000
万トンもの建設廃棄物が出る」という予測と共に、「バブル時代に建造、製作し

た橋梁やビルが老朽化と共に大変なことになる」という報告が出されています。

また、廃棄物が環境負荷に大きく関与すること、また、新しい橋梁に入れ替え

のための工事費の負担、さらには、少子高齢化の時代にあって莫大なメンテナ

ンス費用が必要になる、という問題も示され、後世に送る税負担の増加は大問

題のひとつです。

以上、この種の調査報告が、現在、橋梁やビル、設備のメンテナンス技術市

場をつくるキッカケのひとつになったわけでしたが、橋梁など、過去の古くな

ったら、写真 2 に示したように、爆破に始まる作り直し（スクラップ・アンド・

ビルド）に代わる形で産業界における新たなビジネスという形でクローズアッ

プしてきた経緯です。

   

では、そのような中から、図 5-9 を例に、かつて余部鉄道の橋梁のメンテナ

ンスを行ってきたノウハウを生かし、メンテナンス・ビジネス展開を進めつつ

ある例を紹介することにします。㈱ビーエムシ―代表取締役・阿部充氏が全国

ネットでメンテナンス・ノウハウを提供サービスする例です。阿部氏は、赤字

で困り、市の財政負担になっていたが廃線もできないため困っていた千葉県の

『いすみ鉄道』の立て直しのきっかけを作った方ということで名を知られる方

です。由来は余部鉄橋のメンテナンス実績が関与します。余部鉄橋は 1912 年、

日露戦争後に山陰本線の東側の区間を全通させるために、和田山 - 米子間をつ
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なぐ橋梁として建設されました。2012 年に、新たな橋になりましたが、かつて

の余部鉄橋は過酷な環境の中で、鉄骨構造でできた橋は日本海の強風と海風に

さらされる老朽化が限界に達する状況でした。このため、専門の橋守がいなけ

ればとても、長年の鉄道走行に耐えることができない状況でしたが、逆に、橋

守というメンテナンスの皆様が行ってきた努力がメンテナンス・ノウハウの蓄

積となりました。ここに目をつけたのが阿部氏です。その後、先に解説した『い

すみ鉄道』でこの技術が活かされました。ここでは、架け替えに大金を投じな

ければならないと考えていた橋梁をペイントと橋の周りの木々や雑草の除去な

どで老朽化を進める環境を変えた結果、長寿命化を実現させました。これが基

になり、現在の観光対策ビジネスの実現や黒字化の基盤になったことは、読者

の皆様が見る通りです。

では、図 5-9 の内容を簡単に紹介することにします。ベンチャー企業㈱・ビ

ーエムシ―は橋・橋梁の診断法をベースに橋守りカルテというメンテナンス・

ノウハウと共に、損傷予測システムを持ちます。橋梁は全国にあります。そこ

へ、いちいち阿部氏達（従業員 16 名の会社）が足を運んで診断～メンテナンス

の実務をするには不可能です。そこで、阿部氏は、図に示したメンテナンスの

ノウハウを IT システムとし、提供～相談・指導しながら進める方式を全国ネッ

トの形で産業界に提供しました。すると、発表当時、受注が減りつつある地方

の建設業界の方が自治体と連携を取ながら新ビジネスとして進めるキッカケに

なりました。さらに、このような対策法が産業界に知られた結果、老朽化を懸
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念する多くの設備を抱える装置産業でも、似たような方式でメンテナンス・ノ

ウハウの蓄積や各社間の交流が始まりました。その種の対策は段階の世代が去

ると共に顕在化する技術伝承問題の対応に極めて有効な手法になるわけですが、

これは、TPM のメンテナンスで培ってきた技術を利用したビジネス展開のひと

つです。

５－３ 全員参画・経営直結型 TPM 展開へ向けて

以降は、本書で紹介した TPM のまとめです。ここに至るまで、本書では目前

の設備を対象にした TPM：Total Preventive Maintenance の取り組みを紹介し

てきました。しかし、TPM には Total Product Maintenance や Management
を提唱する例や活動があり、この種の取り組みは、経営直結型で TPM を進めよ

