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気づきが生む改善（シリーズ１１）：「勇気を持ち、誤りを正す！」

     その５ 標準化とマニュアルの限界！   2020 年 11月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

製品製造の現場では、物づくりに直結した標準化

の設定と順守が重視されてきました。確かに、この対

策は重要です。しかし、IoT を始めとした技術が高度

に進む時代、この対策を文書化だけに限定して活動

することは危険です。そこで、今回、ISO9001 の生い

立ちも見直し、産業界が取り組んできた標準化の在り

方に対し、「勇気を持ち、誤りを正す！」という視点

で、文書以外の対策法を整理して行くことにしました。

１．ISO9001 とノウハウ保護

1994 年から取得と普及が盛んになった国際規格・ISO9001 は、ISO9000ｓ（9000 シリーズ）の

ひとつです。ちなみに、ISO9004 は ISO900１を包含し、QMS（Quality Management System）

として詳細な対策がガイドされてきました。現在、日本では、多くの企業が ISO9001 の取得をして

いますが、ここで注意すべきは、

「QMS とは物づくりそのものでは

なく、物づくり力を高めるための活

動である」という点です。ISO9000
シリーズでは、物づくりを「製品実

現」と言い、この中身は、材料を購

入して、製造プロセスで製造技術

を駆使した対策としてきました。こ

こで、物づくりに大きく関与する標

準化は、後者の製品実現に直結

した内容ですが、その対象は、５

M＋I（５M:人、方法、計測、設備、

物＝設計や方案と、I:管理と情報）になり、QMS と製品実現の関係をまとめたの図が上の図です。

以上、皆様には釈迦に説法となる解説ですが、今も、この種の区分をしない取り組みや、QMS の

扱いにおいても、下に示した問題に気づかず、「QMS の順守が、やがて、工場関係者のモチベー

ションや制度強化と共に品質向上につながる」という夢をいだいて活動される方が多い状況です。

以上、このような視点で御社の活動を見た場合、もし、皆様の周りにこの区別をせずに活動する方

がおられたら、是非「勇気を持って誤りを正す！」という視点でご指導をお願いしたいと考えます。

気づきが生む改善力
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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）

基盤：品質マネジメントの原則（JIS Q 9000）
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① ISO9001 では企業間のレベル評価は行わない。なお、ISO9004 のガイドラインに 5 段階評

価があるが、物づくりその物の良否やレベルそのものを示した規定では無い（不良を多数発

生する企業でも ISO9001 の認証取得企業がある事実を見てもこの実状が判る）。

② 各社で定めた ISO9001 の規定の履行に問題があると、審査機関は認証を取り消す。また、

社会常識として「コンプライアンス問題を起こす企業の場合は ISO の認証はく奪すべき」だが、

ISO9001 には、この種の罰則規定はない（性善説を基に、規定が定められている）。

③ ISO9001:2015 の規定７．２に「力量」があり、規定中には「力量の明確化」という文章はある。

だが、個人が持つ物づくりに対する、具体的な項目と客観評価の記載は無い（企業内の評価

を促す記述にとどまる）。要は、航空機のパイロットなど、一流の仕事をこなす方には、客観的

な資格の付与や試験などがあるが、ISO9001 には、この種の内容は提示されてない。また、

個々の産業や技術が異なる状況でこの種の要求を ISO 関係者にしても無理がある。

ここまで述べてきた解釈をしてきた優良企業の多くに、「わが社は、既に、ダントツ品質の追及して

きた。この視点から、ISO9000 シリーズを見ると、極めて当たり前の事項が規定の形で示されてい

るが、もはや通過点という視点で見ると卒業！」として、ISO9001 は取得しない企業があります。

このように解説すると、ISO900１は「わが社は QMS を運用して品質向上を図りたい！」という企

業が取得して使う規定であることが判ります。ちなみに、ISO の国際機関側でも、この種の誤解を

防ぐため、図のようなガイドをして

きました。その要点は、ISO9000
には（1）一流の物づくりを目指す

ために必要な品質計画（一流品質

の実現目標）、それへ向けた活動。

（2）現状分析に基づき、冷静に問

題を分析した、品質改善を図る対

策。（3）改善した品質レベルは品

質保証する活動。同時に、（4）
日々、維持継続する品質管理を行

う活動です。さらに、このような構

成には、このレベルを各社独自に

段階的に進め、後ずさりしないため、教育や標準書の作成～各種改善などに対し、(５)有効性と(６)
効率のチェックをガイドしてきました。以上が、物づくりの進化を前に進めるために有効な QMS の

