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はじめに

中小企業を始めとしたサプライヤーへの品質向上の要求が益々高まる中、サ

プライヤー品質を高効率に向上する支援は極めて重要です。そこで、サプライ

ヤーご自身が積極・果敢に進める品質向上を、効果的に支援する要件を中心に、

対策法を整理しました。本書が、この種の対策ニーズをお持ちのご関係の皆様

に、お役に立つことを願う次第です。
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【注記】

この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、特徴は本書を基に、必要

時に【映像】と記された箇所で QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、大半は、

短時間に有効な情報を得ることが可能です。読者の皆様には、是非、本書のご

利用と共に、ご関係者への普及を効果的に進めることを願う次第です。
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１．サプライヤーの選定と評価

（１）サプラーヤーの位置づけ

正に、読者の皆様に対し釈迦に説法となりますが、サプライヤーと共にお仕

事をお進めの皆様に対し、まず、極めて基本的な事項から本書の解説を進めて

行くことにします。

図１は、ある企業に

おけるサプライヤー

の位置づけを示した

図ですが、サプライ

ヤーが製品製造～販

売（事前検討～アフ

ターサービス）を含

め、企業活動の輪の

一部を受け持つ重要

な役割を持っている

実状が判ります。だ

が、残念なことに、

昨今、企業のコンプライアンス問題の報道が続き、この輪の一部にサプライヤ

ーの品質問題が関与した事件が起きました。理由は、一時的な損得を目的とし

た行為でしたが、損金と被害は膨大な状況であり、長年に渡り築いた市場と顧

客の信頼までを一瞬で崩す状況でした。ご関係の皆様は、これを『対岸の火事』

とせず、一度は、図１の企業活動の輪に潜在化している問題の洗い出し~リスク

対策を、ご関係者と一体になり進める方式をお奨めします。

【映像(含む E-Book の紹介)】コンプライアンス問題と対策

（A） E-Book「製造業のコンプライアンス対策」Kindle 版（¥350）

https://www.amazon.co.jp/dp/B07VB5S4HZ

（B）企業の不祥事（違反、改ざん、不正行為など）の防止対策へ向けて

https://www.youtube.com/watch?v=XW1fgNDLj7I&feature=youtu.be
（C）コンプライアンス問題の対策へ一言（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=zHMHvYrKraM&feature=youtu.be

図１ 企業活動とサプライヤーの位置づけ

お客様に満足して
いただける

ものづくりとサービス

使用後リサイクル
（製品寿命・安全性・信頼性）

アフターサービス
（技術的助言・相談）

販 売
（引き渡し、使用
までの取り決め）

保 管
（劣化防止、仕訳）

検査・調査
（使用の遵守、
測定・判定
異常の処置
是正→予防ＣＳ：顧客満足

製 造
（高い信頼度
他社に負けない
品質・納期・コスト力）

購 買
（質の高い納入
メーカーとの連携

受 注
（マーケット・イン対応）

研究開発
（ＣＳ探求製品の具現化）

市場調査
（顧客情報の
把握・ﾆｰｽﾞ
の先取り）

サプラーヤーとの関連強化領域
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（２）サプライヤーの評価と選定

野球やサッカーなど、集団スポーツを見ると、「そのチームがどのように有能

な監督やコーチを抱えても、選手の能力が他に劣る場合、名の通った試合に勝

てない」という、『自

然原理』があります。

企業グループもこ

れに類似し、会社が

どのように優秀、か

つ歴史ある企業で

あっても、サプライ

ヤーが脆弱な場合、

競争力を持った製

品製造に支障が出

ます。このため、ど

の企業も表１のよ

うな評価表と共に、

「いかに優良なサ

プライヤーを確保するか？」を重要視（納入先企業名等も極秘扱いに）してき

ました。そこで、本書では、どの企業でも行ってきたこの種の評価に対し、ど

の企業に行っても、必ず、本音という形で紹介されてきたサプライヤーの評価・

選定内容を紹介することにさせていたくことにします。

① ５S 評価

どの企業でも資材・購買部長の皆様との雑談時に出るお話は「５S がダメな会

社には注文を出さない」という評価でした。理由は、「(1)仕掛・在庫が多い企業

は、平準化生産が出来ないほど、設備故障や作業者のスキルなどにばらつきが

あるなどの問題がある。また、仕掛・在庫の中に不良や手直しが隠れている恐

れがある。(2)掃除に時間を掛け、美化を重視する企業や見える化資料の表示を

派手に行う企業は、その種の所作をムダと考えていない（この種の資料づくり

や、掃除の繰り返しをムダととらえ、改善しない）。(3)品質（物づくり）の決め

手となる要件の改良に努力せず、従来通りの方式で仕事していれば毎日が過ぎ

ると考えている」という分析でした。なお、この話には題材があります。

[不況時に工場見学]：ある工場長（昭和 6 年の未曾有の不況時）の叱咤、

「現在は未曾有の不況とされるが、この時期こそ良い会社が注文を受ける時代

です。そこで皆様にお願いしたい。先般、お客様が我が工場を訪問されたが、

お客様から「おたくには注文しない」というお叱りをいただいてしまいました。

この時期に工場訪問をいただくと言うこと自体大変なチャンスをお客様からい

表１ どの企業でも行うサプライヤー評価の例

お
断
り

Ｎｏ 項 例 Ｗ 詳 細 レベル５（高） レベル３（中） レベル１（低）

１

技術

レベル

加工・組立・・・・図面解読力の経験
と実績

生産設備の精度・信頼性

・・・・ 納入先への納入実績

専門的に高い

高・一任出来る

・・・・・・

一応任せられる

報告・チェック要

・・・・・

指導が必要

改善指導必要

・・・・

２

品質

レベル

品質保証体制、過去不良の有無

不良の対処～未然防止の充実

・・・・・・

完全・責任感高

発生ゼロ

・・・

体制あり監視要

時々発生→早い

・・・

形のみ問題残

問題が多い

・・・

３

納期

レベル

・・・・

・・・・

・・・・

キーマン

の存在

・・・・

・・・・

・・・・・
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ただいたことになるが、お客様が「注文しない」と言われた。理由は、「あのよ

