
営業関係者が主役で活動する

　　『ISO9001運用力向上セミナー』
設問集

　研修では、各種課題を解説～
グループ演習の形で進めます。

（社）日本能率協会　専任講師　中村　茂弘
詳細はﾞURL:http//home.catv.ne.jp/dd/aqcdltdrをご参照下さい。

　ISO9000シリーズは2009年にガイドラインであるISO9004がCS直結型活動効果をあげる
内容を充足する形で改定された。ここに顧客と直接接する営業関係者の仕事の仕組みを
見直し、レベルアップさせる要因が多くあるため、今回の研修を企画、狙いは以下の通り。
　　①顧客の真のニーズを探り、新製品に生かす対処の具体化。
　　② SWOT分析と共に、差別化した製品改善を関係者に的確な提唱を図る対策。
　　③重点顧客の潜在ニーズと、各種リスクを分析する能力を高め、関連部門の仕事を

　　　　評価～分析～改善を進言する力量向上を図るための技術知見のレベルアップ。

　【目次】　営業関係者のVOC視点でISO9001の要素活用メニュー
１，マーケット・イン対策

２，要求の品質・真の品質の分析から潜在ニーズの把握対策

VOCの積極活用（VOC:Voce of Customers）

３，品質保証対策と営業活動とのかかわりから各種リスク対策

４，モノ・サービスなどをつくる部門の活動評価

５，顧客ニーズ変化対応のためのデザイン・イン・セールス対処法



顧客直結でお客様の潜在ニーズをも生かす営業機能

改正されたISO9004:2009は実に自然体で顧客重視の運営をガイド
　【望まれる活用の要点】
　　　解釈：下記内容は、その要求や目標が営業関係者の活動で大半が決まる！
　① VOC（Voice of Customers）: 変化する社会環境と経済、技術を反映した潜在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニーズの正確な把握と活用
　②顧客重視の品質戦略展開・・・品質＋納期＋原価（財務・収益直結型）対策の総合化
　③十分なリスク対策と、超一流他社をお手本としたベンチマーク対策戦略の展開

つくる＋提供する喜び　　　　　　　　　売る誇りと喜び　　　　　　　　　　　　　買う～使う喜び

モノやサービスを
創造～実現する

喜び

お客様へモノや
サービスの良さ
を示す喜び

モノやサービスに
触れる
喜び



１，マーケット・イン対策

【ご参考】　ISO9001に対し、このような話ばかりをお聞きではないですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　では、優良企業の対策は？

A,事務局中心の書類作成
　　～多忙な管理要求　
★問題は、QMS効果に
　　結びつかず、審査や
　監査のための準備資料
　づくりに追われる！

メモ欄

B,高品質新製品創出
　とISO9001取得・活用
　の乖離
★　問題は新製品創出や
　CS対策を含めた実務的
　な活動に直結しないで、
　別枠の活動となっている！

CS重視の
新製品創出

A,書類中心の内部監査　
★審査に合わせた露払い

　　儀式では？



ISO９００4:2009ガイドラインの構成

顧
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事
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経営者の責任

測定・分析
及び改善

製品実現

資源の
運用管理

製品

インプット

アウトプット

ISO9001の
規定の範囲

ISO9001の範囲

ISO9004：2009の範囲

４．組織の持続的
成功の運用管理

９．改善、革新、
学習

８．監視、測定、分析
及びレビュー

７．プロセスの
運用管理

５．戦略及び
方針

６．資源の
　運用管理
（範囲拡大）



A社のスピード経営と品質対策

環境の急激な変化にもスピーディに対応できる経営体質
　・情報把握のスピード　　・判断のスピード　・実行のスピードを上げる！

これまでのＱＣ対策

Ｈｏｗ　ｔｏ　Ｍａｋｅ
（いかにつくるか）を
品質管理で支える。

プロダクト・アウト
　　　方式

内部改善志向

土台に
して

これからＱＣ対策に
求められる活動

Ｗｈａｔ　ｔｏ　Ｍａｋｅ
顧客志向で何を造るか

マーケット・イン
　　　方式

創造経営志向

1/3は営業活動から



設問１　　なぜ、今更、営業関係者に品質保証・改善研修？
　下記内容はある企業の営業関係者に対し、経営トップが要求した知識だが、なぜ、このような内容の
把握が必要なのか？例をあげ、顧客志向の立場から見解や問題となった有名な事例をあげて下さい。

□　顧客や市場と直接対峙する営業に関与する関係者に、品質とは何か（良い品質、悪い品質とは
　　何か等）？についてお客様に簡単に解説する能力を持って欲しい。
□　「リクエスト（企業に期待する新たな改善要求）の内容に当るクレームは良いが、コンプレイン（品
　　質面で不良が起き、顧客の怒りを買い、信頼までも失う内容）と呼ばれるクレームが起こると大変
　　さ、前向きの仕事が出来ないし、嫌な思いだけが残る。能力のある人が、時によってその後だめ
　　になってしまう事だってあるから大変だ」と言う問題を熟知して、企　業関係者へ改善などを進言し
　　て行く活動の重要性を理解して欲しい。
□　営業関係者が『顧客の声』という形で工場やサービス部門に持ち込んだ課題やクレームが対策
　　された時に期待される効果について項目を即座に列挙できる能力を身につけて欲しい。
□　品質には「真の特性」と「出来ばえの特性」の特性があり、後者で定めた仕様を満たせば顧客満
　　足の品質条件が満たされるわけでない。このため、営業関係者が顧客とのコンタクトや、サービス
　　力の増強が必要になるわけだが、この二者の内容と運用方法を理解して、実務に展開して行く
　　知識と情報提供力を日頃から準備して欲しい。
□　優良企業における営業活動と自社の営業活動を比較してVOC（Voice of Customers)の視点から、
　　他社と差別（異別）化につながる各種の提言と、具体的活動の幅を広げて欲しい。なお、このため
　　に、品質保証・改善を国際的視野からチェックして、強化をお願したい。　