構成です（このように、QMS は品質向上を補佐する活動です）。

興味深い話として、ISO900１の規定が 1994 年に登場した当初、講習会などに出席すると、

「ISO900１の取得が無い企業は EU への輸出はできない！」という説明や企業関係者の談話があ

りました。貿易摩擦と EU の産業保護が関与した内容です。このため、日本では、多くの企業が

ISO900１取得に動きましたが、片方で、「この制度には外部監査があり、外部監査は第三者が行

いる。そうなると、この種の監査関係者の守秘義務があっても、時には、EU に日本の物づくりのノ

ISO9000が示した品質改善の構造

マネジメント（規定3.3.3）

組織を指揮し、管理するための
調製された活動

プロジェクトマネジメント
（規定3.3.12）

コンフィギュレーション対象
（規定3.3.13）

図などで活動構成を設定して活動の成否を

「見える化」する対策と解釈される

品質計画品質保証 品質管理品質改善
中期品質向上戦略を
ダントツ品質とすべき

段階的に向上させた
品質レベルは保障する

責任者を定めて、
品質を保証する

現状把握～問題
や高みを目指す活動

有効性(3.2.14)
計画した活動が実行され、

計画した結果が達成された

程度

効率(3.2.15)
達成された結果と

使用された資源

との関係

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

インプット
有効性
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ISO9000sはISO14001に合わせてスパイラル・アップ

を提唱、しかし、2000年改訂時に段階的
改善の図を提示！
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ウハウが漏れる危険に注意！」という指導がありました。その後、この種の事象が本当にあったか否

かは不明です。しかし、審査機関

が EU 直属で無い場合でも、日本

企業の多くが、「標準書に製造ノウ

ハウを詳しく記載しない対策」を進

めました。また、その種の企業の多

くが、①監査員に評判が良いとさ

れる標準書を研究して出す（実際

に社内で使う標準書を二重帳簿の

形で分ける策を進める）。②ノウハ

ウは出来るだけ装置化した設備に

盛り込む（要は、設備管理の規定

では設備操作のノウハウまで問え

ないので、設備化対策と共にノウハウ保護を図る）。③匠技術（高度な技能）などは、その実態が解

明できないため、また、漏洩しては困るため、「ノウハウは人が持つ独特の内容」とし、「解明不能！」

という形で、常識的な内容だけを審査員用として作成して、審査時に提示するという方式を進めま

した。このため、この種の審査用の物づくり関連の標準書は現場で使えない資料（二十帳簿形態）

でした。

２．標準書という文書がカバーする標準化の限界

現在、文書の大半が IT 化される時代です。これを予測する形で、ISO9000s を検討する国際

機関は、ドキュメント、さらに、2000 年に、中小企業の

ための ISO9001 ：ISO/TC176「何をなすべきか？」

では、「標準化は情報である！」としました。この状況

と右下に示した産業の変遷を見ると、「物づくりに当

たって必要となる標準化という情報の扱いを、物づく

りの状況に合わせて選択して行くべき」という考えが

順当です。産業は発展し、かつて職人任せだった物

づくりの時代から、技術進展に伴い、現在のような

IoT の時代に移りました。この要素を探ると、５M が、人の段階から方法の段階、この段階で、物づ

くりに必要な標準化が重視されます。だが、仕事を進める中で、標準化の対象となる対象の中に、

計測すれば数値化できるものがありました。例えば、姿治具、ポカヨケといった計測値を機器や工

具などに標準化の要素を持たせ、確実な物づくりを進める方式です。ここでは、もはやベテランと

素人の差が出ず、教育期間も極端に短期間出来る可能性が高まる方式でした。このような状況を

左側の図に示しましたが、この段階になると、文書にあった重要要件は治具やポカヨケに置き換わ

るため、もはや文書の作成は不要となります（文書の対象は、これらの機器や道具の定期点検とい

ISO9001の生い立ちと、良品生産の証明！

動機：1987年頃BS5750は部品調達で信頼性の高い納入業者を

判別する目的で認証制度をつくった（優先取引の評価）。
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（企業体など）
第一者

