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気づきが生む改善（シリーズ１２）：「勇気を持ち、誤りを正す！」

     その６ 不良源の根絶への手順化！      2020 年 12 月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

今回、「下図の左側に示した内容を中心に、不良源の根絶を如何に効果的に進めるか？」とい

う手順化の紹介をさせていただきます。筆者は 1999 年から 4 年間に渡り、JMA・TZD 研究会と共

に不良対策の実務的・効果的な手法を、21 社の異業種交流の形で探求してきました（その時に適

用したコンセプトが下図の左側です）。この活動は、産業界から「極めて、実務的、効果的である！」

と評価を受け、今日まで筆者は普及に務めて参りました。だが、その後、「個々の手法の活用は有

効だったが、適用に際し、利用の際、手順化の良否が問題解決の遅速に大きく関係する」という問

題に突き当たりました。そこで、その対策を進めてきた結果を本文で紹介させていただくことにした

次第です（なお、今回、新製品開発段階からの不良対策は除外し、別途の紹介とします）。

１．JMA・TZD 研究会で選択した手法

読者の皆様は、既にご存知のように、「国際的に日本の品質は高い！」という評価です。このよ

うな状況に至った経過の中に、戦後、先輩

達を中心とした製造技術の向上～現場力

という物づくりに対する力量向上や TQC
活動等がありました。だが、その後、新製

品開発サイクルの短命化～技術や市場の

変化、さらには、少子高齢化や外国人労

働の適用といった問題が急増する状況に

変化し、左側の図の左側に示した「かつて

行ってきた方式では、不良対策が遅い！」

という状況になりました。加えて、昨今、産
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業界が注目するコンプライアンス問題（含む、企業の不祥事）が加わり、万一、不良やその兆候（ヒ

ヤット）がある場合、原因を撲滅する対策は、その企業で緊急課題です。このため、筆者達は、

JMA・TZD 研究会で探求した、

スピード性と確実に効果を発揮

する手法の投入を願ってきました

（手法は右図ですが、詳細は、P.

１の上部に示した書籍に掲載）。

これらの手法の特徴は、総て、1
問題→1 原因→1 対策方式で事

実確認と共に、不良の原因究明

に役立てる手法です。一例として、

例えば、表中の 11 番目、『なぜ・

なぜ？分析』の活用の場合、この

手法だけでなく、4 番目の３現場

主義と共に使い、不良の原因究明を行います。さらに、分析には、１０番目の原理図化法で原因と

結果の関係を見える化させます。この解析が正しいか否かは、4 番目の３現場主義、すなわち、現

場・現物で不良が発生するメカニズムを現象として確認し、８番目の製造技術上の原理をベースに

不良発生状況を証明して行きます。なお、この際、時にはビデオ解析、さらには、各種の計測器を

用いるため、7 番目の写真・ビデオ分析や、１３番目の（図中では、「これがポイント」と記載の下に

表示した）科学的捜査を行った後、特定した原因を除去して、不良を再発させない原理を探ります。

このように、不良の原因の除去を実務展開する際、図中に「網の一目」と記載したように、多くの不

良対策手法を駆使して、発生原因を特定進めて行きますが、この手法は、前ページの下図の左に

示した、その道の権威者と称される皆様様がおこなってきたブレーンストーミング方式ではありませ

ん。

【映像】 『死亡診断式』の問題は下記の映像で解説（JMA・TZD 研究会）

（1）JMA・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
（２）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

不良対策に当たって重要な点は、今回の紹介させていただく手順化の前に「その企業の経

営における不良対策の位置づけの明確化」です。これを『品質コストの明示』といいますが、

ここで、最近あった事例を題材に、その重要性を解説することにします。
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下の図は、ある企業で「全社的に徹底して不良を撲滅したい！」という要請に基づき不良撲滅対