記載欄



品質改善の基本事項

１，なぜ？また品質改善

　設問：品質問題を無視した結果と企業への影響？
　　
　　　　　品質重視企業の成果？

◎　営業活動と品質対応
◎　品質コストの概念
◎　VE的発想と品質改善

◎　営業活動と品質対応
◎　品質コストの概念
◎　VE的発想と品質改善

生
産
・
販
売

市
場
ニ
ー
ズ

顧客満足

要求の品質
　　　＋
　代用特性

プロダクト・アウト

　マーケット・イン



設問２－１　ある石油ストーブメーカーＹ社の例

　次の設問を読み、あなたは、この価格設定にどのような説明をしますか？見解をお願い
します。

　石油ストーブは冬に向かい、多くの企業が熾烈な戦いをする商品として有名な例のひとつ
である。Ｙ社は技術力、顧客信頼が高い製品をつくり、販売することで知られる企業である。
ところが。このところ海外生産の製品の参入があり、価格面で顧客から多くの質問をいただ
くことがある。この例も、その種の内容であった。
　Ｙ社では販売抗戦をかけるため、店頭に営業担当者を配備し、販売戦略を展開していた
わけであった。販売担当に当たったＢ氏が経験した例である。なお、Ｂ氏は他の製品、すな
わち、石油ポンプの販売を行ってきたので、石油ストーブには、正直言って余り詳しくはな
かった。だが、店頭に立てばＹ社の販売員である。顧客から容赦ない質問がくることは必定
である。
　このような環境下で、ある顧客から「なぜ、隣にある他社製品と同じような性能なのに、
御社の製品は１０％も高いのか？」その問いに対し、「他社より丈夫にできていますから・・
そのため、鉄板を他社の製品より3mm厚くしています。」と応えると、「せいぜい、この商品
買っても、私は湯を沸かすやかんを載せる程度で他社と変わらないし、鉄板を3mm厚くす
る必要はないのではないか？」と言ったわけでした。
　Ｂ氏、それなりに顧客に品質の良さを説明したようですが、結局は他社の製品を大量買
いする決定をして帰っゆきました。
　別に、見た目では、また、性能を解説したカタログを見ても製品の差異は余り判りません
が、この対応を見て、何がいけなかったかを考えて下さい。



設問２－２　　Ｚ病院の例

　次の問題を読み、真に求めているものは何か？と考えて医者の指示通り、処方箋通り
四角四面の行動を採ることが正しいか否か考えて下さい。

　Ｚ病院には老人が沢山入院していた。この中に７０歳代
の老人だが、夜中にいつも睡眠薬を要求する患者がいた。
看護婦達は処方箋に従い、出来るだけ飲ませないように
と思って行動している。患者とにかく「眠れない、睡眠薬を
欲しい！」と強い要求をしてくる。看護婦達はともかく、「飲まない方が良
いですよ。」と諭すのだが、しつこく頼まれ応じざるを得ないといった状況
が続いていた。もちろん、医者に報告、時には、睡眠薬以外の薬を与える
こともあった。患者はもらうと飲み、安心して寝るという例が多かったから
であった。この処置は医者の指示に基づき害は全くなかった。

寝ると子供みたい！薬の乱用は
患者に良くない
医者と相談！
健康を害しない
対策が重要　



設問２－３　パワーシャベルＷ社の例

これは、誰が、顧客化？を考え真に求めているものは何か？をよく調べてから対策すべき
課題が沢山ある問題である、という要素が多数含まれている設問です。特に、大会社体制
であるＷ社は営業と技術陣の中が悪い中でこのような問題が発生しました。さて、あなた
がこの会社の長であれば、どのような意思決定をしますか

　パワーシャベルは建設現場で活躍する機械である。Ｗ社はこの業界でシェアー第一の
企業である。だが、顧客を訪問すると、必ずしもオペレーターの方々の評判は良くなかった。
「お前の会社の製品をトップ指定で買って使っているが、ハンドルが固い、疲れるので皆が
乗るのを嫌がっている。前のタイプはそうでなかった。もとに戻して欲しい。・・・」という内容
だった。今まで、販売した会社の資材やトップの方々の評価は高かったので、問題を感じて
いなかった、営業担当者は寝耳に水の感がした。Ｗ社は大会社である。営業の言を伝えて
も強硬な技術陣は「営業はいつもお客の言いなりになっいて、いちいち不満を聞いていては
また、それに応じて製品変更していては、我が社の製品に特徴が無くなるばかりか、設計陣
がいくらいても対応できない。今回も無視だ！」と言っています。
　だが、問題はそう軽く扱えないようです。現場重視、従業員志向の会社が多くなる中で、も
し、この問題を放置すると、シェアーダウンは明白になる気配が出て来たからです。だが、
設計陣は設計変更を渋っています。

ハンドルが固い
顧客

営業工場技術者



設問３　　真の顧客品質の把握に必要なVEアプローチ　
例：顧客ﾆｰｽﾞと行動要請の体系化

米国GE社で研究～活用されたCS・品質解析のためのVE展開の例

　レベル１　　　　　レベル２　　　　　　レベル３　　　　

ﾙｰﾑｻｰﾋﾞｽの
　　　　食事

ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰのｽﾋﾟｰﾄﾞ

食べ物の品質ﾞ

ﾒﾆｭｰの多様性

ｽﾋﾟｰﾄﾞ

味

見栄えﾞ

温度

アイテム数

H(ﾍﾙｼｰ）ﾏｰｸ付きｱｲﾃﾑ数

　営業関係者は品質を広い概念でとらえ、顧客
サービスと共に、真に切望されるモノや情報、
サービスを提供することが求められる。このため、
この種の活動は『ソリューション型・営業対応』と
されているが、このためには、顧客の要求を分析
把握～対策へ向ける必要がある。そこで、この種
の対策に活用されるVE（Value Engineering：価値
分析）について、品質向上の局面に役立つ活用
方法を例示して下さい（右図はVEで用いる機能
系統図を例示したもの、また、VEの評価は次の
図の通り）