顧 客

（企業体など）
第二者

製品・サービスの提供

満足

認証機関

第三者

①QMSを認証
②QMS認証を公表

ISO:９００１を取得する意義！

EUにおける戦略
ISO9001取得が無い

企業は、品質報償上で

問題では？

輸入禁止！

不良発生
標準化の監査と共に

物づくりのノウハウも！

産業の発達とノウハウの技術化の経緯

【産業の発達史】

職人技

分業化

協同化

個人芸

職人任せの

時代

アダムスミス

の時代

テーラーの

時代

フォードの

時代

現代～

将来

標準化

機械化

同期化

自動化～
ＩＴ化

人 方法 計測 設備
物＝
設計

～情報５Ｍ段階改善法による評価

３Ｓ＝Simplify   Specialization  Standardization 
（単純化） （専門化） （標準化）
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った内容に変化しました）。再度図をご覧いただくと、この状況は図の右側に示したグラフのように

なり、人の技量に頼る仕事をしてしていた時代から、方法、さらに、計測の段階になると、ヒューマン

エラー防止のために作成した標準化に関する書類減と共に、ヒューマンエラーに伴う不良の発生

なども大幅減となります。さらに、この種の計測治具や機器を集め、設備という形で製品製造が進

むと、もはや設備の操作とメンテナンスマニュアルは必要となり、標準書に書かれていた物づくりの

基準やノウハウは総て設備の作動プログラムに組み込まれました形態になります。この対策には、

別途、設備投資資金と設計～スムーズ運転までの時間は必要となりますが、要は、この段階では、

物づくりに関する標準書やノウハウ書類等は設備の作動プログラムなどの形で内蔵化され、書類の

作成は不要です。さらに、物＝設計の

段階になると、物づくりその物が変革

し、「かつて必要だった標準書は役立

たないので不要」になります。この例と

して、例えば、かつて、黒電話を製造

していた企業では、スマホ製作になっ

た時、黒電話製作時に使っていた標

準書がスマホ製作には全く使えなくな

ったという例などです。

以上、簡単に産業の発展と５M の段

階的な変化について解説させていた

だきましたが、この図と、右下の表をご覧いただくと、「標準書が必要な段階は、人に頼る生産～方

法の段階に限定される！」という

状況が判ります。さらに、これは

筆者が関与した体験談ですが、

1994 年代に、外資系の自動車

整備を支援したことがありました。

ここでは、「仕事をする際に、必

要な場所で必要な内容だけを、

図や写真と簡単な文字で示す、

見える化手段の活用を図る」策を

展開しました。審査は、ISO900１
の認証取得が厳しいとされる、

EU 関連の審査機関皆様でし

た。当時、現場で、実作業と標準化の運用をご覧いただき審査を願ったわけでした。当時、取得企

業側は「認証まで 2 年の計画！」としていましたが、この対策で、4 ヵ月ほどで認証を取得しました。

また、審査内容は、「作業に関する標準書が仕事の内容と一体化していた」という評価でした。この

ように、標準化という書類作成においても、このような対策があります。

不良対策におけるポカヨケの位置づけ

職人任せの

時代

アダムスミス

の時代

テーラーの

時代

フォードの

時代

現代～

将来

時
代
の
進
展

技術進化の状況と要素

職人技に頼る＝人

分業化＝方法研究

標準化＝計測

機械化＝設備

ポカ ヨケ

物＝
設計段階からの改善

ヒューマンエラーの大きさと、投資金額 大

ヒューマン・エラー

対策に関与する

管理ポイントの減

投資金額と、

具体化までに

要する期間
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標準化とノウハウは道具に！

不良対策手段と５M
段階 不良対策の主な手段 中心となる対策

物

（設
計）

製造技術の革新：源流であるものづくりや設計段階からの改善

製造・設計方式の革新例：電子回路→集積回路、溶接→金型で一体
化製造の例、製造革新や、シンプル設計の多くはこの分野となる。

研究開発や設計
面での改善

設備 不良を出さない自動化対策技術の適用：温度や人のノウハウの自動
制御などがこの対象、鉄鋼における溶鉱炉や圧延設備のＩＴ化など

FAと呼ばれる自動運転やロボット利用による組立はこの例である

設備改善やＩＴ化

計測 ポカヨケや治工具利用など、計量すべきポイントを押さえた対策

・ 強制停止式ポカヨケ：不良や品質異常があればラインや設備ストップ
をして問題を報せ発生源対策を促す方式

・アラーム式：製品を製造する重要管理項目に異常発生のきざしがあ
れば警告して、手を事前に打つことを人に促す。

・治具や簡単な計測機器を用いることにより不良を出さない仕組みや
問題の早期発見につなげる対策方式

・良品と不良品を仕分けるだけのポカヨケは最後の手段とする

・製品の形状や特

性利用によるロー
コスト自動化の

対象として行う
方式

・各種センサーな
どの利用技術

方法 ・目で見る管理：標準化の注意点表示、５Ｓ利用の員数管理など

・人間工学を利用して問題発見を早くするしくみなど（例）飛行機のコッ

クピットのメーター類は全て針が正規の時は上を向いている、異常が
あればすぐ発見できる

各種標準化の
対象領域

人 ＱＴＡＴ、パトロール検査、・・・スピード・ダウンによる手順の確立など

～スキル登録まで

組織・責任体制や
訓練～評価領域
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だが、ここで、計測の段階に相当するポカヨケが有効であっても、過信してはいけません。そこで、

