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気づきが生む改善（シリーズ１０）：「勇気を持ち、誤りを正す！」

     その４ 不可思議な標準化活用法の対策   2020 年 11月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

今回ご紹介する内容は、筆者達、企業支援に当たってきた者が、裏話的に討論してきた『隠れ

標準化、放置企業』に関する対談集です。多分、「読者の皆様には、関係が薄い！」と考えます。

対象は、図の下部に示したように、「品質意識は高い」と自負される企業や管理者がおられる企業

ばかりでした。また、必ずと言っ

て良いほど、優秀で弁が立つ方

達が多く、品質上の問題が起き

れば、多大な時間を掛けておら

れました。なお、ある意味、その

活動は奇妙に似ていました。具

体的には、①いままでわが社式

方式で過ごしてきたので、現在、

多少問題はあるが、良い方式を

見聞しても、変える積りはない。

②現在は、まだ、紹介された優

良先進企業が行ってきた対策法

は手掛けたくない。③もし、近隣他社で上手い方法をやっているのを見つけたら、その方式を真似

れば良く、それまで待つ、という点でした。そこで、以下、「まだ筆者達がお会いしていない企業の

皆様の中に、この種の問題が残されていてはいけない！」と考え、問題と対策を紹介させていただ

くことにします。

１．標準化の定義

では、ISO9001 の取得や維持と共に、品質管理にご熱心な、ある企業トップの皆様と面談させ

ていただいた時のお話を、紹介させていただきます。この企業で筆者の仲間が、「これは監査では

ありませんが、御社では「標準化はなぜ必要ですか？」また、製造現場の皆様にどのように説明さ

れてこられましたか？」とお聞きしました。すると、「・・（無回答）・・」という状況でした。この企業でこ

のような質問を出した理由は、その企業のご相談は、「ホコリをかぶった標準化・・・・現場の方が使

っていないお飾り標準化とか、最新のやり方が記載されていない標準化・・・IoT 時代に PC など、

最新機器を利用いない、と言った問題を指摘され、各種、近代的な提案法などは進めてきたので

すが、恥ずかしながら、成果が挙がっていない」という状況だったためでした。

ちなみに、今から 5 年程前、筆者自身、恥ずかしながら仲間と話す中、「標準化はなぜ必要です

か？」と質問された場合、良い答えを持ち合せていない状況でした。このため、この話に強い興味
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を持ったわけでした。筆者の場合、この定義に対し、2000 年に入る前頃から、異業種交流形態で

JMA・TZD（不良・クレーム対策）研究会の幹事を担当させていただいた時、答えをつくりました。

当時、4 年間、都合 21 社の皆様と共に、不良ゼロ対策を進め、大きな成果を挙げ、その手法を産

業界に普及するという仕事を進め、その後、この普及の仕事は続けてきました。だが、先の話です

が、研究会終了後、5 年程が経過した時、研究会の皆様が集まる機会があり「標準化とは？」という

議論を進め、結論にたどりつくまで、我々は、多大な時間を要しました結果、「標準化とは不良発生

予防のための情報提供！」としました。

このような経過と研究会で得た『標準化の活用意義』は図のような内容でした。また、当時の議論

の結果は、図の右下に記載したように、標準化を活用して不良を発生するのであれば、①標準化

事態に、まだ、改良の余地が残

る。②有効な標準化を保有して

も、順守上の問題がある場合、

その効力は少ない。さらに、③

標準化の内容を達成可能なレ

ベルに担当者が至っていない

場合、標準化はあっても、不良

発生防止に役立っていない！

という 3 点でした。すでに、「標

準通り仕事を進めれば不良が

出ない！」という実証実験は図

の右側に示したテーラー氏が

「標準化＝ベストウエイ、これを順守・達成可能な作業レベルに備えるのが生産マネジメントである」

というコンセプトを、既に、示しておられました（第 2 次産業革命と言われた 1900 年の初期には明

確化していました）。さらに、1962年には、ZDプログラムを誕生させたマーチン社・ハルピン氏を中

心とした取り組みがあり、ここでも、同様の内容が提示されていました（ZD プログラムについては、

既にシリーズ７で詳説したので、必要があればご覧下さい）。さらに、ISO9001:2015 では、「この規

定利用が予防策となるため、予防対策書を削除し、問題が残余している場合に限り、是正対策（不

適合の原因を除去する）対策書を作成すること！」となっています。このような意味から、現在、

我々は、「標準化とは不良発生予防のための情報提供と共に、標準化と共に確認を指示した必要

なチェック項目の確認は工程内品質保証を意味する！」としてきました。ここで、先の会社が我々

の仲間に相談された解に戻りますが、以下、筆者達が悪戦苦闘の結果得た対策法を紹介すること

にさせていただきます。

２．標準化不順書の影響と、『オトリ作戦』の適用

卓越した匠を中心とした生産形態で、ダントツ品質を誇る物づくりを進めて来た企業は別にして、

「一般の企業の製造現場に標準書が無い！」という例は希です。しかし、不良やクレームが時々発

御社の「標準化の定義」は？
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生する職場において、その標準化の重要部分が確実に守られてきたか否か？は疑問です。その