記載欄



　VE改善と顧客要求　　
VEの基本　　Ｖ＝Ｆ（機能・働き）／Ｃ（ｺｽﾄ）

利益

・
○

○
エネルギー費

人件費

材料費

原
価

売値

一般的な見方

ＶＥ原価
低減額不要機能

製造機能

顧客要求機能

本来機能

ＶＥの見方

　ＶＥ、価値分析の見方を解説すると、左の図に示すようなものの見方となる。要は、製品とは、本来
あるべき機能を満たした後、顧客要求の機能、製造上、やむを得ないで追加した機能にとどめる努力
をして、原価低減を得る、という内容で判別すべきである。



２，要求の品質・真の品質の分析から潜在ニーズの
　　　把握対策VOCの積極活用（VOC:Voce of Customers）

設問４　　クレーム対応

　Ａ氏が、ある飲食店で餃子を食べていたとき、中からクギのようなものが出てきた。早速、クレームを
Ｂ店につけた。その内容は餃子の材料を練るとき、スプーンを使用していたが、一部がかけ、クギの
ような形で材料に混入した、とのことであった。
　その話を聞き、Ａ氏は極めて憤慨、慰謝料５０万円を要求した。「その要求が受け入れられなければ、
消費者の権利として、インターネットのホームページを利用してＢ氏の店の批判キャンペーンをする。
・・・」と言い張る状況だった。だが、餃子はまだ食べておらず、ケガなどの障害は全くない状況です。
　　さて、この問題をあなたなら、どのように扱いますか？

記載欄



事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル

無駄な会議
と徹夜の作業

報告・対策
繰り返し

後手の対策
　　追われる
　　　　仕事

潜むリスク
を対策しない

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急
ぐ
決
定

相次ぐ
トラブル



設問５　品質問題を例とした対策コスト

　不良対策は①技術、②資金、③人と工数の集中的投入が、問題解決のスピードに大きく作用する。
最近、JMAの研修生から「研修で行うべき対処（技術的な内容）は理解できた。研修後、会社へ帰っ
て対策を実現させようとしたが、関係者、特にトップの納得が得られず、結局、習ったことが生かせない。
不良対策も進まないで困っている。」という相談をされることが多い。特に、筆者が行う企業内研修では、
開始～フォローアップまでが、１．５ヶ月以内であるため研修生がこのような本音を訴える事例が生じる。
（3ヶ月程度の期間で研修のフォローを行う方法は、結局、フォローアップ研修直前になって手をつけるので、習ったこと
を忘れるだけでなく、付け焼き刃的な中間報告となるため1．5ヶ月以内としてきた。この方が実施率が高い）。
　そこで、①研修生が抱えているテーマを事例にし、②年間の損失費用を算出し、③１／１０程の費用
の投入をした場合、費用対効果を考えるとどの程度になるか？を算定いただき、対処を願ったが、
先の例では、投入費用が50万円とわかったとたんに、トップからは了解が得られ、3日程度で関係者が
集中的に活動して不良ゼロ達成となった。時間の経過と共に増加する不良・クレーム・コストの算定に、
御社ではトップマネジメントの局面で、どのような内容を設け、関係者を指導～品質改善のスピードアップ
を図っているか？その内容を例示して下さい。

記入欄



　ﾏｰｹｯﾄと４Pの関連（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの基本要素１）

ﾏｰｹｯﾄと呼ばれる市場

シェアー

ライバル企業

時に競走
時に協力

・ﾏｰｹｯﾄの販売環境？
・ﾏｰｹｯﾄ分野の特定？
・誰が顧客？　

新製品投入・販売活動と
　調査・研究活動

　　４Pによる探索
①　Products：モノ（製品）＋ソフト
　　　　　　　＋サービス
②　Price:価値と価格
③　Places：流通(在庫・物流・販売・
　　　　　　　　・・・・状況調査活動）

④　Promotions：販売促進活動
　　　４コミ＋ITコミ
　　・　マス・コミ（TV,ラジオ・・CM)
　　・　POS・コミ（雑誌、ﾎﾟｽﾀｰ・・DM)
　　・　モノ・コミ（試用・ｻﾝﾌﾟﾙ・・・・）
　　・　口コミ（ﾓﾆﾀｰ→仲間へ・・・）
　　・　ITコミ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売・ｻｰﾋﾞｽ）

　　４Pによる探索
①　Products：モノ（製品）＋ソフト
　　　　　　　＋サービス
②　Price:価値と価格
③　Places：流通(在庫・物流・販売・
　　　　　　　　・・・・状況調査活動）

④　Promotions：販売促進活動
　　　４コミ＋ITコミ
　　・　マス・コミ（TV,ラジオ・・CM)
　　・　POS・コミ（雑誌、ﾎﾟｽﾀｰ・・DM)
　　・　モノ・コミ（試用・ｻﾝﾌﾟﾙ・・・・）
　　・　口コミ（ﾓﾆﾀｰ→仲間へ・・・）
　　・　ITコミ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売・ｻｰﾋﾞｽ）



バリューチェーン（価値連鎖）
社内にある競争優位な源泉の発掘～活用

生産・販売・物流管理システム　

人材と人材を活かす活動

　　研究　　～　　新製品開発　　　

資材調達・系列ネットワーク

顧
客
対
応

強みを伸ばし、弱みを減らすマネジメント

T：脅威O:ﾁｬﾝｽ

W:弱みS:強み

マッキンゼーの７Ｓ
１　戦略(Strategy)
２　組織構造（Structure)
３　システム（System)
４　人材（Ｓｔｕｆｆ）
５　スキル（Skills）
６　スタイル（Style）
７　価値観
　　（Shared　Value）