うという取り組みがあります（だが、時には、設備故障や不良ゼロ～設備改善

から外れた活動をされ、本書に紹介した TPM の手法の適用効率が問題となる例

があるので、ご注意ください。そこで、この種の対象は除外します）。では、以

下、目前の設備を対象にした TPM 活動という点を集めて、経営直結型で全社展

開を図る TPM 活動について、その進め方を紹介して行くことにします。

TPM の全社展開といっても、本書が紹介した TPM 活動は、自ずと、そのカ

バー域が限定されます。この状況は、図 5-10 をご覧願えると判りますが、

  



132

TPM は経営改善の一手段（改善ツール）であり、その状況は、釘を打つなら

ハンマー、ネジを回すならドライバーといったように、対象とする目的や特質

に応じた改善ツール（問題解決に適合した道具）を使う姿に似ています。要は、

TPM は、TPM がカバーする領域でフル活動すべきであり、他の領域は、その

対象にあった改善手法を適用すべき注意です。

なお、その際、図 5-11 のようなチェックをお勧めしたいと思います。経営課

題や問題の対策に当たっては、まず、問題解決を図るべきテーマを決め、その

種の項目に基づく組織化と進め方を個々に定めたプロジェクトに従って目標と

目的を決め、経営改善に直結させた位置づける方式です。

では、図 5-12 を用いて、図 5-10 と 11 をまとめ、全員参画で TPM を他の改

善課題と改善手法を総動員して展開する方式を紹介することにします。適用手

法は TP マネジメント展開図です。この方式の特徴は、経営直結型＋各種活動の

見える化対策を図るであり、TPM と他の手法の融合化と共に、全員参画改善活

動を経営予算直結型で進める有効な方法のひとつです。

まず、TP（総合生産性：Total Productivity）の意味を紹介することにします。

図 5-12 の下の方に算式を示しましたが、これは、経営直結型で各種の課題＋改

善手法を進める際に必要なコンセプトです。経営改善活動は、品質や生産性～

安全などの経営改善指標の向上と同時に、コストと納期などを低減する活動を

進めなければならない状況です。そうなると、個々の指標（金額、個数、時間
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や安全指数など）は異なっても、同一のテーブルでウエイトづけした後、総合

的に達成すべき期の目標（予算を含み直結した目標）を定めることが経営改善

上のムダ排除となります。

このようにして、総合目標（1）を決めると、まず、トップダウン方式で各工

程に展開します。なお、この際、上から下まで火の用心とならないようにする

必要が生じます。そこで、各工程には固有の問題解決課題と数値目標などがあ

るわけですが、その内容を精査した後、今度は、各種工程で算定した数値を下

から上に積みあげる、ボトムアップ対策を図ります。これが図の（2）の目標展

開です。この調整、すなわち、トップダウンとボトムアップのすり合せが終わ

ると、今度はマトリックスの各工程に定められた課題解決に対し、縦軸に（3）
の施策ガイドという問題解決ツールを並べ、縦軸と横軸で出来たマトリックス

上で、各工程の問題解決に最適な改善手法を割り付けて行くという検討を進め

る段階に移ります。

このイメージは、先の図 5-10 の下の方に記載したマトリックスそのものにな

るわけですが、○で位置づけた個所に個々のプロジェクトが位置づけられます

（時には、同じ個所に数件登録される例もある）。同時に、このように図化する

と、誰が何をすべきか？という内容と共に、活動と共に得た成果をここに登録

すれば、Plan-Do-Check というマネジメントの輪を回す形（図の（4）と（5）
で、達成状況と個々のプロジェクトの「経営貢献活動の状況が一覧化された資
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料で見える化」という形態になります。

以上、TPM は経営活動の一部ですが、他の経営活動と連携を取り、効果的な

展開を図る図化法を紹介し、今回のまとめとさせていただきましたが、皆様に

は、本書を有効活用され、是非、TPM における活動の成果大なることをご期待

する次第です。
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