理由は、理論上、不良やクレーム、さらには、重大なコンプライアンス問題が発生する事象が起きる

こと自体、先の「標準化とは不良発生予防のための情報提供と共に、標準化と共に確認を指示し

た必要なチェック項目の確認は工程内

品質保証を意味する！」という活動に

結びついていない危険があるためです。

要は、この種の企業では、「標準化の

設定か？運用が機能していない？」と

いう保証が取れないためです。このよう

な意味合いから、「どの企業でも、早急

に、物づくりを左右する製造方法と管

理＝標準化の設定と運用を早急に見

直すべき」です。そうしないと、左側図

の左側に示したように、悪魔のサイクル

に突入して行く危険があるためです。極端な例として、昨今、社会問題を起こしている企業では、

標準化があっても無視し、改ざんするという、悪意を持った行為が発覚しました。この種、極端な例

は除き、もし、まだ、御社の中で、何らかの理由でベストウエイとして定めた標準化を使い物づくりに

不具合が残っている企業があれば、早急にハインリッヒの原則に示されたヒヤット段階で、その原因

の除去を進めるべきです。脅かす積りはありませんが、そうしないと、御社は、図に示した、無意味

な「使わない標準化資料の増産」になりかねないばかりか、図の右側に示した活動に進めない恐れ

に近づくためです。そこで、以下、多少とも、この種の問題を抱える企業の皆様に対し、早急に「勇

気を持って、誤りを正す！」という行動をお願いしながら、問題と対策法を例示して行くことにします。

このように「標準化に関する問題」を挙げると、企業によっては、「早急に標準化の監査すべき！」

と、主張される方がおられます。そこ

で、この主張が持つ問題を示してゆ

くことにします。抜き打ち監査ならま

だしも、一般に、「不良発生に対し、

即監査！」は右図の上に示した形

態です。ここには、次のような問題が

内在します。①監査日程を決めて行

う監査の場合、それに合わせた準備

を行う。このため、日常行っている実

状と異なる状況の解説と共に、監査

側も誤った判断をする事象が発生し

勝ちである。②この種の監査は、期

間を設け、サンプリング方式で行うため、「監査から監査までの間、監査時におこなっていたことが、
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同じように繰り返されている」という前提で行う。このため、この時に発見されなかった問題は監査側