うに、道具を散らかし、測定具が汚れた現場で良い品ができるわけがない」話

だった。私も現場へ出てみた。ネジ回しはチビ、ネジを壊す状態だし、レンチ

はキズだらけでボルトの頭を痛める状態ばかりが目についた！さらに、唖然と

する状況として、製品はホコリだらけ、製品の上を歩いた足跡まで沢山ある状

況だった。道具を買えと言うなら買いましょう。だが、皆さん、誰が見ても、

道具の使い方が乱暴ではありませんか？特に、お客様にお届けする製品、すな

わち、デパートやスーパーマーケットにある製品がホコリだらけで、足で踏ん

だものなどお届けする例は皆無です！『魂を入れた仕事』という言があります。

魂とは鬼になって云うという言葉の合成語だから、あえて云わせてもらいます

が、プロとしてお金をもらって仕事する皆さんなら、もっと仕事の仕方を正す

べきです。・・・・」

その数か月後、工場長は「皆様のご努力で、工場の仕事は良くなりました。今

回、工場見学された、お客様からお褒めをいただき、大量のご注文もいただき

ました。「立派な仕事をされている。熱心に製品のつくり方を話してくれ、信頼

出来るので御社に注文を出します。というお褒めでした。」という話でこの講話

は終わりですが、こ

の話は「理にかなっ

た工場の美化は、も

うひとつの商品！」

を示す注意であり、

当時、多くの企業が

参考にした訓話で

す。このような意味

合いから、サプライ

ヤーの皆様は、図２

の右側に示した５S
改善を進めるべき

です。

【ご参考】５S 改善資料と映像のご案内

http://www.qcd.jp/に５S 改善の E-Book（無料著書、含む映像）を掲載

図２ 美化目的の『掃除５S』と『５S改善』の差

【掃除5Sの問題点】
１、掃除は従業員の

マナー習慣づけ
２、投入工数と

成果の計算なし
３、美化と発表会

が目的では？

脱皮

【経営直結型５Ｓ】
１，改善のひとつとして

美化を得る。
２、発生源対策で掃除を

無くす（例：不良・故障減）！
３、整理＝JIT手法の適用

整頓＝動作経済原則
・・・ 問題を清掃～
発生予防

５S着手前にテーマと成果／
費用の明示

単なる掃除の

繰り返しだけで
果たして、企業と

個々人の成長は

進むのだろうか？

整理＝不要物撤去は
不要資産滅却損

確実な経営
成果確保！

５S改善掃除５S方式

ムダを清掃
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② 品質管理は人質管理という評価

産業界に「中小企業の良否は“おやじ”を評価！」また、「企業を見るな、キ

ーパーソンをつかめ！」という、泥臭いが実務的な評価法があります。これは、

「サプライヤーの品質はスポーツで言う力量の高い選手という個人の確保で決

まる」という対処であり、「良いサプライヤーを確保出来れば、品質保証（含む

納期や原価など）100%安心！」という意味を示した例です。

倒産企業の自殺防止~立て直しを行う東京・大田区の『八起会』野口会長によ

ると、ダメな企業の評価基準は次のように告げられてきました。1 位：経営者の

高慢、経営能力の過信、2 位：社員教育の不備、欠如、3 位：事業目的、目標、

計画性の欠如、その他、4 位：業界情報の不足と環境変化への対応、5 位：新商

品の欠如、技術開発の遅延、6 位：家庭不和、同族経営の弊害、7 位：公私混同、

経営哲学の欠如、8 位：決断力、実行力の欠如、9 位：計数管理の不足と勉強不

足、10 位：ワンマン、反省心の不足です。また、この内容は、今も、多くの調

査内容と、ほぼ一致しています。ちなみに、野口会長ご自身が、倒産に至った

経験を持ち、その意味で泥臭いが実務的な評価項目とされます。

③ 見積・契約書（企画・提案書）による評価

見積・契約書は、正に、納入先への納入先を支援する企画書です。その形態は

様々ですが、図３の

ように分類されます。

時に、メーカーによ

っては、企画書だけ

でなく、試作や見本

(サンプル)の評価と

共にサプライヤーを

評価する例や、技術

力が高い企業の場合、

図の右側に示したよ

うに、コンサルティ

ング的な活動を行う

企業の例があります。

【映像】サプライヤー評価

〇サプライヤーの品質向上・指導法１「サプライヤー評価」

https://www.youtube.com/watch?v=iBEJ3S1m7Rs&feature=youtu.be

図３ サプライヤー評価時に参考となる見積・契約書の例

情

報

収

集

問題意識

課題の抽出

課題の解決
内容具体化

見積書作成
～売り込み

プレゼンテーション

という

売り

込み

～受注獲得

発注側：
説明・質問

納得・・・

意欲の高い
サプライヤーの活動

目
的
は
受
注
所
得
～
継
続
的
関
係
づ
く
り
へ

提出形態（戦略）と交渉時に織り込みたい要素

① 自動車・家電品の形態
他社の製品との差別化内容を明確

にてして、良否判別と顧客希望～

早期意思決定を図る。

★ 購入側の活用は要求の明確化と

充当度を見るため、研究～開発した

ニーズ対応(製品）内容のすべてを並べて見せる。

② 旅行サービス、リフォーム

コンサルテーション的なアプローチで

受注後の満足度をイメージとして膨らま

せ、期待度を高める～リピーター・口コミ

顧客の増加を図る。

★ 図や写真､ビデオなど、具体的内容を提示し理解の増

③ 刀剣製作、宝飾品製作

納得行くまで潜在的ニーズを探る質問

をシステム化して対応

★３段階（概念的～具体的）のフェーズに質問ノウハウ

をシステム化、潜在ニーズとリスクをつかむDBを準備

見積書は新規顧客開拓時に、実力を売り込む
顧客のソリューション・企画提案書である！
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２． 不良ゼロ対策の実務指導法

（１）インセンティブ契約利用による自助努力助長の品質改善活動

特別な例を除き、大半のサプライヤーは、収益向上と発展を目的に御社との連

携の在り方を評価します。サプライヤー側では、品質向上に、お金と時間、人

を投入し、手間をかけた対策が必要になりますが、この積極性（自主的な注力

の程度）を決める要件は、その種の努力（投資）の結果、その企業が、(1)売上

高と利益の増、(2)納入グループ企業内で高い評価を得て、永続的な連携を保て

る。(3)その企業に納入してきた実績や技術力の高さが、納入先以外の企業など

に評価され、新たな発展が見込まれると言う 3 点です。要は、「このようなメリ

ットの程度によりサプライヤーは自助努力の度合を決める」という自然原理で

す。では、この種の活動に火をつける例として筆者の体験から、インセンティ

ブ契約の実践例を紹介させていただくことにしたいと思います。

これからご紹介する S 社は、機械加工を受け持つ、2 社購買方式でした。サプ

ラーヤーA 社は S 社のトップの親戚が管理する中小企業で、発注比率は 8 割、B
社は S 社と全く関係なく、ある時、売り込みが S 社になされ、納入が開始され