マッキンゼーの７Ｓ
１　戦略(Strategy)
２　組織構造（Structure)
３　システム（System)
４　人材（Ｓｔｕｆｆ）
５　スキル（Skills）
６　スタイル（Style）
７　価値観
　　（Shared　Value）
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物流
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ＰＲ
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主活動



ISO9004:2009に示されたBM・レベル５の要点の一部
過去、ISO9004で概念的だった５段階評価が今回は明確に示されている。

レベル５の事例と実践の場での利用法

　　　　　規定 　　　　　　　レベル５の内容 　　　　利用法(例）

４．３　組織の環境 リスク評価とその管理計画が、すべてのリスク
を緩和する目的で組織内に実施するプロセスと
なっている。

製品ハザードMAPと,顧客ニー
ズの整理と対処内容の戦略
的整理

５．戦略及び方針

　　の策定

戦略の結実としての組織の目標達成と利害関
係者のニーズの最適化を公表できる。

中期製品・製造・経営革新計
画と、SCM体制

５．３　戦略及び方針
　　　　の展開

戦略、計画および方針は、組織環境のモニタリ
ング分析に基づくデータを使いながら定期的に
レビューされ更新されている。突然表面化した、
もしくは予測できなかった難題を組織が克服す
ることに成功したことを過去の業績分析が如実
に表している。

予算（一流化を目指した段階
的目標）管理と重点プロジェ
クトの運営管理～達成ノウハ
ウの蓄積内容の評価・検討
～レベルアップ対策(内部監
査で一流化へ展開の対象）

５．４　戦略と方針の

　コミュニケーション

コミュニケーションプロセスの効果は定期的に
レビューされている。コミュニケーションプロセス
が利害関係者のニーズを満たしている証拠が
ある。

品質保証と顧客ニーズをタイ
ムリーかつ効果的に生かす
仕組みを、最先端のSCM体
制と比較して一流化を図る策
を、内部監査で提言する

1/3



設問６　　おかめ八目解析「カレーライスの開発」

　下に示した内容は、あるカレー会社が新製品ダブル・カレーを開発した
内容です。では、この例を解析して品質戦略上、何が問題か？という視点で
意見をまとめて下さい。

メモ欄：　この種の解析に、事前にチェックすべき項目があればメモをお願いします。

【ケース・スタディの解説】　カレーライス開発の苦心
　Ｍさんはある大手食品企業でカレーライスの開発を担当されている方である。Ａ社でＭさんは働いて
おられるが、カレーライスは2番手のメーカー、一流であるＢ社とシェアーを大きく空けられている状況
である。カレーライスの販売は、夏休み、秋の運動会や子供のパーティーを目ざして開発する商品で
ある。夏の陣はＭさんの努力にもかかわらず戦いは勝利というわけではなかった。むしろ苦い経験に
終った。その理由は販売直後は売れたが、数日でライバルにシェアｰを奪われてしまったからだった。
　今、Ｍさんは、この巻き返しを狙って秋の開発に努力中である。まだ、開発をスタートしたばかりであ
る。Ｍさんがカレーの開発をＡ社で担当してから5年になる。Ａ社は他の食品、ラーメンやお菓子が主
であり、余り力を入れているとは言えない。このため部下2名を持ち、リーダーとして開発に当たってい
る、という状況である。カレーが売れ、Ａ社で売上の大きな割合を占めれば、お金も人も、営業関係者
の巻き込みも出来るのであるが、今のところ、この努力中、という状況である。Ａ社は大手であるが、
Ｍさんの企画に対しいろいろと相談に乗る、また目標を与える師はＹ部長である。



設問６　つづき

　では今回開発のレトルト用のドライ＋カレー（W(ﾀﾞﾌﾞﾙ)カレー）の開発に当たっている状況を説明したい。
夏休み返上で努力しているMさんの話である（先のカレーライス開発も5月連休は取れず、子供とはたっ
た1日しか遊べない状況だったが、本8月も2日程子供と顔を合わせるだけで本開発に当たっている。
ちなみに子供さんは小学校に入ったばかりの男の子と、その下に幼児としてお嬢さんがおり、かわいい
盛りである）。
　Wカレーの開発は夜～昼をついて行なわれた。Mさんは全国のカレーライスを食べ、秋に向けサッパリ
感をドライカレーでつくり、その上に、味の良いカレーをかけるWカレーを発案し、本プロジェクトに当たる
ことにした。このプロジェクトにはＳさんとＴさんが加わっているが、Ｓさんは折よく新婚旅行でタイ、シンガ
ポール～インドを廻ってきた。従って、国際的な味も加えて開発する、という希望と期待のもとＷカレーの
開発が始まった。カレーは4種開発した。開発したものは4種とも今までにない味であり、社内の試食でも、
大変に良い評価であった。味は良いが手間がかかってはレトルトカレーが売れない。味が良い理由はＭ、
Ｓ、Ｔさんの努力に加え、ある種の食材が思わぬルートより安く入手できるという道が開けたこと、このＰＲ
が含めれば、かなりの顧客の評価も得られる、という今までの歴史からも、このＷカレーは何としても成
功させたい状況にある。一応、味はＯＫだったので、上司のＹ部長に相談をかけた。
　Ｙ部長は「味はＯＫ！是非物にしたいが、君、料理に何分かかるかね？」
と言った。「4～5分です」「それではダメだ。3分、いや、他社のレベルを
考えると2分以下をターゲットにしなければ売りものにならない」という
サゼッションだった。さすが、その道のプロである。新製品開発のキー
ファクターは確実に掴んでいる。Ｍさんは良い上司のサゼッションを受け、
この目標に向け邁進することにした。
　Ｍさんの新たな努力が始まった。2分という調理への工夫である。材料の
加工方法、調理のための材料のセット…など、時計を片手に、時間分析と
改善を部下2名と共に進めること2ヶ月、何とか2分を切るシステムが出来上がった。