事例と共に、活用の際の注意点を解説することにします。ポカヨケは、欧米でフール・プルーフ（バ

カ除け）と言われたミス防止デバイスでした。これを発展させたのは、故・新郷重夫先生ですが、新

郷先生は、トヨタと旧・松下電器（現 Panasonic）を指導される過程で、現在、世界的に有名になっ

ている『ポカヨケ』としました。この経過は紹介（既に、本シリーズでは紹介）済みなので、省略して、

その代表例を図に示し、解説することにします。これは、丸い鉄板に棒材を溶接する作業で、不良

ゼロ化を図った事例です。図の左上

は、溶接済の部品の中で、棒材が溶

接されていない不良品を強制的に仕

分けする方式です。この方式では、

溶接後の部品をコンベアで次工程に

運びます。この時コンベアを傾斜させ

ると同時に、部品の棒状の部分に当

たる板を設けると、板に当たりながら

運ばれる以外の不良品を仕分けしま

す。しかし、この方式は不良の発生を

許す方式です。このため、中央の図

のように改良し、棒材の有無を溶接前に光センサーで検出、発生時点対策を進めました（この方式

の場合、溶接前に棒材の有無を確認するので、不良はゼロになります）。しかし、棒材の供給に人

手を要し、溶接する機械もチョコ停（短時間停止）します。これでは、まだ、機械停止して生産性低

下になります。ここで、その理由を調査したところ、部品切れだったとします。そうなると、部品供給

部（シューター）に部品の有無が判る判定装置をつけ、部品供給すれば、中央の図に示したような

装置でチョコ停は防げます。このようにポカヨケには、多くの対策法があります。ポカヨケには、下表

に示したのように、簡単なもの

から、CCD カメラ＋PC ソフト処

理による高度な判定を瞬時に

行う方式まで多数の方式があり

ますが、特殊な例として、例え

ば、梨の糖度を近赤外線で判

定する装置の利用もあります。

この例では、もはや、人手では

出来ない仕事を、極めて正確、

かつ、瞬時に行うことが可能な

ため、農家が生産した梨の集

合出荷～梱包ラインでは、必須

の対策になっています。現在のような IoT の時代、次ページの表に示したように、多数の方策があ

ポカヨケの種類と運用例

，ポカヨケ・

方式上の区分

① 強制式：問題時すべて通さない方式

② 注意式：人に問題を報せ、対策を促す方式

事後ポカヨケ：不良の発生を許すポカヨケ

強制式

発生時点ポカヨケ：不良の発生は防止出来るが
設備のﾁｮｺ停を許す方式

注意式

事前検討ポカヨケ：
問題発生前に問題防止を
図る方式

注意式

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

ポカヨケに利用が多い各種センサーの例
No. 区 分 解 説

１ 形状利用式 PCなどのコネクターなどに見るように、その形状、方向でしか取り付けがで

きないものや、ピンを立て、その方向にしかセットできない工夫をしたもの

２ 目印や色表示利用
利用式

簡単な判定や停止位置、調整などに、ストッパーをつけたり、色表示で間
違えをなくす。安全ロープやマークなどで問題の発生防止を図る対策

３ 高さ利用式 加工穴の状況や取り付け時に、間違わないように高さの特性を利用する
方式。ゲートにこの考えを利用して寸法やサイズを分ける方式もある

４ ストッパー機構 定位置停止やズレ防止にバネピンやガイドを利用する方式

５ 機械・磁気・電気式
センサー利用式

リミットｽｲｯﾁ、静電容量式センサーを利用して位置や製品の高さ、長さ、部
品や加工終了の有無などを検出する方式。赤外線式なども含まれる

６ 光センサー利用式 非接触型ので部品の有無、位置などを知るセンサー利用の各種ポカヨケ

カラーセンサー利用式などはここに含まれる

７ 浮き子など物質の
質量、特性利用式

液面の高さ検出、液体の質量・濃度差などを利用した各種センサー利用
のポカヨケ

８ 温度・圧力・振動セ
ンサー利用式

バイメタル、起電力、ﾎｲｽﾄﾝﾌﾞﾘｯｼﾞなど、物理現象や特性を利用して、物理
量を電気信号としてとり出して物理の管理などを行う方式

９ Ｘ線、放射線利用式 板圧や容器の液面、溶鉱炉の燃焼位置などを利用する方式

１０ バイオ式 ＰＨや液中に混入した吸湿物材料の化学反応、ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰなどによる
方式

１１ その他 ＣＴスキャン、ＣＣＤカメラとコンピュータ画像処理による形状、位置判定式

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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ります。特に、ヒューマンエラー対策の場合、人が苦労しながら「標準化の作成～順守も重要です