た中小企業、発注比率 2 割でした。S 社では、これまで、この 2 社の品質と生

産性向上などを願い、盛んに教育を進めてきましたが、B 社は熱心、しかし、A
社はお付き合いといった形でした。筆者が支援を頼まれた時、S 社は A 社の納

入品の納期・品質問題の対策に悩んでいたため、図５の標準時間システムを投

入しました。図に示し

た通り、この方式は、

サプライヤー側が自

助努力で技術改善を

図れば図るほど儲か

る仕組みです。この方

式を進める時、1 品毎

に判定願う方式とし

ました。すると、1 年

の後、A 社の発注比率

が大きく減り、S 社の

トップは筆者の支援

に激怒し、S 社の資

材・購買担当者と筆者が呼びつけられました。その時、筆者達は、1 品毎の発注

リストと共に、図 5 の評価表を持参し、そのトップの前で「S 社はお客様品質

の確保と共に、収益確保が重要です。この視点で、この製品をどのように判定

図５ ST（標準時間）とインセンティブ契約

サプライヤーが自助努力するほど成果を得る取り決め

目的は、金のなる木を協力しあって育てる対策！

標準時間×時間当たり単価（￥/分） ＝ 支払

技術対策要件
＝低減すれば

利得あり！

地域相場

＝勝手に低減

すればイジメ！

サプライヤーの

最大関心事！

自助努力で低減を図るST：標準時間

自己育成が進むメカニズム
１，技術向上すればSTが下がる。

２，成果が増せば、より技術向上を
自主的に進める。

３，儲かる納入先との連携は

社会的地位を増し、優秀な人材

確保へ発展！
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されますか？」と話し、1 品毎に判定を願いました（当然、実務者が判定した結

果は隠しての処置でした）。すると、この話があった直後の 1週間の発注内容が、

S 社のトップ判断と実務者の発注リストと一致しました。この結果を見て、S 社

のトップは「ウーンそうなるか？」となり、作為なく資材・購買が発注してき

た仕事に納得したわけでした。その後、このトップは、このリストを題材に A
社には、発注と今後の方針を伝えたそうです。その結果、A 社では「親戚の良

美に甘えるサプラーヤー方式は限界！」と思い、本気になって、各種の改善を

開始しました。

俗に「馬を泉の傍に連れていっても、水を飲むか否かは馬による！」という教

えがあります。S 社では今まで熱心なほど A 社の教育を進めてきましたが、図 5
の方式で、初めて自主的な改善が飛躍的に進んだわけでした。このため、現在

は同じ悩みを持つ企業には図 6 を紹介中してきました。なお、B 社では、その

後、更なる素晴ら

しい展開を進めら

れました。単に S
社の下請け的な仕

事だけでなく、改

善で得た余力で独

自の新製品を出し、

S 社と無関係な、

新規顧客開拓を進

めていったためで

した。なお、筆者

が支援を終えた時、

A 社と B 社の発注

は５：５でしたが、

B 社のトップは筆者に「S 社の発注は、市場的に、更なる比率と増量は期待でき

ません。しかし、わが社は更なる発展をしたいので、S 社で得た資金で一般市場

ニーズの高い新製品を手掛けました」ということでした。なお、A 社は、B 社

の取り組みも参考に、その後の発展に努力を進めました。S 社では、この関係を

評価して、「良きライバルが自助努力を促す！」と言っていました。

（２）サプライヤー指導に対する OnDeCo 利用効果

サプライヤー教育には、親会社が、日程などを定め、サプライヤー各社の関係

者を研修室に集めて教育する方式と、サプライヤーに押しかけて指導するとい

う形態があります。だが、この方式は、一般に、(1)取引の関係から、サプライ

図６ STとインセンティブ契約ガイド

１，サプライヤーが自助努力

するほど成果を得る取り決め

目的は、金のなる木を
協力しあって育てる対策！

２，利益向上の前提
方式：標準時間の改善効果

（工数や部品VEなど）
をメリットと定める。

逆に、時間当たり単価は
契約期間中固定。

サプライヤー側のメリット：
改善すればするほど儲かる！

要は、利益増が活動活性の要因

２，利益配分：一種のガイドラインを相互で尊重
次の契約までは下記内容を踏襲する契約を

運営する。利益は均等分割

VE金額

総計

１／３は指導側の

研修費用（投資）
としての支払いに

当てる。１／３はサプライヤー
の改善成果として

（支払い） １／３は指導側の

各種準備や援助

費用などに還元
する。

自助努力型企業の取り組み

儲かれば努力が増す構成

行
動
パ
タ
ン

① ポジティブに
段階的に達成可能な
目標を設定して活動
する。

② 責任を持って進める。
③ 失敗にめげないで貫く。

親方日の丸方式サプライヤー
親会社の支援にはお付き合い程度

どのように素晴らしい

オアシスを準備して

連れて行っても

水を飲む決定

は馬自身！
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ヤーは受け身的な対応となる。(2)限られた出席者に対する教育なので、波及（普

及と伝達）に限界が残る。(3)場所と日程を調整して、一時に多くの対策手法を

教える。また、個別企業毎に必要な事項だけを紹介すれば、各サプライヤーに

有効だが、多くの無関係な内容を伝えざるを得ない環境に加え、研修内容の実

践は各社に任せられる（時には、サプライヤー側からすれば、一時的なイベン

トへのお付き合い程度にとどまり、個別相談やフォローアップなどに十分な効

果が期待できなかった）といった問題と悩みがありました。しかし、Web の時

代、この問題を大きく改善可能されます。

図 7 をご覧下さい。これは、OnDeCo（http://qcd.jp/ondeco/：会員制・有料）

シリーズ４の「不良・クレームゼロ対策」利用による研修の状況です。Web 研

修には、時間と場所、人数制限がありません。運用の特徴は、納入側が指導す

る形で研修をスタートするのではなく、(1)事前にそのサプラーヤーで問題快活

すべきテーマにしぼ

り、必要な対策手法

を選定する。(2)映像

研修の聴講は 1 時間

程度、関係者全員で

研修画像を見る。(3)
映像を見た後、対策

に入る、という方式

で進めるわけですが、

この方式でご実施さ

れた企業から、「世の

中で当たり前にやっ

ている対策をわが社

でやっていない。こ

れでは、遅れをとる！」という話で、自主的な改善が進む例を多くの OnDeCo
会員の皆様からご連絡いただいてきましたので、ご参考になれば幸いです。

【映像】

（A）OnDeCo の案内

https://www.youtube.com/watch?v=9noXJdEdN64&feature=youtu.be

（B） 嫌われ防止サプライヤー連携（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=BsM_FfrXhWM&feature=youtu.be

図７ OnDeCo活用による自己研鑽の効果

不良ゼロ対策ﾒﾆｭｰにおける構成

手法の演習

各・改善技術
「理論の理解」

適用事例の紹介

実践の実務へ展開

例：Step1  QCの歴史（不良ゼロ生産の基本と産業界の常識）
Step2 ５W法-PA解析（３現主義で原因除去の実務）
Step3 ハザード MAP対策

Step4 ヒューマンエラー不良ゼロ対策
Step5 DR対策（親会社との設計開発段階からの品質改善）
質問に答えて：①ISO9001の盲点と誤解、②QMS対策特集