設問６　つづき

　いよいよ重役会議での試食会である。Ｍさん緊張の中で、気合を入れ、4種の味を各々2分でつくる
努力をやってのけた。何と、どのカレーをつくっても4種の新製品とも1分50秒程度に入る時間と共に、
味は好評だった。いよいよどのカレーを売るか、という決定となった。やはり、カレーは味の面でＡ社を
伸ばしてきた社長の言となる。「重役会でも社長の言の通りです！」ということでいよいよカレーライス
販売となった。今回はＡ社の宣伝はかなり力を入れた。TVコマーシャル、キャンペーンを図り努力した。
販売は好評だった。しかし、この努力にもかかわらず、やはりB社の開発した類似とも言えるカレーに
市場は奪われてしまった。だが、「今度は正月返上だ！」とＭさんは言い、努力を開始した。今回のＷ
カレーはその前、更にその前よりははるかに売上は大きかったことが彼の夢とＡ社がＭさんに期待を
寄せることになっているからである。
　以上の設問を読み、下記の設問を例に本来取り組むべき内容の検討を進めて下さい。 　

１，このような企業において、「新製品」の定義をどのよう
　　に定めるべきであろうか？

２，新製品開発～販売を成功に導くキーファクターは何で
　　あろうか？逆に、発生する怖れがあるリスク対策をい
　　かに図るべきであろうか？

３，新製品開発に対する全ての要件が開発リーダーで
　　あるＭさんの肩にのしかかっているが、この体制で
　　新製品開発の進め方は良いのであろうか。もし、
　　失敗した場合、Ｍさんの責任であろうか？



３，品質保証対策と営業活動とのかかわり
　　～　各種リスク対策

設問７　品質保証に関するPL法の理解
製品の欠陥

警
告
・表
示
の
欠
陥

　製品それ
自体の欠陥

設
計
上
の
欠
陥

製
造
上
の
欠
陥

　品質保証は顧客へ提供する製品・サービス価値を維持し、
信頼を得るために重要な営業部門の管理項目のひとつで
ある。クレーム処理という事後的な手続きを減らすため、
PL法を始め自社の製品とサービスに合った内容の理解と
監視が営業部門にも必要になる例が多いが、次のような
問題の取り扱い結果に対する見解を例示して下さい。

Q1:　輸入製品の販売を行っているが、どのような点に気を
　　　つけるべきか？

Q2:　中古品はPL対象になるか？（例）使用後に廃棄した
　　ものが公害問題を起こした場合など？

Q3:　あるマンションで購入したテレビがパチパチと音がしたので、隣室の女性が部屋をあけると、
　　TV本体から黒煙が上がり、火事の様相だった。早速、電気店に電話をしたが、黒煙の量が増
　　したので消防署へ電話した。→結果、火事となり隣人宅も類焼したので訴えた。

Q4:　建物のモルタルの外壁が落下し、あわや事故になりかけたので、訴えた？



品質保証の３つの局面

１，市場へ製品を出した後、お客様のコンプレイン（クレーム）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を受けないように保証する局面

安心、安全、長寿命～地球環境問題対応まで。

問題発生時のクレーム対策～保険を掛けて保証

２，設計段階の仕様を現場で満足させたモノづくりを図る局面

デザイン・イン対策～SPC管理
　　　　　　　　　　　SPC:Statistical Process Control
要は、与えられた設計要求通り製造現場で生産を図る取り組み

３，後工程はお客様として、製造工程内品質保証を図る対策

　ハインリッヒの法則を基に、品質基準の下にあるリスク管理
を標準化順守と共に進め、不良ゼロ生産を図る対策。

本セミナーは２と３の一部に限定した内容です。



設問８　クレームとの戦い～リスク対策

　某大手カメラメーカーの営業を長年担当された川田さんが、著書
「社長を出せクレームとの戦い」を出してから、多くの企業が熱心に
クレーム対策～品質保証のあり方を研究するようになった。川田氏
が訴える要点は、クレーム処理はそれなりに営業で努力するが、
「モノづくりやサービスの現場でクレームを起こさないリスク対策を
十分に行うべきことが本来！」という本音を漏らしておられる。では、
この種、リスク対策の要点を営業の視点から、どのようにとらえ、
関係者に品質保証、すなわち、火事なら「予防に勝る消化なし！」
の概念を実務に移すべきか？技術的な内容を例示して下さい。

リスク許容や事後対策では
　　　　　　　　　なく、予防
　　　　　　　　　重視で品質
　　　　　　　　　も確実保証へ

記載欄



事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル

無駄な会議
と徹夜の作業

報告・対策
繰り返し

後手の対策
　　追われる
　　　　仕事

潜むリスク
を対策しない

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急
ぐ
決
定

相次ぐ
トラブル



トレーサビリティの生い立ち

発端：ＢＳＥ（狂牛病）に悩むヨーロッパから始まった考え方

？
新型ヤコブ病の発生分布図と
ＢＳＥ感染牛の多い地域
が概ね一致していた。

肉骨粉を使用
していたＩＤ番号

検査結果を基に
品質を保証する
取り組みが開始

どのような経過をたどって
消費者に届いたかを知る
ことができる仕組みとして、
処理プロセスを明示する
仕組みを作った。

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
ィ
テ
イ

日本では
　2003年に入り、『食品安全基準法』が成立
内閣府に食品衛生の専門家で構成する『食品安全
委員会』が設置され、食品の危険度調査と監視に
当たる体制が運営された。