が、現在、出来ることなら、また、投資メリットがある対策なら投入すべき」です。高度で安価なポカヨ

ケが、日常生活でも多く活用される時代になっているためです。しかし、この種、優秀な機能を持っ

たポカヨケも妄信することは禁物です。では、右下の図に示した事例と共に、ポカヨケ活用に対する

問題と注意を例示して行くことにします。

この図の上部は、筆者が講師を担当させていただいてきた研修で、研修後、食品関係の方から

ご質問をお受けした時の対策例です。ご相談の内容は、「コンベア上に流れてくる。箱入れ～搬送

前の弁当にバーコードと賞味期限などを張ったシールのつけ忘れがある！」という要求でした。そ

こで、「ポカヨケを！」とお答えすると「業者に相談したが高価であり、とても適用できない！」という

お話でした。さらに質問すると、「バーコードそのものを読むのではなく、シールの有無だけを知り

たい！」という内容でした。ラベルの有無だけを光電式に判別し、コンベアを止め、ラベルを貼った

後にコンベアを再稼働する対策の場合、手づくりで安価な方式が適用可能です。これに対し、バ

ーコードを読む、その信号を PC に送り処理した後、コンベアを止める装置の場合、現場では全く

同じ処置となりますが、バーコードセンサー＋PC＋コンベアの作動停止と復旧時の信号処理という

構成となり、高価になります。この時、このような説明をしましたが、この方が相談した業者は後者の

方式でした（要は、この食品メーカーから高い受注を貰う目的だったので、100 万円以上の金額見

積もりでした）。そこで、前者の方式をお奨めしました。この対策は、社内で電気工事に経験ある方

ならば手作り可能です。すると、

後日後、「問題解決！」のお返事

となりました。

次の図の下部は、「ポカヨケの

過信問題！」です。これも、品質

改善の研修で研修を受けられた

方からあった相談です。ご相談の

内容は、「ポカヨケは有効だが、

わが社で、光電センサーをつけ

ているが、製品のカウントがあ

る！」という問題でした。タッチセ

ンサーの場合、筆者にも経験が

ありますが、寿命を超えると、接点の摩耗で誤作動する状況が頻繁になります。しかし、光電センサ

ーや静電容量式センサーは寿命も長く、この種の問題が起きる例は極めて希です。これも、運よく、

研修後、その企業を訪問するチャンスがあり、訪問しました。季節は夏、工場に行くと通気を良くす

るため、大きな工場のシャッターは解放状態でした。早速、問題のセンサーの場所へ、先に研修を

お受けになった方と向かいましたが、対象とされた光電センサーは、コンベアに流れてくる製品の

数をカウントするために設置されたものでした。そこで、筆者が手の指を通すと、カウンターが作動

しました。当然、この数値はキャンセル願ったわけでしたが、同時に、「この工場に昆虫は来ます

センサー活用上の注意

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

対象

物
センサー

端子

①検査内容指示

②連絡受け

④アクションの指令

⑤対策内容フォロー

③ＰＣなどで

情報処理

光電センサーを付けて
数を見ているが

数が合わない？

センサーが役立っていない問題は？

弁当のシールチェック

目視チェックで見逃しがある。
センサーは高い？

価格の例：色別センサー：¥4,000程度、バーコードリーダー：¥10,000程度
CCDカメラ・センサー¥100,000+ソフト開発代？

過信は禁物！
工場内に虫が飛ぶ場では！

2重設置：Wチェック
方式がが必要
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か？」とお聞きすると、「来ます。鳥も飛びます！」という返事でした。そこで、「問題は、それかも知