③QTAT集、④是正・予防対策の要点集、⑤不良ゼロ対策の
コツ（要点集）、⑥総合的に不良ゼロ生産の質問に答えて

各現場改善技術メニューのStepも上に似た手順で進めます。

You Tube

共に、1時間
以内に勉学

産業界で当たり前の
不良ゼロ生産対策

手段を学ぶ
自主改善の展開
＝自社と各人の
技術向上メリット！

OnDeCoシリーズ４：不良・クレームゼロ対策サイト

http://www.qcd.jp/
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（３）厳しいが自主・自力改善を促すサプラーヤー品質向上指導

多くの場合、「不良対策は製造技術面の対策が大半である」という理由から、「資

材・購買ご担当者がサプライヤーの品質指導をなさる場合には、御社の専門技

術者の方と組んで対策に当たられてきた」と考えます。そこで、この方式を前

提に、ケース・スタディの形で、ありがちな、仮想 K 社を定め、サプラーヤー

への品質向上の指導点の問題と対策を例示してゆくことにします。

残念なことに、S 社はサプラーヤーK 社による部品が基になり、市場クレーム

と共に、膨大な回収事件を起こしました。回収費用は 5,000 万円、S 社は、この

問題の再発防止が必須の状況です。そこで S 社は、早速、A 氏を K 社に送り込

み、品質改善の指導に入りました。では、A 氏が K 社に訪れて、指導した内容

を紹介することにします。A 氏が K 社に着くと、早速。「御社で、この部品の不

良が問題となっていますが、不良対策に当たっては、全てのル－トを順に追っ

て見て行くことが大切です・・・」この様なサゼッションを A 氏が K 社で行い、

不良対策の解析にスタートしまいた。実は、K 社では化粧板を生産しています。

早 A 氏が早速工場内のプロセスを追ってみると、板が割れる事実関係がプロセ

スの事実解析の結果でみる限り、どうしても解析できません。そこで、「K 社の

協力会社・B 社から入ってくる材料が、もともと割れているのではないか？」

という仮説を立て、A 氏の指導と共に、K 社で、入材を丹念にチェックしてい

ただいた結果、入材の時から割れが発生していました。そこで、A 氏は K 社の

関係者と共に、海外にある B 社を訪問して対策を進めた結果、数ヶ月間、不良

がでない状況を得ました。このため S 社は、A 氏による K 社と B 社の指導を終

了としました（なお、この時に掛かった対策費は 500 万円でした）。

これで、この問題の再発が無ければ、万々歳だったわけですが、やがて、K
社で同じ問題が起きました。このため、K 社では、受け入れ検査の強化を図る

と同時に、問題を発見する毎に B 社に申し入れをし、受け入れ検査の手数料を

要求する方式を実施しました。これで、K 社は「S 社にご迷惑をお掛けする状況

は無くなるはずである。その理由は、この検査手数料を取られては、B 社の損

になるので、多分、自助努力して、本気になって不良撲滅を図ってくれる」と

考えました。しかし、この問題は、そう簡単ではなかったようです。B 社の実

情と A 社への言い訳かが、(a)「今度の問題は設備故障が多発したため」とか、

(b)「先にS社のA氏とK社が指導を受けた時の品質管理部長が転職してしまい、

新たな品質管理部長がしたが、未だ慣れていない」、また、(c)「作業者の離職率

が高く、教育が十分でないため、今回の不良が起きた。・・・」といった問題を

次々とあげ、「このような事情から、問題が再発しました。頑張って何とかしま

す」という状況だったためでした。K 社は困り、B 社に指導や申し入れなどを

行っているようですが、その後も度々問題が起きる状況に戻ってしまいました。
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K 社では「B 社に対し打つ手がない」と泣き言を言う状況です。最終的に B 社

の問題は S 社に及びます。そこで、S 社では、「今度は、A 氏を専従の形でこの

問題に当たるよう、体制を整える」と考え対策中です。

では、読者の皆様には、S 社の資材・購買者の立場で、この問題の再発をゼロ

化する対策の創出をお願いしたいと考えます。

[設問の解答例]
この設問を研修会などで行うと、不思議な現象ですが、判を押したように、図

８の中央の上に示し

たように、(1)教育の

徹底、(2)問題対策書

とお詫び状の提出や、

(3)品質チェックの

徹底を促す標準書の

整備などが提示され

てきました。この対

策は国内企業を相手

としたサプライヤー

対応の場合、100 点

満点かも知れません。

しかし、特に海外を

始め、日本以外のサ

プライヤーに対し、この種の対策は「B 社にとって蚊が刺す程度の効果しか無

い」という解釈をします（海外経験者の皆様は注意点としてきました）。その理

由は、「問題を改善 B 社に余りメリットがない」ためです。特に、この設問では

B 社の納入品を K 社で受け入れ検査する方式を採りました。そうなると、不良

品があっても、B 社側は「その程度の支払いは仕方がない」また、「A 社が受け

入れ検査を行っているのであれば、B 社がお金と時間を掛けて不良対策をする

必要は無い！受け入れ検査の不良損金は大事だが、不良にならない製品の入荷

の方が稼ぎになる！」ということで、一応は、「B 社は K 社からの改善要求に対

し、お詫び、標準化設定~従業員教育にお付き合いする。だが熱心に改善には取

り組まないという事象が起きる」という例が一般的なためです。そこで、この

例の場合、図８の右下に示した(a)性悪説と契約による対策法の適用、(b)S 社は

不良を出したことによる、顧客信頼度の失墜~販売量の低下などが予想されます。

そうなると、ISO9000 の７大原則の 7 番目の「関係性管理」を利用したペナル

ティの活用が B 社に必要です。図では「クレーム時の回収費の 10 倍返し」を記

載しましたが、このような膨大なペナルティの支払いをした場合、もはや B 社

図８ サプライヤー品質指導ガイド
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の経営は持ちません。そうなると、B 社は自ら改善を進めざるを得なくなるわ