だけでなく、その企業でも別扱となる。さらに、③一般に、監査の目的は、監査時に実施されている

事項の良否判定（評価）となるため、監査された者としては、指摘された事項がその職場の管理責

任になる例が多い。このため、指摘されてはまずい行為や問題点などは、監査でバレない（隠す）

ように対策を進める。以上、このような理由から、「この種の形式的監査は、現場の実態把握や問題

発掘～改善に、余り有効でない！」とされてきました。

そこで、不良ゼロ化が、この種の活動の目的なので、「では、日常的な生産活動で標準化の不具

合の摘出をする！」という点を配慮した、『オトリ作戦』と名づけた方式を、紹介させていたくことにし

ます。どの製造業でも、「監査～教育など、品質問題に対する対策は、良品生産が確実か？否

か？がテーマとなるはずです。そうなると、標準化や運用などの細かい点まで見なくても、良品生

産が確保されていれば良い！」となります。そこで、この思想のもと、ヒヤット品を日常的に流し、「ヒ

ヤット品を検出可能か否か？可能であれば、その工程はヒヤット検出能力が高く、高い品質保証体

制を維持している」としました。これが、『オトリ作戦』の前提ですが、具体な適用は、①抜き取り監査

でヒヤット品に賞金を掛け、オトリとして工程内に、週２～3 回程度流す。②流したオトリ以外に捕ま

えたオトリがあれば、即、標準化の見直しを進める。③オトリはゲーム感覚、各職場で担当者を決め

て行うが、実施の予告は全くしない（時には、流す雰囲気を示しても流さない時も作ります）。④『オ

トリ発見賞』の資金は、工場における提案賞、または、不良損金の一部を利用する（要は、品質改

善研修や資料作成費などを含め、工場では、特別な資金の追加をしないでも実施可能な資金を

使う。このため、不良対策に余計な資金投入は必要としない）。⑤オトリ作戦では、例えば３ヶ月、ま

たは、半年という、期間限定で行う。なお、1 年間不良ゼロ生産を続けた職場に対して優秀賞を出

し、表彰し、その職場のやり方を他の職場に波及すると同時に、ベストウエイ（標準化設定～管理

に対する有効で実務的な方式）のお手本づくりと、波及目的に展開する。

以上、『オトリ作戦』の展開は、かつて多くの企業が定例的に進めてきた『モグラ・タタキ式』という、

不良発生の度に行う問題点発掘～該当職場に叱咤する形で是正を求める不良対策対策（反省会

などの会議）や、監査の投入とは、全く異なる方式です。『オトリ作戦』の特徴は、「日常生産で不良

予備軍であるヒヤット品を捉え、発生時点問題対策と共に、対象となったヒヤット品に対し、物づくり

の基盤となる標準化の実態を日常的に見直すと同時に、物づくり力のレベルアップするため行う」

方式ですが、今まで、不良対策に悩む多くの企業で行い、多大な成果を挙げてきました。この方式

を適用した評価は、①不良ではなく、ヒヤット品の発掘（不良１に対しヒヤットの発生は 30）なので、

品質上の対策する機会が多くなる。このため、日常活動と一体化した不良発生防止の探求に役立

つ。②不良品の発生に伴う障害は大きいが、安全対策の KY（危険予知）と一体化して行うので、

現場関係者としては容易に運用できる（かつ、理解しやすい）。さらに、③かつて行ってきた、不良

を発生させた後に、品質会議等と共に不良対策を進める方式は、衝撃が大きく、余計な対策まで

進めければならなかった。だが、この方式に場合、まだ、不良になっていない段階で扱うので、現

場関係者の負担が少ない。要は、現場でいろいろな策が多く、自由に適用することができる！」と

言った状況でした。
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物づくりを的確に進める対策に、各工程で標準化を守り完全品質という形で保証までを行う自工

程品質保証方式は極めて有効です。『オトリ作戦』は、この目的を確かめるために行う対策ですが、

もうひとつ、これと並行して行う「後工程はお客様」という思想を実践する QTAT があります。下の図

の上部に示したのが、QTAT で

す。また、図の上部は、多くの企

業が行ってきた食品異物対策

の中の髪の毛対策の状況をイメ

ージ図で示した例です。

人毛が食品に混在すると、そ

の企業の衛生管理面で大変に

低い状況を示す問題となるばか

りか、人毛による食品異物に係

わる各種、衛生上の問題が発生

する元凶になる恐れがあります。

このため、多くの食品メーカー

では、ローラー掛けをして衣類などに付着した人毛の除去を進めてきました。しかし、このようなロ

ーラー掛けの目的は、単に付着した人毛の除去に留まっていました。このため、1 時間毎にローラ

ー掛けしても髪の毛問題でクレームが入ると、1 時間を 30 分頻度にする。さらに問題が起きれば、

20 分、・・10 分とする状況でした。そこで、筆者は、この種の企業に図の下部に示したように、「ロー

ラー掛け＝評価システム」として扱い、QTAT 対策を進める策の展開を願ってきました。ちなみに、

「食品における人毛問題をハインリッヒの法則で評価すると、衣類などに付着したの 1/30 程が食品

に入る、という物理現象を意味します」そうなると、仮に、30 分に 1 回のローラー掛けで人毛の付着

があった場合、この 30 分の間に衣類に人毛が着いたわけですから、人毛発見と同時に、この間の

人の協力を得て、行動をたどり、問題の発生の原因を探ります。このように、「QTAT＋ローラー掛

け＝評価システム」を問題発生時点に適用した結果、例えば、①この間に「設備が故障して対策し

た。このため、白衣（作業衣）が乱れ、髪の毛が衣類に着いた！」とか、②「着替えにロッカールー

ムにいった。用事を済ませて戻る時、衣類を着替えたが、白衣を床に落とした。一応、はたくなどの

処理をした後、エアーシャワーを浴びたが、落としきれない人毛が白衣の腕や脇の下にあった。こ

れが、ローラー掛けで判った！」また、③「設備の清掃を行った。こと時、やりにくい箇所に身を乗り

出した時、着想が乱れ、髪の毛が白衣についた。・・・」といった事実がつかめました。このような原

因を除去すれば、食品に人毛が入る危険性は低減可能です。筆者は、図の下側に示したように、

この方式を多くの食品メーカーで実施を願い、既に、多くの企業で成果を挙げてきました。

３．仕事される側に立った（ES 思考の）標準化

一般に、「標準化」と言われる対象の構成の中には２つの異なる要素が内在しています。ひとつ

は『技術標準』です。これは、温度や時間～材料や成分、その比率などといった、物理的条件が不

食品への人毛混入撲滅対策に有効なQTAT利用

一般に行われてきた方式
時間を決めて行う

ローラーがけ 人名

Ａ

Ｂ

Ｃ

１ ０ ０ ２

０ ０ １ ０

０ １ ０ ０

③ 目的は食品異物の混入程度を低減

② データーを取り、訓示や注意！

① この行為の繰り返しが品質保証を期待？

人毛

の

除去
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純・不備の場合に不良につながる要素です。もうひとつは『標準手順（プロセス標準）』です。これは、