れません。その種の問題がある場合、違う位置に、例えば静電容量式のセンサーをつけ、W チェッ

クが必要です。そうしないと、私の手の指程度の虫や鳥でセンサーは作動します。位置が異なれば、

確率として、この光電センサーに虫が来ても、2 個所同時に飛ぶ例は少ないので、今回のような問

題は起きないはずです！」と説明しました。その後、ここでは、「数年間、問題の再発は皆無！」と

のことでした。

３．もうひとつチェックすべき、標準化の仕分け

先に解説したように、ISO900１には QMS の文書化と、物づくりに直接関与する標準化の一部を

文書化する２つの対象があります。言うまでもなく、今回、本文で対象にしているのは後者です。だ

が、この区分の前に、標準化対策

と直接関係が深い、関係者の力

量向上策について解説すること

にします。工場では、人材育成時、

技能や資格取得者を掲示する時

など、左側の図の上部のような掲

示を行う例が多い状況です。この

表示では、①の対象者が、②ど

のような製品製造に対し、③どの

ような技術やノウハウを身に着け

（または、資格取得まで進み）、④

そのレベルがどの程度である

か？という級や段階値などの表示をしてきました。しかし、筆者が関与した JMA の技術・技能伝承

対策研究会で検討した時、①～④にもう 1 件追加すべきことが判りました。その項目は、⑤：「テー

マが持つ質」です。そこで、この理由を図の下のマトリックスで解説して行くことにします。

この構成は、縦軸が問題（2 区分）、横軸が対策法（3 区分）です。同時に、この区分は「暗黙知

が認識知のレベルに持ち込めば、物づくりに対する教育や伝承が容易化する」内容を意味します。

このように、この方式では、習得対象が 6 区分になるわけですが、研究会で調査した結果、対策様

式は丸印で囲んだ対策１～対策４でした（この詳細は https://qcd.jp/の無料著書サイト「技術・技

能対策研究会の報告書や著書などに詳しく解説済です）。ちなみに、図中の方式１は、問題×対

策法の両者が暗黙知なため、伝承や力量向上などが極めて難しく、習得者の自助努力と修練以

外に力量向上という対策が見いだせない、匠の技能に関する領域です。例を挙げると、例えばガラ

ス職人の場合、製品製造時、バーナー炎の加減や色、加工対象となるガラスの成分などは、写真

や文章化はできます。だが、毎日、気温や作業環境などが変わる環境で、ガラスの融け具合などを

見ながら加熱中のガラス管を回転し、口で空気を吹き込んで成形して行く加減に対し、仮に、文章

化した標準書を使っても活用できません。事実、恥ずかしながら、筆者の若い頃、ガラス職人に研

暗黙知

形式知

IoT・自動化 文章化・視覚化 修練

携帯電話開発

AI

IoT

インクス

自動加工・ロボット

例：評価技術

故障診断

例：CAE等
解析技術

ビデオ・スロー解析

技術・技能伝承対策に必要な質の判定
ニーズ 技術Ａ 技術Ｂ ・・・・・・・・・・・技術Ｎ 成果

見積

人名と教

育・レベル

新製品○対応 ◎ ◎ ○億 A、Ｂ

・・・・・

故障ゼロ生産

・・・・

高齢化・伝承

① 対象者

② 対象製品

③ 技術・

技能項目

④ ③の

レベル

⑤テーマが持つ特質

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

対策４

対策３

対策２

対策１
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究開発器具を依頼した時、目前で話しを聞きながら習ったことがありました。当時、筆者でも簡単な