けです。このようなに、国際契約と共に、B 社の自己育成を促す対策が ISO9000
の 7 の「関係性管理」の運用です（この方策は「不良に伴う膨大なペナルティ

金」の取得が目的ではなく、自主・自力改善を促す策です）。もうひとつ、 (c) 人

件費が安い国の生産の場合、B 社と縁が無い第 3 社に検査~出荷判定を専門にす

る企業と契約（仮称 N 社）して、B 社の製品に問題がある場合、出荷停止とす

る策があります。これは「全品、B 社の売上高にならないため、改善して不良

ゼロの活動に入らざるを得なくする」方式です。なお、この方式の場合、仮に

N 社が B 社と癒着して不良を出荷した場合、膨大な契約違反・ペナルティ契約

（防止策）を事前に進めておく処置が必要です。

以上、ここで紹介した対策は、かつてこの種の問題で悩んだ企業で、資材・購

買部門の皆様が活用し、効果を挙げてきた国際的に常識的な方式です。

【映像】自主改善を誘発するサプライヤー指導法

（A） サプライヤーの品質向上・指導法２「積極化・自主的体質へ向ける指導」

https://www.youtube.com/watch?v=CWy98WaUNV4&feature=youtu.be

（B）サプライヤーの品質向上・指導法４「ISO 利用による確実性増強」

https://www.youtube.com/watch?v=GMDzrSjO5Do&feature=youtu.be

（４）サプラーヤーの不良対策に有効な品質改善手法

品質向上の大半は製造技術の改善なので、資材・購買関係者の皆様がその良

否判別は、別途、御社の技術スタッフにご依頼になる形態が多いと思います。

しかし、資材・購買の皆様は「サプライヤーがどのような品質改善への取り組

みをしているか？」について実態把握~判別が必要です。そこで、以下、資材・

購買の皆様が可能、また、行うべきサプライヤーの品質維持向上活動の良否判

別法を紹介することにします。

① 死亡診断的取り組みの防止

子供でも判ることですが、「防火に勝る消化なし！」という標語が示すよう

に、家事を出した後で、どのように立派な策を実施しても、防火対策が陳腐だ

った場合、単なる事後処理です。品質面において、1980 年代、欧米の有識者が

日本の TQC 視察時、これと全く同じ指摘をしましたことがありました。この視

察団の目的は日本の小集団活動の見学であり、「優秀な日本の現場実務者が QC=
統計を学ぶのであれば、デザイン・イン以外にない！」という目的でした。統

計は事前検討段階に使って不良の発生を防ぐ手法です（専門的になりますが、
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当時、既に、NASA では田口メソッド、また、QS9000 という米国がサプライ

ヤーの納入の規定に統計による不良予防対策の規定がありました）。ところが、

視察団が見学した企業では図 9 のような、統計を発表会の後付け資料に使って

いたため、これを見た視察団の皆様の期待は大きく外れました。その結果、そ

の後に計画していた 20 名×50 組ほどの視察団は取り止めにしましたが、その

理由は言うまでも

なく、先に紹介した

火事を起こした後

の対策だったため

でした。この種の対

策は、1970 年、既

にポカヨケ対策や

シングル段取りで

優目な故・新郷重夫

先生が『死亡診断的

な不良対策』という

ことで、絶対禁止の

不良対策という形

で世界に普及して

いた内容も関係しました。このようなことから、日本でも広がった ISO9001：
1943 の規定 4.20 に「統計の扱いの明確化」が明示されると同時に、ISO9000
の 7 大原則でも、「客観的事実に基づく意思決定」が明記されました。以上、こ

のような経過で、「不良統計を眺め、不良件数に一喜一憂する。また、現場・現

物を見ないでワイワイがやがや式で想定原因を討論する不良対策方式は国際的

に行うべきでない」という状況です。したがって、皆様が、万一、この種の活

動を今も行う企業に遭った場合、早急に、国際的な活動に切り替える指導をす

べきです。

【映像】自主改善を誘発するサプライヤー指導法

（A） サプライヤーの品質向上・指導法３「理にかなったクレーム対策」

https://www.youtube.com/watch?v=ZIhch_g1cCI&feature=youtu.be
（B）不良ゼロ対策の３つの障害（疑問・難問）

https://www.youtube.com/watch?v=3vLw41g_Dgs&feature=youtu.be

図９ 死亡診断的な是正対策活動

改善は３日で完成したのに、発表
の資料作成と練習に２ヶ月も費やす？

という、火事が起きた後で消した対策

を苦労話と共に発表する形態

死亡診断書で使う統計論議

発表会のための統計を後付け活用

問題発見

想定原因
(関係者で

ﾌﾞﾚｰﾝ・ｽﾄｰﾐﾝｸﾞ
経験や予想で

検討する。）

想定原因
↓

多数の創案

実施

問題が減れば
成果があった。
とする方式？

① ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ方式

② 一括統計処理方式

真の原因は？
難しい製品
構成になっても
大丈夫なの？
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② ハインリッヒの原則の実務的な活用

不良発生を防火する対策に、もう一つ有名な原則があります。図 10 の左側を

ご覧下さい。この法則は、1900年頃、米国の損害保険会社で技術調査副部長の

ハインリッヒ氏が安全関連の保険調査で得た調査に基づいて作成された法則で

あり、不良対策にそのまま適用ができます。不良などの場合、図の左側に示し

たように、潜在化している 30件のヒヤットが顕在化して 1件の不良となります。

不良は定められた品

質基準を超えた状態

です。国際競争力や

ライバルとの競争が

激化する昨今、基準

自体下降します。そ

うなると、不良発生

要因であるヒヤット

領域を崩すべきです。

過去、このような思

想を実践した例が日

本にありました。ダ

ントツ品質を実現し

たカメラ業界の取り

組みです。その努力の過程は図の上部と右側に示した通りです。このような活

動は、次に解説する対策と合わせ技の形でサプライヤーの支援時に、ご利用願

いたい有効策です。

③ 3 現場主義の実践と QTAT 活動

不良は製造現場で発生します。したがって、先に紹介した机上の空論や、ワイ

ワイがやがや式小集団活動をいくら熱心に行っても、不良撲滅に無関係です。

有効な対策は、図 11 に示したように、現場で現物を目前に、先のハインリッヒ

の原則のヒヤット段階で QTAT（Quick Turn Around Time）方式で発生時点に

原因究明を図る対策方式です。このチェックポイントは総て図中に記載しまし

たが、ここで、産業史における実践事例と、その成果を紹介することにします。

1980 年代、日米間の貿易摩擦でジャパンバッシングが起きたことがありまし

た。当時の米国経済の不況がここに大きく関与したわけでしたが、品質問題を

持つ米国製の車が売れない中での中で日本車だけが売れていました。このため、

レイオフされた自動車会社の従業員達は、地面に穴を掘り、「日本車を買うな！」

という行動を採りました(当時、テレビ報道も盛んでした)。しかし、この方式を

図10 ハインリッヒの原則の原則と有効活用例

基準

ヒヤット

良品領域 問題ゼロ対策
アプローチ

崩落

問題発生領域
不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）

ダントツ
基準！

1950年朝鮮戦争の時 ニューヨークタイムスの記者が、ドイツ製カメラに日本

のレンズを装着、戦争の悲惨さを如実に伝える写真を掲載した。この時、日本の
カメラ業界はダントツ目標を定めてカメラ開発に努力した。

ヒラリー卿が1953年
エベレスト登頂写真が

撮れたのは日本のカメラだ
けだった！
以降、大飛躍を果たした。
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いくらやっても、米国製の車の品質向上と無関係なため、販売は回復ません。