この技術標準を守る際、人の特性に応じて最適な内容を求める内容です。人は個々に筋力や知

識、背の高さや視力、さらには、注意点や集中力を持続する時間などが異なります。そこで、技術

標準の絶対確保を前提にその方に一番合った手順を定めるべきであり、これが、作業者側に立っ

た標準化の設定と運用、『ES 志向の標準化対策』です。

『ES 志向の標準化対策』の特徴は、図の上部に示したように、「標準化＝仕事を進めるために必

要事項を知らせる情報である！」という思想の実践です。同時に、「標準化＝仕事を進める時、また

は、終了時にチェックポイントを知らせる情報である！」という解釈の活用です。さらに、ここに、「標

準化＝最良の方法で、安価、安

全、確実、楽に早く仕事をする手

順」を追求して行く対策が加わりま

す。このような機能を持つ標準化

の活用に当たって、我々は、ヒヤ

ット発生段階で不良発生を防止す

る策を盛り込みます。このような対

処に加え、図の下に示したように、

「製造現場の実務者達に命令書

の形で標準書の記載事項の徹底

命令する」や、実務者の皆様が、

「守りたいが意味不明である。しか

し、〇〇から、それは言えない。」・・という問題は排除します。そうしないと、製造現場の実務者の

皆様が、「理解不能」という理由で不良発生の原因になる恐れがあるためです。特に、「今更、聞く

ことや標準書の変更を今更言えない。・・」という状況が潜在化すると、いくら教育や注意などを繰り

返しても、不良発生は続くことになり

ます。では、具体策に入ることにしま

す。

筆者達が標準書やマニュアル作

成の書や講習会に行くと、度々、学

問的な解析という形で、上図の左側

の図がガイドされてきました。これ

が、作業者側で見た、「喜ん（高い

モチベーション）で理解願える ES
志向の指示書や標準書～マニュア

ルの内容」です。その要点は、作業

者がマニュアルに依存する程度が中くらい、要は、自分で考え、納得する要素を記載（指示）事項

のバランスを示したものです。「しかし、その具体策は？」と言うと、「概念として判るが、個々に

使う側に立った標準化利用法の開発

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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は？・・・」となる状況でした。そこで、筆者が、苦悩した末、具体化した対策法を紹介します。

筆者は若い頃、10 数名のスタッフを抱え、ある工場の生産管理のコンピューター化の仕事をし

ていました。当時は、まだ『キーボード・アレルギー』という言葉があり、PC 利用が始まったばかりで

したが、このような環境で、筆者達は生産管理システムを立ち上げ、「実践前のテスト！」を開始しま

した。ここでは、「製造現場の管理者達を指導して生産関連データーを現場 PC にインプット願う」

といういう仕事が皆無だったため、システム開発を進めて来たスタッフ達は PC 操作マニュアルをつ

くり、現場教育を進めました。当然、その前に、筆者も操作マニュアルを見（チェックして）ましたが、

「良く書けたマニュアルである！」と思いました。しかし、やがて、この教育が進み、アンケートも良好

だったので、テストランになりましたが、現場から「PC の操作が判らなくなった！」という呼び出しが

に殺到しました。そこで、急遽、スタッフの皆様が現場へ行き、教えましたが、いつまで経ってもこの

状況は終わらない状況でした。そこで、筆者は、その実態を調べました。すると、問題は、「研修会

や、毎回の指導で判るが、現場用語ではない！」という内容がクローズアップしたため、筆者は総

てのPC操作マニュアルを引き上げました。その代わり、現場関係者に白紙のノートを渡し、筆者自

身が行ってきた、下の図に示した、『習う側がマニュアルを作る！』対策に切り替えました。

この方式の原点は、第二次大戦時の日本軍の海軍大将が実施された『山本五十六方式』の利

用です。筆者は、かつて、管理者研修で、山本氏が「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、

誉めてやらねば、人は動かじ！」という

教育法を習いました。この方式では、ま

ず、①指導側が話しながら教える。習う

側はメモを取る。②その後、習ったこと

を習った側がメモを頼りに清書してマニ

ュアルを作る。③②の清書したマニュア

ルを見る前で、指導者が実演してマニ

ュアルに記載した事項を確かめるが、そ

の際、指導者は応用動作を入れる。す

ると、これに気づいた生徒側が質問する

（質問が無い場合は「マニュアル通りで

仕事して大丈夫か？」聞く（促す）すると、ここで、相互会話が加わると、より深い理解となります）。こ

れで、起きがちな問題に対し対策する内容（応用動作対策事項）が判るので、また、それをメモとり、

清書願う。④このような対処と共に、先に③で作成したマニュアルの改良版：応用動作マニュアルを

完成させる。⑤今度は、指導者は生徒側で清書したマニュアルを読み、生徒がマニュアル通り仕

事を進める。以上、この５段階の手続きで、教育を受けた現場関係者の皆様は、「このマニュアル

で、この仕事は大丈夫である！」となります。不思議なことに、筆者が行った生産管理システムにお

ける PC 操作マニュアルを見ると、習う側の方が、キーボードや画面の一部の絵などを入れた幼稚

とも取れるマニュアルでした。しかも、使っている用語は総て現場用語でした。しかし、「現場の者な

らだれでも解る！」という内容でした。その後、この方式を活用した結果、生産管理システム開発ス

スピード・メモ修得法（ＳＮ式）
①現場・現物で「やって見せ」方式で、教育しながら、習う側にメモを取らせる。

② 初心者はメモを整理 → 清書する。 これをベテラン（指導者）に見てもらい、修正・確認

③ 清書（修正済み）マニュアルを初心者が見る前で、ベテランが応用動作を加える。

④ 新たな要素、仕事のコツなど質問事項を入れ、再度、習ったことを清書する。

⑤ 今度は、ベテランがマニュアルを読みつつ新人に仕事を遂行してもらう

繰り返し

特に重要な点をまとめてワンペーパー
標準書にする

JIT標準(視野の中に入れ
3点程を常にチェックしながら
仕事を進める）

変更時 維持・定着
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タッフが現場に行く対策は無くなりました。加えて、全くの新人を連れてきても、このマニュアルで立