ＩＴの普及
処理経路を　
追跡可能へ

安全確認
　～購入へ



設問９　　トレーサビリィテイ
トレーサビリティの生い立ち

発端：ＢＳＥ（狂牛病）に悩むヨーロッパから始まった考え方

？
新型ヤコブ病の発生分布図と
ＢＳＥ感染牛の多い地域
が概ね一致していた。

肉骨粉を使用
していたＩＤ番号

検査結果を基に
品質を保証する
取り組みが開始

どのような経過をたどって
消費者に届いたかを知る
ことができる仕組みとして、
処理プロセスを明示する
仕組みを作った。

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
ィ
テ
イ

日本では
　2003年に入り、『食品安全基準法』が成立
内閣府に食品衛生の専門家で構成する『食品安全
委員会』が設置され、食品の危険度調査と監視に
当たる体制が運営された。

ＩＴの普及
処理経路を　
追跡可能へ

安全確認
　～購入へ

　トレーサビリィテイは右図に示したように
狂牛病の無い牛の提供をきっかけに重視
され、優良企業が品質を保証する記録を
保管、管理する対策と共に、極めて重要な
内容となっている。では、この種の内容を
活用して品質保証価値をあげている企業
事例とその内容を例示して下さい。

記載例



４，モノ・サービスなどをつくる部門の活動評価

設問１０　　Ｅ社　ｻｰﾋﾞｽ課テレビ音響係のケース （状況の解説は次ページ）

・　６人のサービスマンが活動
・　技術講習会に３名出席
・　調整受注が３倍以上となる。
・　液晶共振子
　　顧客はY商高の野球を見たいから、それ
　　までに修理をと依頼
・　木村ﾁｪｰﾝｽﾄｱ、北出張所の対応に追われ
　　ていた。
・　テレビは４時に何とか修理が終わったが
　　お客のニーズには対応不可だった？

記載欄　（顧客の立場に立ち、この問題をどのように分析し、対策すべきか？を記載して下さい。）　



ケーススタディの解説　「Ｅ社　ｻｰﾋﾞｽ課テレビ音響係のケース」

　Ｍ社サービス課家庭用テレビ係のＡ主任（32才）のもとには6人のサービスマンがいる。この人口30万人
の県庁所在都市と、その郊外地区のテレビ、テープレコーダー、ステレオ等の家庭用回路部品のサービ
スを受け持っている。
　サービスといっても、直接顧客に対する故障、苦情等のサービスは第一線の特約店、チェーンストール
が行うことにはなっている。しかし現実には特約店、チェーンストールでは手に負えない故障の修理があ
り、特約店や一般顧客から持ち込まれた修理も担当する一方、特約店に対する技術指導も重要な任務
になっている。
　6人のサービスマンは、全員20代以下の若手ではあるが、地域を分担し東地区はＢ君（25歳）、西地区
はＣ君（24歳）、南地区はＤ君（26歳）、そして比較的顧客の少ない北地区にはＥ君（22歳）としていたが、
皆腕に自信のある一匹狼が多かった。一方工業高校の電子科を出て間もないＦ君（20歳）とＧ君（19歳）
には、内勤として当サービスセンターに持ち込まれるか、または担当者が持ち帰った商品の修理を担当
させていた。
　そしてこのふたりの指導員には、外勤の4人のうち比較的手のすいている者か、あるいは修理品を持
ち帰った担当者をあたらせていた。仕事のすすめ方については毎週月曜日の朝、係内打合せを行うと
ともに問題発生の都度、担当者に指示していた。
　この地方都市では、テレビについては技術の良さとサービスの確実さを看板に売込んだＴ社が第一
シェアを誇ってきたが、最近宣伝と特約店指導の巧みなＸ社がこの地方に拡販のねらいを定め、部品
の小規模工場を作るとともに、強烈な売込み作戦を展開し、シェアの差もぐっと縮まり、社内でも対Ｘ社
作戦の一環としてサービスの質量両面での向上強化が強く要請されていた。7月のチェーンストール
社長懇談会でもアフターサービス技術を向上させるために店員の
技術講習会を要請する声が強く出たため、急遽、先々週の木曜日
にＨ部長、Ｉ課長（35歳）のはからいで、新型カラーＴＶ修理技術講
習会を開催した。



ケーススタディの解説　「Ｅ社　ｻｰﾋﾞｽ課テレビ音響係のケース」

Ｉ課長は洗濯機、冷蔵庫等の経験は豊富であったが、電子関係には詳しくなかったし、Ａ主任もつねづ
ね部下からも『チェーンストールが持ち込む初歩的な修理が多過ぎる』との苦情が出ていたので、絶好
の機会であると張り切ってプランを作り、当日の進行もつとめた。そして、Ｂ、Ｄ、Ｅの3名には1日出張
サービスを取りやめさせ実践指導に当たらせた。
　当日の講習会は修理、調整手順を順序よく指導し参会者も熱心に詳細な点まで質問し、予定を1時間
もオーバーする程であった。そして会の最後の懇談会では参会者から「今後自信をもってサービスに出
られます。」「こちらに持ち込む修理も減らせます。」と好評であったが、一部の参会者からは「今までは
担当の人が来ても、こんな指導をしてくれなかった。今後は、ただ修理するだけではなく、こちらの質問
にも答えるなど技術指導もして欲しい。」との声があったので、Ａ主任は「今までは、どちらかというと初
歩的な修理までもが私どもへ持ち込まれすぎていたので、こちらも忙しく十分指導する時間がとれませ
んでしたが、今後は今日の講習で皆さんが腕をあげて下さったので、少しはこちらも余裕が出るでしょ
う。」と答え、さらにＨ部長も「これを機会にアフターサービスの向上を図り、Ｘ社の追撃をしりぞけましょ
う」と結んでくれた。
　 　　　　　　　　先週末、各特約店からテレビのサービス部品の調達発注が相つぎ、通常の3倍以上
　　　　　　　　　　に達したため、今週の月曜日、部品係のＪ主任はＩ課長と相談のもとに、当面の
　　　　　　　　　間は特約店優先に割当出庫をすると通知してきた。
　　　　　　　　　　その際にＪ主任はＡ主任に「君が先々週の講習会であおったものだから、各チェーンス
　　　　　　　　　トールとも張り切っちゃって、結局は自分のところの首をしめることになったな。前もって
予告してもらえば、もう少し何とか手を打てたのに。」とニヤニヤ笑いながら話していった。
　火曜日の朝、出張修理に出るＣ君がＡ主任の所へやってきて「先週から持ち込まれているＹ－３型の
水晶共振子が揃わないので修理が間に合わないんですよ。今日は地元のＹ商高が甲子園で試合が
あるので絶対持っていかなくてはならないんですよ。