物は出来るようになりましたが、この匠ご自身が数年を経てようやく身に着けた技は、いくらメモを正

確に取り、マネしても習得でした。さらに、筆者以外に、既に 10 年もガラス職人を続けてきた職人

が、「5 年チャレンジしてきたが、と

ても、達人には及ばない」と語って

おられました。この状況から推して、

現在、この種の技の標準化は暗黙

知と考えてきました。他に、産業界

に、この種の仕事は多数あります。

次ページの上、右側の図で紹介す

るヘラしぼり（加工）はその一例で

す。この仕事は、金属表面にバー

の先に金属性のコロの治具を押し

当て、100 分の１㎜単位の精度で、

例えば H2 ロケットのヘッドを仕上

げる技です。金属の表面をノミのようなもので仕上げるキサゲもこれに似た技です。更に、例えば大

型石油タンカーの先端部の鉄板を仕上げる際、冷水をかけながらバーナーであぶり、理想的な曲

線に仕上げるギョウ鉄という匠技があります。この種の技は、総て、各匠に固有であり、他の方が真

似、再現する例は極めて少ない状況です。また、仮に、どのような立派な文章化や映像解析を駆

使しても標準化が困難ため、暗黙知領域として扱う対象です。

これ対し、P.７の対策２は、各種分析機器～ベテランからのノウハウ聴取で文章化が可能な対象

領域です。このため、ISO9001 が対象とする文章化領域に位置づけられます。なお、この領域の

中にも、かつて、下の図の左側に示したように、職人芸を中核とした物づくりが行われてきた例があ

りました。しかし、切削加工は、スローアウエイという刃物や NC という自動加工機などの登場と共

に、職人が用いていた感性に関する内容も解析され、自動化に置き換えられて行きました。しかし、

北嶋絞製作所の技・ヘラしぼり
大田区で活動中の企業、スペースシャトルの先端部分や航空機エンジンの外枠など

を手作業で機械精度より高く匠が製造する企業。営業活動は行っていないが、切れ目

無く世界中から注文がくる状態で活動。売上６億、利益１億の状況。従業員３５名、
従業員の給与は一般企業より３割高い。

① 深絞は日本に600社ほどあるが、へら絞りで３０ﾐｸﾛﾝ以内の
精度で仕上げることができる企業は数える程しかいない。

② 人が体で憶えた感覚でへら絞りを行うが、金属種によっては
加工が難しいものもある。この種のものに対してはバーナー

で加熱しながら、加減と創意を注入しながら製品実現に努力
してきた。このため、モリブデン鋼やプラチナなども加工可能

な技能を具体化させている。
③ 職人の技こそが企業の命とし、優秀な人材確保にも努力。

？

手と体と
経験

を駆使して

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



9

どのように自動化が進んでも右下の図で「熟練工は？」という欄に示した内容の中に、特殊な加

工における対処や異常の発見～対応などに関する内容は、先に解説した暗黙知として残る対象が

あります。金属加工の例として、P.7 の対策２の領域から対策４の領域へ持ち込んだ優秀事例があ

るので紹介することにします。事例はインクス社が行った携帯電話の金型加工です。2000年に入る

前，携帯電話の金型生産は高度技能者の力を借りても 40 日以上掛かっていました。このため，技

術革新と小型化が激しい中、期間短縮が携帯電話開発のネックとなっていました。この問題に対し、

ある金属大手に勤められていた山田眞次郎氏は、米国で光造形を見学された時、「近々、物づくり

と開発は変わる！」という考えを持ち帰社されました。氏は、早速、その企業の関係者に対して「研

究開発者には３Dの活用と、物づくり革新の必要性」を訴えました。だが、長い期間２D図面で仕事

し、従来の物づくり力に頼る新製品開発の研究者達に、この進言は拒絶されました。そこで、山田

氏は退社を決断、インクス社という小企業を創設して、携帯電話の金型生産を対象に大幅な加工

技術の革新チャレンジを開始されました。「当時、大卒 1 名を高度技能者に専属的に密着させてノ

ウハウの Know Why？を図った」とのお話をお聞きしましたが、その中には、例えば、金型の押出