派に PC 操作を行って行くことができました。これは、筆者達にとって、極めて興味深い体験でした。

慣れれば、この種のマニュアルは不要です。そこで、その後、このノートは現場に残し、その要点を

ワンペーパーマニュアルにしました。また、日ごろの注意点は、目前に 3 点ほどを示した JIT 標準

にして行きました。なお、異常があった場合、このマニュアルでは対処できません。そこで、既にコ

ピーマシンのトラブル時に使う「見える化マニュル」を参考に、現物に対策手順と要領などを写真と

共に表示する方式を追加しました。その結果、筆者達が開発した生産管理システムはスムーズに、

進み、より、早い実現を果たしました。

標準化徹底方式には、①現場教育ということで繰り返し教育して「決めたことを守らせる！」とい

う強制式と、今回の紹介させていただいた、②「習う側が積極的に取り組み、プロセス標準を具体

化させ、自ら守る！」現場作業者の主役型納得方式があります。その後、この差は極めて大きいこ

とを体験したので、その事例を紹介させていただきます。

この事例は、富士山の裾野近くにある製紙工場で実施した事例です。当初、この企業の社長様

から、「レイアウト改善法の講義と指導をして欲しい！」という依頼をいただきました。そこで、SLP：
System Layout Planning という有名かつ実績が高い手法を説明しました。講義は３時間程度で

終わりました。この研修の後、「中村さん、質問と言うか、相談になりますが、よろしいですか？」とい

うことで、内容を詳しくお聞きしました。

すると、左側の図の右上に示したよう

に、質問された方が、「現在 5 月の始

めですが、6 月末に夏に向けた、ジュ

ースや牛乳用・紙パックの生産がピー

クになります。レイアウト変更では間に

合いません。現在、日系ブラジル人の

皆様が応援作業という対策の状況で

すが、今までのような対応では、夏の

ピークに対応できず、また、昨年のよう

に、多大な残業をしてもお客様のニー

ズに応えられなくなることは明白です！なんでも良いから、良い手は？・・」という内容でした。さらに

詳しくお聞きすると、「現在、昼勤で 12 名操業だが、6 名×昼夜 2 交代にする。なお、この人員増

に日系ブラジル人が当たる！」というお話でした。そこで、筆者が米国に在勤していた時にも適用し

て、成果が大きかった、先に、生産管理システムを軌道に乗せる際におこなった、『ES 志向のマニ

ュアル作成法』を紹介しました。「ちなみに米国の例では、前ページに示した方式と共に、習う側が

作業標準書の作成と共に、「有効な標準書は会社が買う！」としました。標準書の良否は新人を連

れてきて、作成した標準書を見て仕事をしてもらえば判ります。不良ゼロ生産が前提ですが、適用

の結果、「標準書を見ただけ、短時間で仕事を早く出来る対象が良い！」という評価でした。さらに、

この方式にした途端、①作業者が競って仕事のコツを指導者から聞いて学ぶ。②相互に勉強し合

製紙工場で適用した作業者主体の標準化

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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って標準書をつくる（良いチームワーク活動が自然発生した）。③かつて、日本の技術スタッフが作