ケーススタディの解説　「Ｅ社　ｻｰﾋﾞｽ課テレビ音響係のケース」

　Ｊ主任は『ないものは出ないよ』なんて言ってるんですからね。こちらはじかにお客につながってるん
だから、直せませんでしたなんて言えませんからね。」と困り切った顔で訴えてきた。その場はＩ課長と
も相談して、課長に動いていただき、宣伝ショールーム用の１台を借用してもらい、Ｃ君に持たせて取
りつくろうことができた。
　今日も3時から準々決勝に進出したＹ商高の試合があるというので、Ｔ社にも相当数いる同校の先輩
たちは、朝からソワソワと仕事が手につかない様子であった。
　そこへ市外南部の顧客であるＱさんから「この前頼んだ修理はどうなっていますか。3時からＹ商高の
試合が始まるけど、ピッチャーの太田君はうちの町の出身なので、試合開始までには持ってきて下さ
いよ。」と電話があった。Ａ主任は早速Ｆ君を呼び確認してみると、先日と同じＹ－３型の特殊部品が
11時でないと入ってこないので、それまでは別のテープレコーダーを修理するようＤ君から頼まれてい
るとのことであった。Ａ主任は入荷次第、修理を完成して、すぐ届けるよう命じてＪ主任のもとへ確認に
出かけた。
　Ｊ主任は「冗談じゃないよ。先週も2個特約店に売渡し、昨日は南出張所から2個融通してもらい、そ
のうち1個は君の方へ、もうひとつは木村チェーンストールさんへ今朝平あやまりにあやまって渡した
ところなんだ。それでもＦ君から足らないと言ってきてるんで、北出張所にこれも頭を下げて11時には
持ってきてもらうようにしたんだよ。3月の決算で手持部品が多過ぎると問題になり、君も知ってのとお
り5月からは20％削減という部長命令が出てるんだぞ。それにしても君の方は部品点数が多いんだし、
ましてあんなＹ－３型の特殊部品なんて価格も髙いし、今まではほとんど出た
ことがないじゃないか。こんなに具合が悪いんなら工場へクレームとして出す
ことも考えようよ。実態を調べてくれよ。」と逆にねじをまかれるありさまだった。
2時過ぎにＦ君が来て「大分手間取りましたけれど、なんとか直りまし
たので、これから届けてきます。」と元気に飛びだして行ったが、4時頃
にＱさんから再び電話があり、「お宅はどうなってるんですか。



ケーススタディの解説　「Ｅ社　ｻｰﾋﾞｽ課テレビ音響係のケース

今頃もってきて、もう試合もいいところは過ぎちゃって負け試合じゃないか。だいいち、あの
持ってきた人、名前なんていうんですか……。すみませんの一言も言わないし、まして出張料
まで払えなんて言ってるけど冗談じゃないよ。こんなことじゃ、もうお宅のは買わないよ。Ｘ
社なんかこの間から月に一度くらい様子を聞きに来ているくらいなんだよ……。」とまくした
ててガチャンと電話を切ってしまった。

【解析の要点】

１，何が問題か？

２，問題をいかに分析すべきか？

３，問題の本質は何か？

４，対策をいかにすべきか？



設問１１　「統計の扱いの明確化」について
　QC７つ道具であるチェックシートは工場やサービス部門でクレームや不良対策によく使われてきた手法
である。下の問題はある部品のクレームを例示した内容だが、一般常識的な見地で、この不況と変化の
激しい産業界で、不良対策を早期、かつ、効果的に進める対策法を提示して下さい。なお。本来は、御社
の重要製品の不良対策を取り上げていただきたいのですが、手元にデーターがありません。従って、下記
を例にして見解を示して下さい。また、『経営的見地からの見解』の意味は、方針的な内容ではなく、「関係
者が具体的行動になる内容」です（下記内容に対するご質問やご要求などがある場合は研修時に講師へ
お尋ね下さい）。