ピンのスムーズ作動のための仕上げに対して、職人達が「しっくり！」という状態を計測し、3 ミクロン

という数値化に置き換えて行くというデジタル化を進めたそうです。その後、この技術者は、このデ

ーターベースを駆使して、見事に新規開発製品の金型生産を果たしました。すると、この状況を目

前にした高度技能を持つ職人は、「もう、定年もかなり過ぎているので、「楽をしたい」ということでイ

ンクスを去っていった」と、山田氏は JMA の講演会で語られておられましたが、IT が進化する中、

この解析内容は進み、2002 年の NHK の「IT 革命の衝撃」という特集番組では、「携帯電話の金

型生産 40 日を 10 日化した！」という紹介となりました。この経過を P.７の図上で示すと、小さい丸

印が対策１領域から対策 4 領域への移動となり、もはや「標準化は IoT に内蔵！」となります。その

後、携帯電話の金型生産は、IT や加工技術の急進展があり、翌年には 3 日、2007 年には金属粉

末を使った３D プリンターで 46 時間という進化を果たしました。興味深いことに、山田氏が行った

解析法をテレビ等で拝見すると、かつて、筆者達が見ていた、鉄鋼メーカーで技術者達が行う溶鉱

炉の自動化や、鋼材圧延時の圧延機の制御自動化の際に使用してきた解析法そのものでした。

P.7 の図には、あともうひとつ対策３の領域がありますが、これは、ここでは既にポカヨケという形で

P.３以降で紹介してきた領域です。要は、「社内で関係者が暗黙知と考えてきた。だが、調査すると、

既に IoT 対策事例があった！」という対象になります。

まとめ

ここまで、5回に渡り、品質関係の対策をまとめてきました。ちなみに、次ページの左側は2020年

11 月に JMA 発行による経営課題実態調査・生産部門の重要課題です。興味深い点は、今回の

まとめの対象である品質面の対策が 1 位であり、それに続く形で 2 位がデジタル対策となっている

点です。要は、期せずして、「他社、また、国際的に勝る高品質製品を製造する。同時に、IoT 対

策も併用した物づくりと、生産性向上や技術・技能伝承対策～若手（新人）の早期育成が重点テー

マとなっている点は、ある意味で、ここまでに記載した内容が多くの皆様のお役に立つのではない
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だろうか？」と期待した次第です。

このように、この調査の内容をとらえると、また、先の P.７の対策２の領域に対し、右上に示した図

は、ある意味でここまでのまとめの一部になる

と考えます。その意味は、図の左側に示した

ように、標準化活用＋IoT 手順が、ある意

味、各社がお進めの内容を示すからです。し

かしここで、あえて、「勇気を持って誤りを正

す！」という視点が必要です。この対策で

は、激しい国際競争力や独自性の薄い取り

組みになる恐れが内在するためです。その

意味は、物づくりに際し、資金さえあれば、ど

こでも同じ技術となるからです。要は、御社の

独自性や特徴が失われ、国際的にも競争力を欠いた物づくりになる恐れが懸念されるためです。

そうなると、これまで紹介させていただいた視点に加え、御社独自の展開が必要になり、その独自

性とダントツ化を願うことになります。以上、今回、の５つのシリーズを、「勇気を持って誤りを正す！」

という視点で、品質改善を中心にまとめでしたが、読者の皆様には、ここまでの内容が、多少とも、

今後のご活動の参考になれば幸いです。

以上

IoT時代の各種自動化

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

構想打ち合わせ

構想設計 仕
様
決

現状分析 定

自動機立合検査

納入・テストラン

稼働～手直し

外部メーカー利用による
一般自動化投資手順例

ロボットに重力判定
装置をつけアラーム

板
圧
み

セ
ン
サ
ー

再発ゼロ
の対策へ

良/不良
判別ゲート

不良品
投入箱

良品
投入箱

ポカヨケ自
動
判
別

自動化対策事例