そこで、困った米国政府は、トヨタと GM の実験工場 NUMMI をカリフォルニ

アにつくり、JIT と中で

行われてきた QTAT 対

策（名称はストップひも

システム）を導入しまし

た。この国際的ともいう

品質向上実験の結果、図

11 の右下に示した成果

が出ました。要は、「品

質向上が売り上げと利

益増になる！」という実

証ですが、この例は、「読

者の皆様がサプラーヤ

ーのご指導時にそのま

まご活用願える対策法」の一例です（装置産業への適用は下記をご参考くださ

い）。

【映像】不良の原因究明～原因除去対策

（A）TZD 研究会制作：不良・クレームゼロ対策ビデオ（40 分程度）

https://www.youtube.com/watch?v=NJQgToRXeR0

（B）是正対策（三現主義の活用）の実務

https://www.youtube.com/watch?v=VJCQ_xbIj4g&feature=youtu.be

④ 原理図化法による原因と結果の関連の見える化

不良に起因する原因の解析と特定の大半は製造技術の対象です。ところが、多

くの場合、「資材・購買関係者に対し、高度な内容を持つ膨大な資料などを基に

対策内容の解説をされても、理解に困る！」というのが実情です。しかし、有

効な対策手法があります。『原理図化法』の利用です。科学技術の世界では、品

質問題には原因と結果、さらには、そのメカニズムは子供にでもわかるように

図化してきました。「万一、このような図が関係者に示せない場合、大半は、不

良解析を進めた方が、まだ、原因と結果、不良発生メカニズムの解析が進んで

ないという実状を示している」と解釈します。この表現法は、ワンペーパーで

簡単な図化と証明データーで原因と結果を示せるため、発明や発見～事故調査

などでも盛んに使われてきた方式です。では、適用例を紹介することにします。

図１１ 米国NUMMIで証明されたQTATの効果

GMとトヨタの合弁企業
NUMMIで示された品質向上
（JITのストップひもシステム適用）

1990 91 92 93

1,881

74,493

196,126

300,000

計画

３０
万台

20

10

0

米国GMサターン車の販売

仕掛り
検
査

加
工

QTATの基本構成
QTAT：Quick Turn Around Time

発生元へ問題の早いフィードバック

不良

ヒヤット
（手直し）

小さな

不安、だが、良品

発
生
元

品質評価基準

【３現主義の実践】

① 現場へ出て
② 現物と現象を

再現させて
③ 現場で対策

即時対策
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図 12 は、あるバルブ工場のコマ入れ不良対策です。この事例は、この企業で不

良対策の研修後、筆者に「品質改善会議の指導をして下さい」という要請で会

議に出ていた時の例です。ここでは、図の中央に描いたような構成で、ボール

を高速で落として

コマのカシメをし

ていました。ところ

が、不良対策会議で、

「新人が配属され

不良が 2%になった。

ベテランは 0.5%な

のに」という話があ

り、即座に、「新人

教育をいかに進め

るべきか？」となり

ました。この時、筆

者は「現場で不良に

なる現象を見た方

は？」と聞くと、誰もいません。そこで、現場見学、すると、図のようなメカ

ニズムで、機械振動が作用して不良になる状況が判りました。ベテランは、異

常を感じると機械を止め、修正後に機械を再稼働する。だが、新人は、慣れて

いないため、それに間に合わないということが、不良発生数値の差でした。だ

が、これは不良の原因ではありません。「振動によってコマが穴にうまく入らな

い」というメカニズムが不良の原因でした。そこで、早速、振動対策を進める

と、不良はゼロになりました。また、この時、この企業に発注していた親会社

の資材・購買の皆様が、図の解析結果を見て、口をそろえ「よくわかったこれ

で不良ゼロになりますね！」と発言したので、この企業の技術者達は「以降、

不良対策の際、この方式で解析と説明をします！ワンペーパーなので、資料作

成も楽になります」と話しました。

もう 1 例、原理図化法の有用性を紹介させていただきます。これは、他の企業

事例です。ここでは、不良対策の専門技術者の皆様に、個々に不良対策内容を

原理図で描いていただき、新入直後の社員の方に、質問無しで見てもらうとい

う方式を進めました。すると、面白いことに、「こういう原理で問題が起きるの

ですか！」と言った対象は総て不良ゼロになっていました。だが、専門技術者

達が「解らないか？これは、・・」と説明しかけた対象は、まだ、不良ゼロにな

っていない状況でした。要は、目で見て原因と結果の関係が素人にわからない

図は不良の原因が、技術解析を行う技術者が、まだつかんでいない（解かって

図１２ バルブのコマ入れ不良発生メカニズムの原理図

工程１

コマを入れる

工程２
機械の振動で
異常が発生

正常な状態

玉をプレス
圧入

工程３

良品 機械停止・不良品

現
場
の
現
実
は
？

会
議
で
の
検
討
内
容

と
は
違
っ
て
い
た

３
現
主
義
改
善
へ機械振動の改善で不良ゼロ化は実現

机
上
の
空
論

バルブのコマ入れ
不良の発生メカニズム

会議では
新人の不良が多い！
早速、研修計画を
つくり教育せよ！

コマと呼ぶ
機械処理後の
部品

正常に機械が
作動～処理した
時のコマの状態
（カシメ処理）
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いない）という現象の証明になりました。資材購買の皆様は、仕事と経歴上、

ここに紹介した新入社員以上に御社の製造技術に詳しくなっているはずです。

その方達が、万一理解できない図が出て来た場合、ほぼ、絶対と言って良いほ

ど、その不良解析担当技術者の方は原因の解析が出来ていないと考えるべきで

す。

【映像】原理図化法による不良原因の除去

（A）不良原因の見える化（ハザード MAP）対策の実務

https://www.youtube.com/watch?v=MQPHu3p6nF4&feature=youtu.be
（B）なぜなぜ分析と不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=_L2swAL0Bkg&feature=youtu.be

（C）比較分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=xEoR3RsmnQg&feature=youtu.be