成後、翻訳者に頼み標準書を作成してきたが、この手続きと費用の省略だけでなく、日本でもあっ

た、「技術者が使う用語が現場では判りにくい！」という問題も解消しました。・・・」このような状況を、

この製紙会社で紹介したわけでしたが、急遽、既に日本にこられていた日系ブラジル人の皆様が

加わり『ES 志向のマニュアル作成法』の作成説明会となりました。この方達は、多少、日本語が判

りました。カタカナが書けます。また、お話の中では、「会社では休日に、我々を各地の旅行に連れ

ていってくれる計画をしているが、我々は日本に稼ぎにきている。残業して標準書（マニュアル）づ

くりでお金を貰えるならありがたい。その方が良い。・・・」という話でした。現地はポルトガル語です。

当時、この翻訳もネックになっていましたが、今回紹介した方式では、自分たちでマニュアル化す

るため、高価、かつ、時間が掛かる翻訳は不要です。このため、「大歓迎！」となり、この方式を進

めました。その後、夏の生産ピークが終わった 10 月頃に訪問しましたが、関係者が「快挙！」と話

されました。この成果はご関係者のご努力によるものですが、筆者は、この時、この対策は『自然の

理の現出！』と思いました。

その後も、この種の対策を必要とされる企業が数社ありました。すると、その中に「良い話だが、標

準書を現場関係者が作る。良いものは買う！という制度は、わが社に今までなく、反対も！・・・」と

いう問題を話された企業がありました。そこで、このようなお会社に対し、筆者は、「勇気を持って新

技術導入！という冒険談をお話しているのではありません。いかがでしょうか？「今回テストとして！

とされては？」とお話してきました。すると、面白いことに、「テストならやって良い」～「成功しました」

というお返事でした。筆者の体験では、「テストで成果を得て、3 年も経てば企業では、それが制度

になるはずです！」という状況です。

４．現場参画による標準書運用レベルの向上策

品質改善研修の講師の後、「誰が見ても良好とされ、標準書は整備されている。だが、現場参画

が無いため、不良が発生して困っている！」という悩みと共に、多くの相談をお受けする例がありま

した。そこで、その中から、皆様にご参考になりそうな例を紹介することにさせていただきます。

次のページの、図の上部は、鉄板を切断するシャーリングという機械操作指示書と不良発生問

題です。ここでは、不良防止のため、標準書に「切断材を切る時、20Kg 以上の力で鉄板を押し付

けること」という注意がありました。この対策をしないと、切断時に板ズレが起き、不良になるためで

す。しかし、「具体的にどのようにすべきか？」という物理的な証明まえは記載されていない状況で

した。この標準書の指示通り、人が力いっぱい押しているようでも、物理的に、20Kg の押し付けに

なっているか？また、現場管理者が確認可能か？は疑問です。そこで、筆者は当時、６１ｋｇの体重

でしたが、体をまっすぐにした状態で、45度に倒し、板を押し、板の先に掛かる重量を計測してもら

いました。すると、確実に 30ｋｇ以上でした。そこで、この会社のシャーリング作業を担当する方も筆

者とほぼ同じ体重だったため、図の右上の標準化に記述内容を改訂しました。その結果、ここでは、

不良ゼロ生産となりました。この種の標準化書を、我々は「改訂前の標準書をムード的指示！」と言

います。この種の標準書では、「標準書は、誰が行っても、確実、解り良く、物理的内容を確保可能
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な、物理条件を満たす方式と表現にすべき」です。なお、現在、IoT の時代です。皆様ならば、この

種の問題に対し、費用対効果を見て、自動化されると思います。

右下図の下部の図は電子回路製作を行う企業へ不良対策の相談を受け、筆者の仲間が訪問し

た時の対策例です。この企業では、作業標準書に「手首にアースコードをつけること！」と厳しい指

示がありました。冬場に多いのですが、人の体に静電気があると、例えば、ドアーなどに触れる際、

「パチ！」という音と共に、スパークが飛ぶためです。このような理由で、この工程でも作業者の手と

電子回路間で静電気によるスパークが起きると、電子回路が破壊されるため、アースの着用が厳し

く統制されてきました。友人へのこの企業の相談は、ある意味「違反者探し」の相談でした。だが、

その前に状況把握が必要です。そっこで、友人は現場の課長さんと工場見学を進めました。製造

現場では皆様がアースの着用と共に、

お仕事に集中されていました。すると、こ

の課長さんが製品説明をする際、電子

回路を指差した時に、筆者の友人にス

パークが見えました。そこで、「スパーク

飛びましたよ！」というと、怪訝な顔をさ

れました。さらに、「不良になったので

は？」と言い、検査願うと不良品になって

いました。その後、部屋に戻り、不良の

相談会となったわけでしたが、この課長

さんに対し、今日のような工場見学で現

場訪問をした全日程と日時の記録を出してもらいました。すると、80％が不良発生日でした。要は、

問題となる物理現象を、課長さん自ら起こしていたわけでした。「物理現象は企業の階層や人物を

選ばないという原則」です。そこで、この工場では、「製造現場に入る者、全員がアース装着するこ

と、製品に近づく場合、アース後、指先確認、呼称の後とする」という注意書きと、監視担当を決め

ましたが、その後、ここでは、この問題はゼロ化しました。後日談ですが、その後、この企業の現場

のミーティングで、現場の皆様が、筆者の友人に「実は、課長さんが問題を起こしていたことを知っ

ていた。だが、上司に注意は？・・・」という状況を報告したそうです。この時、この課長さん、反省さ

れていたそうです。だが、その報告では、「この課長さんは、やたら現場に厳しいという状況は無く、

現場との人間関係も良好である」という内容でした。この問題は現場の皆様が遠慮し「あの課長は、

頭が良く、既に問題の原因は知っておられるはず！」としていたためです。そこで、筆者の友人は、

この企業に対し、「上司に気を使う前に、顧客と品質に問題がある事項は会社の地位の上下に言

う！」という指導をしました。その理由は、航空機の CRM：Crew Resource Management という安

全航空試験資格では、既に、この種の問題に対し、主パイロットが間違った行動を取った場合、副

操縦士が指摘する制度を試験項目にも入れ、対策済だった例があったためです。

次ページの左側は、ある研修会で、筆者に「摩訶不思議な不良発生！」という例です（この種の

相談は、今も時々あります）。問題は、「1 年に数回、誰が見ても判るこんなものが！という不良品が

切断機にセットする板を、規定の力で押す

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

ガード

かつての標準書の指示
20㎏程度で切断部に密着
させて押すこと！

経験と訓練
から、・・・
この程度？

文
学
的
指
示 角度45度で

体重をかける
こと！＝50㎏以上
であれば、25㎏以上
を確保する！

物理条件を
持つ指示

電子回路組立て作業

職場では、静電気防止
のため、手首にアース
コードの設置が義務と
なっていた。全員装着
しかし、時々、不良が
発生していた。

部課長が標準化を守らない問題
筆者と工場見学！

その時、案内した
課長が製品説明

時に、目前でスパーク

調査結果、この方の見学説明時
だけに不良が出ていた！
皆は知っていたが、黙っていた
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最終工程まで流れる！」というお話しでした。この問題に対し、現場に出向かず、想像で対策を想