策研修を行った時の内容です。この企業で第 1 回不良対策研修の後、第 2 回の研修時、最初に、

習ったことを実践願った事例発表を願いました。この際、筆者は「不良損金を！」という要請をした

わけでしたが、最初に、良対策を進めるリーダーの方が発表した対象は左下の図に示したように、

10 万円/月、材料費と再生のため製造現場で働く方の残業費の一部でした。この時、この会社の

経営トップ数名が参加され、発表をお

聞きになり質問されましたが、「この程

度の内容に大騒ぎして取り組んでい

るの？」という状況でした。そこで、筆

者は、この不良発生に対し、①作成さ

れる資料代、②クレーム発生時の出

張費、さらには、③標準書の作成や現

場研修、・・顧客信頼度の低下に伴う

売り上げ高の減などを加え、計算のや

り直しをしました。すると、損金は、約

1,440 万円/年、似たケースを発表し

た 7 工場合計で 10,440 万円/年となりました。すると、突如、この企業の経営トップ層の皆様の顔

色が変わりました。だが、この企業では、起きていなかったわけでしたが、万一、ここに「コンプライ

アンス問題～経営トップの謝罪会見などが加わり、顧客の信頼の低下やライバルに販売シェアー

を奪われる！」という事態に不良問題が及んだ場合、影響は、この計算結果をはるかに超えます。

企業で不良対策を進める場合、経営トップが自ら先頭に立って進めなければ、この種の研修は

単なる教養に留まり、「資金や時間を投入させてまで不良対策を進める！」という活動は開始しま

せん。これは極めて当たり前の要件ですが、企業で不良対策を活性化するためには、①必要な人

材と工数（手間と時間）と、②効果的な問題解決手段と手順、そして、③必要な資金の投入が必要

です。これは従業員のボランティア活動への期待ではなく、経営トップ層の意思決定事項です。筆

者達の経験では、この種の行動がなければ、不良源を根絶する手法と手順化の投入が無意味

となる例を多数見てきました。

【映像】品質コストに関する解説

（1）品質コストで個人ベースの HE 対策を！

https://www.youtube.com/watch?v=pnMgdKcuiNA&t=2s
（2）品質コスト対策は重要だ！

https://www.youtube.com/watch?v=4Z6pu1dTygA&feature=youtu.be
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２．物理現象に関与する不良撲滅対策手順

まず、物理現象に対し、「不良撲滅対策手順を如何にスピィーディーかつ確実にすすめる

べきか？」という手順（下の左側の図）の解説をさせていただきます。物理現象に関与する

不良撲滅対策の第 1 番目の準備は、過去トラ（：過去起きたトラブル）の列挙ですが、同時に、列挙

した項目に対して、右図の表の形態で品質コストの明示を行います。

このような整備が終わったら、どこに、どのような不良が発生、または、発生する危険性が高い

か？を知るため、自然災害対策同様、ハザード MAP の作成に入ります。この資料の作成と整備

は、品質問題とその予兆を、見える化して、対策を効果的に進めるための準備です。

【映像】 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

このような資料と準備が整ったら、各不良対策テーマに対し、1 問題→1 原因→1 対策方式を適

用します。ここで、先に P.２で解説した「網の一目」という取り組みが必要になるわけですが、例を用

いて、その進め方について、上図の右側に記載した手順と共に解説することにします。
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この例では材料キズを取り上げます。キズの場合、発生個所や形態が様々です。そこで、総花的