（D）科学的分析による不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=1D_If6EKn-8&feature=youtu.be
（E）ヒューマン・エラー対策 不良ゼロ対策への展開

https://www.youtube.com/watch?v=XsZ1ZBApwyA&feature=youtu.be

３．監査方式の有効活用で感謝される品質指導

『3 点監査法』と名づけた方式を図 13 と共に解説させていただきます。この

方式は既に、本シリーズの「HE ゼロ・品質づくり」で解説済ですが、「不良対

策で困る企業で、実施し、その 85%強近くを常に低減してきた」という実績を

得てきた方式です。まず、監査を行う前に、品質上、最重要製品３つを選定し、

各製品に対し、それぞれ、重要工程３つを選んだ後、以下の手順で監査を進め

る方式です。

第一ステップは品質保証部員や技術スタッフに面接して、図の中央に記載した

ように、カードを持ち、(a)重要管理事項 3 点を各カードに記載します。同時に、

各カードに、(b)その理由、そして、(c)ウエイト(評点)を 5 段階評価で記載しま

す。評点は次の通りです。5：極めて重要、4：かなり重要、3：まあ重要、2：
あまり重要でない、1：重要でない。このような記載が終わったら（第 2 ステッ
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プ）、3 枚のカードを持ち、現場へ出て、現場管理者に同じ質問をします。この

状況を示したイメージが図の中央の 3 つの項目です。この時、「標準書を持って

きて確認したい、・・・」と話す現場管理者の方がいた場合、「後でお願いしま

す。現場管理をする方が、重要管理事項をつかんでいない、その理由も不明と

いった状態では、指導も管理も問題です。さらに、ウエイトが低い場合、指導

やチェックなどに時

間を割かない事象が

発生しますが、これは、

後で確かめます」と説

明して下さい。3 項目

記載の後、まず確認す

べき事項は、先にお聞

きした品証や技術ス

タッフが示した 3 項

目と一致するか？否

かです。一致しない場

合、不良撲滅対策を指

導する前に、標準化の

項目を間違って伝え

たり、指導や管理を行っている恐れがあります。そこで、次に、「標準書を持っ

てきてください。両者が提示した 3 項目のチェックです」と話し、チェックし

ます。この時のチェック要件は、(ｲ)3 つの項目の一致度？(ﾛ)各重要項目の理由

の一致度？(ﾊ)ウエイトの一致度？です。問題なければ現場管理は合格ですが、

筆者が今まで実施した企業では、3 工程ほどこの方式でチェックすると問題が出

る状況でした。そこで、このような時、筆者は「最重要製品 3 つで一致しない

場合、他の製品も問題なので、監査後、同じ方式でチェックしてください」と、

お願いしてきました。

次に行うチェックは、重要項目 3 点と、標準書などに記載された内容です。ま

ず、(1)記載内容が一致しているか？(2)見やすい文字（大きな文字で赤色、線な

どが引かれているか？(3)製造現場で、この注意が作業時どこに示されている

か？というチェックです。よく「ホコリをかぶった標準書」という悪口があり

ますが、たとえ立派であっても、持参願った標準書に開いた痕跡がない。ラミ

ネートされた標準書は製造現場にあるが、仕事をする目前に無い場合、「使う目

的で標準化の重点の見える化を怠っている」として、修正をお願いして下さい。

その理由は、標準化とは、良品生産の重要なチェックポイントを仕事直前に示

すと同時に、チェックポイントがOKなら品質保証を示す役割を持つためです。

図１３ 「３点監査法」の進め方

① ISO9001に見る品質保証の重要性

顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品
を一貫して提供する能力をもつことを実証する必要がある場合に規定

するものである。 （ISO9001 規定 １．適用範囲のa) ）

項目１

項目２

項目３

技術ｽﾀｯﾌ

項目x

項目y

項目z

現場管理者

項目Ａ

項目Ｂ

項目Ｃ

項目ア

項目イ

項目ウ

実際に物をつくる作業者２名

標準化遵守状況3点チェック法

まず、その企業にとって、品質上の最重要製品３つ×３つの工程を選定する
手順１： 技術スタッフ（品質標準の設定者）に３項目、選定理由と、その重要性を聞く
手順２： 現場管理者に同じ内容を聞く（技術スタッフの助言、標準書は使用しない状況）
手順３： 現場で実作業を行う方2名をランダムに選定し、手順２と同じことを行う。

有効な

内部監査
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以上、このような監査が終わったら（最後は第３ステップ）、作業者に対する 3
点監査の実施です。この時、仕事のやり方が違う方を 2 名選んで、先の 3 点（(a)
～(c)と(ｲ)～(ﾊ)）を実施願います。注意すべきは、この方達が標準化で定めた重

要事項の順守の程度や内容で品質が決定されます。そうなると、標準化順書の

ため、この種の項目を作業者各人が完全にチェック可能な方式が必要となりま

す（IoT の時代、この種の対策には多くの方式があります。例：各人が重要チェ

ックポイントを目前に示すため、メモで示す方法、ラミネート標準を、仕事を

する台上に示す方法、安価な PC で必要時、必要事項を容易に確認する方法など

がありますが、各作業者が自分で積極的、かつ、本当に仕事時に活用する方式

を適用すべきです。

【映像】標準化順守

（A）有効な内部監査法（ISO9001 シリーズ その４）

https://www.youtube.com/watch?v=2Zlh_ceoIqI&feature=youtu.be

（B）標準化と活用（ISO9001 シリーズ その５）

https://www.youtube.com/watch?v=qMEHhSJxjuQ&feature=youtu.be

（C）標準化対策は泥臭く！

  https://www.youtube.com/watch?v=QRXCNjd0O2Q&feature=youtu.be

（D）ISO9001 運用の盲点と誤解 シリーズ１

https://www.youtube.com/watch?v=t_V8HF9_ak0&feature=youtu.be

（E）ISO9001 運用の盲点と誤解 シリーズ２ QMS 全体

https://www.youtube.com/watch?v=uRi6LLPva-s&feature=youtu.be

４．Web 時代のサプライヤー指導

サプライヤー側が、自ら本書のような E-Book を利用した自助努力を進められ

る活動は極めて効果的です。さらに、ここまでの方式に加え、Web 時代なので、

インターネットを活用したサプラーヤー関係者を直接指導する有効な方法があ

るので、紹介することにします。

[設問]サプライヤーとのコミュニケーション不足に伴う問題

A 社の購買部門では、設計からある部品の発注を依頼されたので、担当者は
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海外工場を選定し、部品を発注した。ところが、注文書と共に送った仕様書の