定することはできません。だが、この時、幸い、折よく、筆者がその付近を訪れる機会があり、工場

見学となりました。当日、製造現場の際、皆様全員が礼儀正しく、必ず挨拶される状態でした。特

に、工場見学時、作業中にもかかわら

ず、丁寧に挨拶していただく状況に、

筆者は奇妙な感を持ちました。このよう

な工場見学後、ここでは、再度、その

企業の若手スタッフ１名と共に、同じ工

程を回りました。その時、各工程で見

逃した現物写真を示し、各工程で「何

を見ているか？各項目に対するあなた

が見る対象と責任は？」と聞くと、全員

「皆で注意する！」という内容でした。

なお、当日、筆者は、この企業の方に

筆者の工場見学時、並行してオトリという形で、問題製品に似たものを、この工程に流していただい

ていました。だが、それも発見されずに流れました。以上、このような実態を、この企業の関係者に

告げると、全員が「唖然！」となりました。この調査とオトリのテストで、誰もこの種の製品のチェックを

していなかったという事実が明確化したためです。そこで、ここでは、「品質上、重要なチェック事項

は見学者などの挨拶より優先すべきこと。また、W チェックしてでも早期問題の発掘と、先に解説し

た QTAT をすべき」としました。その後、この企業から、「この種の問題のゼロ化だけでなく、品質改

善が大きく進展した」というご報告をいただきました。さらに、その数年後、筆者は、既に、この事例

は完全に忘れていましたが、担当する研修にこの企業の出席者があり、報告とお礼の報告をいた

だきました。その時も、「当然、その後、摩訶不思議現象は無い！」というお話でした。

次の上図の左側も、不良対策研修後によく相談をお受けしてきた問題です。内容は「上司から声

掛けされ、その対応をした時、重要な処理やチェックを忘れたりできなかったため、不良を出してし

まった」という問題です。一般に、多くの工場では、上司の命令や問いかけに現場の皆様は即応し

てきました。この慣習や環境の中で、上司に対し、とっさに、「すみません！今、重要な処理を進め

ているので、話しかけないで下さい！」という言を発するにはかなり勇気が必要です。しかし、この

種の企業で、安全上の緊急注意などの特別な状況で無い限り、「上司の問いかけと、お客様の製

品の不良防止のどちらが重要か？」と問えば、CS（：顧客志向）重視の行動の選択になるはずです。

かつて、筆者が務めていた企業でも同じような問題を発掘したため、筆者達は図の右下のような方

式をつくりました。要は、重要な処理やチェック時には、上司であっても声かけを待っていただく制

度です。そこで、先の企業相談の際、この事例を紹介しました。すると、その後「問題解決と同時に、

製造現場から喜ばれました！」というご連絡をいただきました。

摩訶不思議！ありえない
不良を最終工程でキャッチ

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

不良？
品質教育や

標準化などは

全工場に徹底

してきたが、・・

見逃すはずが

ない▼▲不良

が最終工程で

時々、見つける

のですが？・・

折
よ
く
、
企
業
訪
問

工
場
見
学
す
る
と
！

どのような
ご相談

ですか？

工場見学では皆様が丁寧に

挨拶される状況だった。また、

標準書も整備されていた。

問題は、いつ、どこで

誰が、何をチェックする

かが、決めてない状況

実験すると、再発！

上司が話しかけが・・
不良発生に関与！

重要な操作やチェック時に上司が

問いかけ→中断：即応・・・→不良！

「上司への対応より、顧客品質の

確保が重要！」と定め、実施。

看板設置で

成果を得た！

「現在、〇〇中！

これが終わった時

お声掛け下さい！
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５．IoT 時代の標準化活用法

標準化は仕事を進める上でベストウエイ（最良の方法）を探求した結果、現在の内容を得たという

内容です。このような理由で、我々は、企業内で「標準化通り仕事すれば不良は出ない！」という

定義を決め、不良発生の予防を実務的に進める活動は極めて重要です。この内容は、オリンピック

選手やプロ・スポーツ選手が常に柱として現状を評価し、さらに向上した結果を新標準として、達成

に努力する活動と同じです。だが、現在、「国際的、また、自然体で見た場合、標準化に必要な要

件は？」言った場合、その対策は様々です。そこで、以下、実務的、かつ有効な標準化利用法を

解説することにします。

右図に示したように、既に ISO・TC176 で

は、既に、「標準化とは最良の仕事を進める

ための情報提供である！」という内容を提示

してきました。我々は、製造現場で、この内容

を実務的に解釈して不良ゼロ生産に使って

行くことが重要です。そこで、その一例を、右

図の下に記載しましたが、多くの職場で、各

種、生産状況の記録を取る活動に際して重

要な点は、その内容や数値が標準書に定め

られた内容と同じか否か？というチェックで

す。製造現場へ行くと、標準書には生産関連の指示が記載されていますが、記録用紙は別、再度、

標準書を見ながら記録する例が多々あります。この場合、記録の際、わざわざ標準書の指示内容

を見なければなりません。そうなると、時に、多忙

な職場では記憶にたどり、記録する活動になりが

ちです。これでは、標準値の順守も確認が不安で

す。ISO900０ｓの基本は、上図の下に示した P-
D-C です。図に示したように、この種の問題は、標

準化の指示：記録という様式にすべきです。さらに、