に様々なキズを取り上げるのではなく、対象をどこに、どのようなキズがあるか？ 分けた後、1 問題

を取り上げ、原因究明～対策を進めます。これが手順１です。次に、手順２では、品質コストの明示、

手順３では、図の５M+I：対策手法（物理現象対策 12 項目）のマトリックスを利用し（このマトリックス

を現場へ持参、現物を解析して）、解

析を進めます。その具体的な活動は、

「どこの工程で発生したｔか？」を 3 現

主義の実践という形態でハザード

MAP を利用しながら探しますが、同

時に、手順３で示した原理図化法を

利用し、材料の扱われ方を現場、現

物で確認しながら行います。この際、

後工程から順にキズ発生個所を探り、

「ある工程以降でキズと発生要因が無

い場合、それ以前の工程でキズの発

生原理を探っても無関係である」とし

ます。この解析と共に、発生個所の想定を行いますが、その検証が必要です。そのため、具体的に

キズが発生する事実確認を進めながらビデオ撮りを行います。この際、ヒヤットも対象となりますが、

ヒヤットは、問題発生の可能性程度に応じたウエイトづけを行います。このような事実確認の結果、

次は、手順３で作成した原理図化法で想定した原因の事実確認を進めます（時に、『なぜ？な

ぜ？解析』の追加が必要になることがありますが、その時はこの解析手順に従って実施して下さ

い）。このような経過の後、この例で

は、キズ発生は左上の図の左側

（改善前）でした（これはウエハー搬

送時に起きたキズ発生メカニズムで

すが、右側が原因除去のために行

った対策です。以上、この例では、

このような手順で 1 問題が→1 原因

の究明→1 対策によるゼロ化を果た

しました）。

多くの場合、この種の対策が完了

すると是正対策書を作成します。だ

が、その際に注意すべき内容を右

下の図に紹介したので、ご参考にしていただけると幸いです。

是正対策書の例
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３．ヒューマンエラーの不良撲滅対策手順

ヒューマンエラー（以降 HE と略称）対策に当たって重要な点は、HE は手順の中で起きるという

解釈（原理）です。理由は、人が、①やるべきことをやらなかった。②やってはいけないことをやって

しまったという事象が HE の原因の対象となります。ここで、HE の原因究明に、感性や感情的、精

神的な事象を対象にすると、原因の除去は極めて困難です。さらに、HE の対策に当たって効果

が一番高い方式は、全人類的な対策ではなく、「個人の技！」として HE を起こさない手順を確立

する対策です。HE 対策に対する調査と研究を JMA・TZD 研究会で調査した結果、航空機パイロ

ットの HE 防止策であり、次のような手順でした（なお、ここでも、あえて規則や標準化を破る、悪意

を持って行う違反行為は除外していました。このため以下の解説も悪意による行為は除外します）。

現在は IoT の時代なので、（1）まず、ポカヨケの適用検討、これが出来ない場合、人に頼らざるを

得ない仕事になります。このため、（2）HE 対策教育と、標準化の提示と環境整備を行う。その後、

（3）仕事に当たっては、必ず“ゆとり時間”を確保した前提で、指差し確認＋W チェックによる自己

完結型の品質保証方式を適用する。これで対策出来ない場合、（４）大脳生理学チェックリストを用

いた誤作業策の適用の後、（5）最終的に、航空機パイロットに行ってきた CRM（Crew Resource
Management） 対策、すなわち、訓練と資格面での対策を図るという、（1）～（5）でした。

【映像】 HE 対策 不良ゼロ対策への展開

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

このような研究で得た HE 防止策を、全工場に展開する手順は、下図の左側となります。手順１

は、先の物理現象対策と同じ（右下の資料１）、品質コストの明示です。

では、手順２の解説に移ることにします。HE 対策で重要な点は、原因究明に当たり、次ページ

の右図の左上に示した、「（a）忙しくて、・・や、（a）勘違い？（a）慣れで！・・といった“逃げ口上”を

原因にしない！」という処置です。繰り返すまでも無く、この種の感覚論は、左側の右下に示したよ



7

うに、原因の実態がとらえられず、是正対策（原因の除去）ができないためです。では、事例を使い

HE の原因分析手順を紹介することにします。

この例では、「色違いの塗装をしてしま

った」という HE（人的ミス）の例を挙げま

す。図中の手順１は、この問題を１対象と

して取り上げたという記述です。次の手順

２では、発生原因をとらえるため、縦軸に

5M+I、横軸に HE の発生原因を事実と

して探る 9 件の解析手法を表示したマトリ

ックスを使います。この「色違いのミス」の

場合、「ビデオ解析する」を選びました。

作業者は標準化を基に仕事していました

が、残念ながら、「ご本人が標準通りに仕

事をしているか否か？」ご本人が見ることはできません。HE は手順の中で発生します。だが、「そ

の実態が標準化の内容と比較してど

うなっているか？」を、HE の発生者

自身、その理由と事実をつかむことが

必要です。また、ビデオ撮影の後、手

順３では、この事例に対し、QC 工程

分析による手順とリスク解析を行いま

した。その理由は、作業中に発生す

る HE の大半が撮影中に発掘したリ

スク 30 件の 1 件が関与するためで

す。次の手順４では、横軸の 6 番目

の QTAT 対策を選びました。理由は、

低策案が創出されテストと証明の際、問題発見時に定めた項目以外の問題の有無を検証するた

めです。このような事実分析が決まり、分析を行うと、後は、具体策の設定と検証（確認）に移ります。

これが、手順５の「テストと証明（対策案検証）」です。

【映像】 HE の解析に対して必要な標準化の位置づけ（ビデオ解析時にチェックのため）

（1）標準化と活用（ISO9001 シリーズ その５）

https://www.youtube.com/watch?v=qMEHhSJxjuQ&feature=youtu.be
（2）標準化対策は泥臭く（TC176 からの提言を含めて：標準化は情報）！

https://www.youtube.com/watch?v=QRXCNjd0O2Q&feature=youtu.be
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今回、HE 対策事例で、ビデオ解析について解説しましたが、撮影したビデオを基に行う工程