　比率％

　　　２３０　　　４３８　　　　４５６　　　　４０３　　　　４２０　　　　３８８　　総数

　不良合計

　その他

　カミコミ

　ズレ

　カケ

　汚れ

　キズ

　　　土　　　金　　　木　　　水　　　火　　　月　　曜日

　　　　　　　　　　A社の組立品の不具合チェック状態　　　　　　　　　は発生件数を示す（この例は５件を示す）

注釈：
土曜日
は半日
業務

記載欄



統計の活用・ご注意チェックリスト
No. 　　　　　　　　　　　　　チェック・ポイント 　　　記入欄

　１ 意識教育だけで不良は減るか？

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

　３ 品質会議は何のため？どこでやっているか？

　３現主義なら現場で、発生時点のはずだが、・・・

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

　５ ３現主義は有効だが、どのように実施しているか？

　日常業務では？重大問題では？

　６ 品質宣言、不良対策５原則は現場で不良対策にどのように役立つか？

　７ 標準化の整備、見直しは不良撲滅に本当に役立っているか？

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

　９ Ｐ－Ｄ－Ｃシステムが品質改善、ヒヤット対策にどう関係しているか？

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

１１ 目で見る管理が現場で不良対策に直結しているか？

１２ 技術者が現場に渡した標準書の内容で実際に良品がつくれるか？

１３ ﾎﾟｶﾖｹが不良の分別機やアラームの繰り返しの機能しかないのでは？



設問１２　　標準化の順守とコミュニケーションの扱い　

　これはあるお菓子が大量の回収事件を起こした事件である。問題は「ある
菓子メーカーが販売したに金属片が入っていた」という事件だった。顧客が
食べて口にケガをしたためだった。メーカーは「輸入バターの中に金属片が混入していたもの
を使ったことが理由」という内容だった。この企業には金属探知器がある。当然、お菓子に
金属片が混入していれば検知可能である。また、この洋菓子は、この金属探知器を経由してい
た。なぜ、この問題製品の除去が検知できなかったのであろうか？関係者が説明した内容と対
策は次の通りだった。なお、この解説による対策を進めたが、この企業は3月後に問題が起き、
さらに、6ヶ月後に同じ問題を再発させたことを念頭に、下記のような観点で解析して下さい。

　【解析の視点の記載欄 】
１，この企業では、この問題を「コミュニケーションの問題」として扱っているが、再発防止に向け、この
　　種の対策方法をどのように判断を下すべきであろうか？他の方法があれば記載願いたい。
　　

２，X線装置を導入して対処したが、この種の行為の扱いをいかにすべきか？
　　なお、対策後、3ヶ月後、6ヶ月後に同種の問題で回収事件を起こしていることは、この対策が的確
　　でなかったことを示していることを配慮願いたい。



問題の解説　　

　この洋菓子はアルミホールで包装されている。ところが、この包み方がうまくいってないと、
アルミホールに金属探知器が反応してしまい、機械停止になる。そこで、作業者の誰かが感度
を落とし、製品を通過させていた。なお、アルミホールで包んだお菓子を持ってきて、また、
実際に事故を起こした金属片、また、それより小さい金属片をお菓子に入れ実験したが、正規
の感度でテストすると、両者とも確実にこのポカヨケ装置である金属探知器でつかまることが
確認できた。更に、このような状況で現場管理者達は次のような手を打った。
　① アルミホイルで包装してから金属探知器を通す場合、包装の方法がうまく行かないと機

　　　械停止が頻繁に起きるので、包装前に洋菓子を金属探知器の通過を行う。
　　② 更に細かい石などを検知できるX線検査機を導入し、2重の検査をする。

「この事件の内容を見ると、金属探知器で調査すれば、また、前工程を探って行けば、問題の
原因はバターに金属片が混入したことはつかめる。今まで、この種の内容は即日関係部門に連
絡することになっていたが、購入を管理する資材部門に連絡する取り決めで無かったので、規
定を改定し、連絡を確実にする」という品質管理部門長の解析だった。この話を聞いた工場長
が、この内容に対し「いや、今までこの種の事件はなかったから安心していました。金属探知
器に対する過信があってのではないか？と反省しています。」という話し、更に、「どんな良
い管理システムをつくっても抜けがあります。大いに反省していますが、これは、品質に対す
る管理体制の不備、関係者の意識の欠如、コミュニケーションの問題と考えています。・・・
特に、コミュニケーションの問題は重視して対策へ向けたいと反省しています」という説明が
なされた。

【参考】ISO9001規定5.5.2「内部コミュニケーション」：
　トップマネジメントは、組織内にコミュニケーションのための適切なプロセスが確立される
ことを確実にしなければならない。また、品質マネジメントシステムの有効性に関しての情報
交換が行われることを確実にしなければならない。



５，顧客ニーズ変化対応のための
　　デザイン・イン・セールス対処法

設問１３　過去トラ再発防止対策　　

　当然のことながら、企業では、「過去の教訓を
生かす。」すなわち、右図のように、事前検討
段階で、８５％を占めるとされる不良発生状況
を押さえる対策のひとつとして、過去トラ（過去
発生したトラブル）を分析して、今後の対策に
役立てることが行わなければならないが、
営業部門が経験した過去トラ防止の意味からも
工場やサービスを行う実務部隊にサゼッション
や改善の監視が必要になる。そこで、営業関係
者が関係部門と会議や交渉を行う上で必要に
なる、過去トラを目で見てわかる～関係部門に資料提出して再発防止へつながる資料提供の方法
（実務に役立つ方法）を例示して下さい。

事前検討重視で事を進める。

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

起こった問題は解析、記録して
次回、再度の問題（ミス）を
起こさないよう、情報を生かす
取り組みへつなげる。

教訓を
活かす

問題の85％は　　　　事前検討段階の良否に潜む

記載欄



　事前検討対策と事後対策問題の活かし方

思想：①　新製品開発～立ち上げに当たり、事前検討を充分に図り、
　　　　　　　開発・立ち上げのスピード・スムーズ化へつなげる手順化を図る。
　　　　　②　量産開始時点に発生する問題を効率良く対策へ向けるため
　　　　　　　対策案を練り、問題解決を早急に進める手順化を図る。
　　　　　③　②の問題を①の方式で効率よく、確実に出来る手順化を図る。

思想：①　新製品開発～立ち上げに当たり、事前検討を充分に図り、
　　　　　　　開発・立ち上げのスピード・スムーズ化へつなげる手順化を図る。
　　　　　②　量産開始時点に発生する問題を効率良く対策へ向けるため
　　　　　　　対策案を練り、問題解決を早急に進める手順化を図る。
　　　　　③　②の問題を①の方式で効率よく、確実に出来る手順化を図る。

事前検討重視で事を進める。

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

起こった問題は解析、記録して
早期解決手法に改変させる。

教訓を
活かす

問題の85％は　　　　事前検討段階の良否に潜む

予防対策

　　ボヤ程度
　
　　火事

大火　→　類焼