左側の図に示したように、各種の指示の際、図や

挿絵などと共に重要な情報を提供すれば、理解と

確認が確実になります。加えて、現在、利用が盛

ん、また使い勝手が良い IoTの利用があり、この利用は時に、極めて有効です。次ページの図は、

「知られざるガリバー」という番組で明電舎が行ってきた IoT 活用標準化の例です。ある意味、ここ

まで述べて来た総ての内容と、理想の形が IoT 活用と共に具体化された例だったので、その構成

を解説させていただくことにします。

この方式の特徴は、作業時、目前に標準化の内容を図と共に、必要作業内容に限って情報提供

する点です。これが、作業指示であり、作業者はそれに従って作業します。例えば、トルクレンチな

どは通信機能を持っているため、所定の数値になると、作業者に報せ、作業終了指示を出します。

標準化と品質保証

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

Plan：標準化の

指示内容

Do: 実行＝

記録

Check： ①と②の

一致度記載

A.仕事上必要な
情報の入手

B．仕事中～終了時
チェック＝品質保証

標準化情報の利用による品質管理～保証（記録）の在り方

P D C

文章や箇条書き式より有効な見える化対策

図や表などを追加する必要性

① 各項目(要求事項や指示、連絡など）

の関連（全体と個々の関連）を簡単に
つかめる体系が必要である。

② 人には感情と右脳による感性で
物事をとらえる習慣（パターン認識）
があるので、まず、気に入って

いただく、容易という環境の準備が
必要になる。

③ 箇条書きの内容に矛盾があると、
混乱するので、整理が必要になる。

米国・空軍でテストの結果

Ａ：言葉だけの伝達は40％
Ｂ：図表のみの伝達は70％
Ａ＋Ｂの伝達で90％となった！

コピーマシン故障時の対策手順

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

JIT＋IoT標準化
必要時に、
必要事項と

必要チェック点
を情報提供！
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同時に、表示板にその内容を送り、標準化をベースとした P-D-C システムということで、作業の完

了と共に、作業内容の記録が表示されま

す。この時に異常があれば、正しい指示値

になるまで、作業の改善を続けます。このた

め、不良は皆無となり、このデーターは、後

日、品質保証を証明するトレーサビリティの

資料になります。この種の対象の中には、

当然、手書き入力で実績報告する対象もあ

ります。だが、IoT 利用による標準化対策

は、指示～作業の確実性フォロー～品質保

証を一元化した方式です。TV の報道で

は、ベテランも新人も同じシステムで作業を進める内容が紹介されていましたが、ある意味、技術蓄

積と伝承問題も、このシステムが支援する形態になっていました。

IoT利用が進みAI＋自動化が可能になると、作業の容易性までが大きく変化する例があります。

左下の図は飛行機の昇降タラップという階段設置の自動化です。ご存知のように、大型ジェット機

が空港に到着した時、昇降時にダクトのよ

うな筒状の通路が出入り口に装着します。

この時、毎回、微妙に変化する出入り口に

ピタリと接合部をつける作業は、短時間の

作業要求と共に、かなり習熟を要する仕事

でした。この自動化に当たって、この例で

は、対象とする機種を徹底調査、また、タラ

ップの装着手順の解析などを IT 化したデ

ーターベースを AI で解析し、自動化して

いったそうです。現在、各所で AI の進

化は目覚ましい状況です。かつて苦労しながら、また、ヒューマンエラーが多く発生する対

象への展開が進む状況ですが、この例は、その種の対策に参考になりそうな要件を持ってい

たため、ここに紹介させていただきました。

以上

明電舎が「知られざるガリバーで」紹介した標準化活用
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どこを

どの程度
・・指示

作業手順毎に

作業内容提示

～結果フロー

Check

Do

Plan

IT標準化
JIT活用

ベテラン、素人の区分なく、
同じシステムで作業
指示～フォロー

標準化＝仕事の要点を情報提供＋確認情報を入れ品質保証
（要点の指示＋チェックで確実化＋IT情報で蓄積・トレーサビリティ）

2020年7月11日報道

完全保証

例：ボルト締め6ヵ所の場合
① 天井からつるした図面と作業箇所

作業順を指示（着順に赤色表示）

② 作業者が確認して作業に着手

③ トルクメーター＋発信機付きレンチで

ネジ締め。

④ 規定トルクに

なると、OK指示

⑤ 次の作業手順へ

→①へ

新明和工業の航空機昇降タラップAI化
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かつて行っていた操作

① 訓練が必要！

② ベテランでも

注意しながら

接合が必要！

③ お客様を待

たす操作なの

で、急ぐが。

人により差が

出る。神経を

使い疲れる等

2020年9月26日「知られざるガリバー」TV東京より

全航空機のドアー形状、位置、・・
を総て撮影、開閉状況などを撮影、

このデーターと共に、
膨大なデーターベースを

基に、昇降車とドアー

接合状況を調査して、
AI化していった

ワンボタン操作で、短時間に
確実なタラップ接合にした。

膨大なデータ
＋

AI処理