中身に解り難いところや、内容の説明に不十分なところがあった。このため注

文を受けた D 社では、自社の判断でことを進め部品を製作、納入したが、実際

にこの部品を利用すると、寿命や特性面で問題を来たしてしまった。具体的に

は、顧客クレームとなり、以降の発注がストップしそうな状況に至っている。

以上、この設問は、ISO9001 の活用法として、多くの研修で活用してきた例で

す。なお、このような問題を起こしてからの対策は『悪魔のサイクル』の発生

となり、大火事を起こした後に行う事後処理の山を生みます。では、Web 活用

による対策法を紹介することにします。

現在、一般家庭でも無料の Web ソフトを使って会話する時代です。そのなる

と、この種のサプライヤーとは、発注計画時に「多少とも不明点がある場合、

テレビ会議式システム的手段で相談すること」また「仕事の進行はテレビ会議

式システム的手段で当方から適宜、拝見させていただき・・・」という議事録

に記載して、実施しさえすれば、問題の発生防止につながるはずです。加えて、

筆者は、図 14 のような指導法を支援してきたので紹介することにします。図

14-1 は、改善を求める企業が、対象とする職場の映像を当方に送ってきて解析

している状況です。仕事は 10 分以内です。この映像解析を行い、作業性を改善

してゆとりを持ち、確実な製品実現が可能な内容を送り返します。その内容が

図 14-2 です。これを見た改善相談（依頼）企業は改善を進めるわけですが、10
分程の 1 事例以外に、多人数で行う仕事や、長時間に渡る仕事などがあるので、

先の事例の応用展開方法の質問が来ます。その質問に答えているイメージが図

14-1 の右下です。このやり取りの後（約 1.5 ヶ月）、両者で会議をしている様子

が図 14-1 の左下です。この例はメキシコと日本の間で行った航空部品を扱う企

業の改善でしたが、面白いことに、3 時間の TV 会議の最初に 45 分間は、図 14-2
で示した 42.3%の改善はその値を超えた改善結果の報告でした。また、休憩後

の 45 分間は、多人数作業や長時間作業の改善、最後の会議システムは、雑談的

な情報交流でした。

図１４-１ オンライン研修の指導手順の要点（イメージは図化）

10分程度（ワンサイクル）作業を

現地で撮影
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こんなに若くないが、
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メールで

送付

改善内容と手法を

事前の把握、適用

方法などを相談
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資料追加

～送付

日
本
側
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側

AM８：３０

～１１：００

PM１５：３０

～１７：００

オンライン研修の実施

２日分が３時間以内で！

図14-2 改善の内容（改善前／後）
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②Slide Table : Positioning treatment and Fixing device       
　Major jobs are Measurement , Check Parts Position and 
Making Marks & Writing on Parts.  
This Die can turn 360°(Angle) 

3, Practices of DVD job Process on your Company
　　 　　　実例テーマへの適用

① Instruction sheet
　　　　　指示書

② ,⑨Pen
　　ペン

③Drawing out type shelf
Tape, Measure tool,Gloves in Here  
　　　　棚

④File cabinet
　　ファイルキャビネット

⑤Clamping tools
　　　　クランプ

⑥　Air Drill
　　エアー式ドリル

⑦Assemble
Parts

　　　　組立部品

⑧Calipers
　(measure tool)
　　ノギス

⑨Assemble Part is 
　under the Table
　　部品を下から取り出し

⑩Drill cabinet
　　交換用ドリル

Current Job System Improvement Idea

作業工数低減内容

改善前 改善案
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【参考事例】On-Line 指導（研修）について

（A）On-Line 改善指導の内容（文献）

http://www.qcd.jp/On-Line%20Seminor.html
（B）On-Line 改善指導の映像解説

http://www.youtube.com/watch?v=qZGddfeGMMw&feature=youtu.be

５．さらなる連携の強化とダントツ品質への協業対策

大変泥臭い内容で恐縮ですが、サプライヤーが自助努力で品質向上を図る大

きな理由のひとつに「この企業とお付き合いすることで収益増と将来性が高い」

という理由があります。そこで、本書では、まだ、その対策に悩むサプライヤ

ーを抱える企業の皆

様にお役立ていただ

きたい、主な要件を

まとめました。その

際、図 15 に品質向上

面の支援内容を、力

量向上の実を示す策

と言う形で、要点を

整理してきましたの

で、ご利用願えると

幸いです。しかし、

中小企業を多くする

サプライヤー業界は、

既にこの書の内容を超え、世界と直接お付き合いし、世界的にも高度で特徴あ

る技術で発展する有名な企業や企業集団が多数あります。この種の企業を産業

界では、『ダントツ品質企業』と呼びますが、本書の最初に解説したように、チ

ームで戦うスポーツの場合、優秀な選手を持つチームが常勝する形態を示しま

す。

【映像】ダントツ品質・納期・原価対策優秀企業の取り組み

（A）品質・納期ダントツ化アプローチ１「品質・納期ダントツ化思想」

[指導ステップ１]効果的な教材の提供
① 協力会社の関心度が

高いテーマと対策後の
成果見積もりを先行決定

② 法や規定をチェックリスト化

③ 習ったこと→即・実行

成功体験を段階的に積み上げる指導

図15 自律的努力を進める協力会社に対する支援要件

【要件１】
優良な協力会社の選定
① 数社購買を前提に選定

② 品質管理は人質管理
（特に優良な経営トップと

キーパーソンの存在）

③ 評価の内容は売り込みや

価格の前に５Sの程度

【要件２】
選定後の支援と評価
① 当方（納入先）とのコンタクト

＝利益増になる理解と、

支援や制度など提供

② 自律的な活動を支援

③ 事例中心、結果が確実
早くでる方式を教育

[指導ステップ２] お手本づくり
～自律改善の促進へ

① 三現主義 →最良の方式→順守対策

② 不具合や不良は標準化？×技量？

の程度で判別（問題は10分QTAT対策）
③ 良品/ヒヤット/不良の3区分管理活用

[指導ステップ３] 協力会社評価
① インセンティブ契約の遂行
② ゆるやかな協力会社間競争（含む監査）
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https://www.youtube.com/watch?v=NjKjJuTL3eQ&feature=youtu.be
（B）品質・納期ダントツ化アプローチ２「IE 利用で品質・納期を飛躍化」

https://www.youtube.com/watch?v=6DpwQOrBP9U&feature=youtu.be
（C）品質・納期ダントツ化アプローチ３「市場直結型生産革新」

https://www.youtube.com/watch?v=ig9EcGfuMrg&feature=youtu.be
（D）品質・納期ダントツ化アプローチ４「国内回帰に見る短納期対応」

https://www.youtube.com/watch?v=KdS-hC3A8mE&feature=youtu.be 品質・納期

（E）ダントツ化アプローチ５「特異な中小企業の活動」

https://www.youtube.com/watch?v=L19rJJ_AIBM&feature=youtu.be

（F）品質・納期ダントツ化アプローチ シリーズ 5 件のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=jANSN1_O8u0&feature=youtu.be

おわりに

日本の物づくりは、図 16 に示したように、グローバル品質へ対応や少子高齢

化、人手不足~事業継承まで、多

くの問題を抱える約 90%の中小

企業のご努力によって支えられ

てきました。このため、中小企

業の力量をあげる支援は、その

企業の優秀な人材の確保と利益

増だけでなく、相互発展に関与

します。本書では、そのための

連携と支援の要点を整理しまし

た。本内容が、その一助となる

ことを願う次第です。

                                以上

     令和・元年 8 月初旬

       QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

図１６ 日本の中小企業 2017の状況
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