分析とリスクの洗い出しには、上図の左側を参考に、右側の是正対策書による解析を進めます。で

は、右側の是正対策書に記入した内容を簡単に解説することにします。

まず、No.1 欄には 1 問題（この例では「色違いを起こした」という HE）を書きます。No.2 の欄に

は、ビデオ撮り～QC 工程分析、さらに、リスクを検討した中から、主要工程と主要リスクを記載しま

す。No.3 欄には、HE を起こし易い内容を記載し、各種アイデアを評価する際に評価基準となるリ

スクを明示します。No.4 の対策案（アイデア）記載のマトリックスは、縦軸にアイデア、横軸には、

No.3 で列挙したリスクを評価基準の形で記載してアイデアの評価を行います。No.5 の欄はアイデ

アの抽出～テストと証明結果を記載します（確認はテストと証明という形で行います）。この例では、

この問題を起こした M 氏が「自分が絶対に起こさないという自信が持てる案が必要になる」という対

策を主体に、M 氏が選び、自ら行う策の選定を願いました。なお、選定したアイデアは、実施後、

例えば 6 ヶ月間問題無ければ標準化します（資料４の No.９に、「次の段階と他工程改善では、指

示書に QR を付け、作業時にポカヨケとして

適用する」と記載しましたが、これは IoT 的な

ポカヨケ対策のアイデアです）。これは問題と

すべき例ですが、ある企業で資料４の記載を

教育させていただいた時、是正対策書に「皆

が納得しやすいアイデアを記載して、山のよ

うに関係者の捺印をする方式」がありました。

当然、現場検証なく、見た目は立派でした。

だが、このような是正対策は空理空論であり、

HE の再発防止には全く役立ちません。そこ

で、この企業では、テストと証明の後に、資料４の項目５以下の記載をルール化しました。

以上、このような対策を進め標準化を順守すれば、手順の的確化という物理的な HE の再発は

無いはずです。しかし、ここに「守らない人がいる！」と言った“悩ましい人的問題”が送る例が希に

資料５：JIT標準化の現場活用

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

JIT標準

重要事項3点を
常に視野の中に
入れP-D-C管理

原因除去後の
標準書の適用の

↓ 見直し
現場で本当に

使う注意点、～
コツの抽出・使用
を自己の宣言！

P：計画
↓

D：実行
↓

C：確認

必要な情報を必要な時
必要なだけ使う対策へ

問題発掘

ＱＣストーリー

事実分析

創案・テスト

標準化・歯止め

改
定

標準化＝

安全・確実で

楽で早い仕事

の追及

ベストウエイの
形で改善～

適用

その他、物理現象対策対象が皆無の工場の方は
次ページのHEの書と、次回行う資料３の形態を
先に利用して、解析結果をご紹介下さい。

標準化と活用
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あります。このような場合、別途、御社として人的な対策の適用を、お願いします。

４．不良源の根絶への手順化の工場全体への波及展開

今回ここに紹介させていただいた対策は、新製品開発段階の対策が済まされた後、工場生産が

行なわれる製品に対する不良発生源除去対策であり、万一、御社に不良問題（物理現象や HE 問

題）が残余している場合、ここまで紹介し

てきた対策法を、早急に工場全体に広げ

て、適用すべきです。そこで、このような

場合、ISO9000ｓ（シリーズ）という世界的

な取り組みとリンクさせる形で、効果的な

展開策を紹介することにします。

右の表の縦軸は ISO9000 に記載され

てきた 7 大原則です。これに対し、横軸は

不良対策の取り組みですが、先に示した

対策は、物理現象対策と HE 対策に起因

する不良を 1 問題→1 原因→1 対策方

式でゼロ化して行く方式であり、『点の対策』となります。点をつなげば線になります。この意味で、

表の 1 列目の『線の対策（製造ラインやプロセス）』の改善は、今回、ここに紹介させていただいた

対策を進めて、P.４のハザード MAP につなげれば、各製造ラインの不良ゼロ対策実現活動になり

ます。さらに、そのような不良撲滅活動の展開を、工場全体、すなわち、全員参画による改善：『面

の改善』に向ける場合、ISO9001
の規定５があります。しかし、規定

は文章であり、各社で解釈は様々

であり、具体的な見える化手法の

適用が必要です。そこで、今回、こ

の対策法を右側の右図の形で例

示することにします。この図を用い

ると、個々の改善に誰が参画し、工

場でどのような位置づけとなってい

て、工場や仲間に貢献している

か？その進め方は的確か？といっ

た活動が誰でも判るためです。で

は、作成手順と構成を（1）から（5）を手順として、解説することにします。

この図では、まず、（1）工場の目標を設定します。その後、（2）この目標を各製造工程に工場の

組織図という形で展開します。各工程には課題と共に、不良ゼロ化にするための数値目標がある

はずなので、それらの内容を記載します。その種の内容を記載の後、この種の課題の対策と数値

を工場目標に集計して、工場全体の目標とすり合わせ一致すれば、「総論賛成各論反対（または、

TZD研究会による３種の手法とISO9000の7原則の関連

ISOの７大原則 品質保証実態図

（線の改善）

品質目標展開図

（面の改善）

事実分析手法

（点の改善）

利用ガイド

１，顧客重視 ○ ◎目標へ組込む × 目標展開図へ明示する

2，ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ △ ◎目標の具体化 × 目標展開と責任者の設
定後、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

3，人々の参画 ○ ○役割分担明示 ○ 左記の３手法で具体化

4，ﾌﾟﾛｾｽｱﾌﾟﾛｰﾁ ◎妥当性検討可 ◎更なる改善へ ○ 品質保証と継続的改善

5，改善 ○ ◎毎期の目標達
成をベースとする

○物理的現象
の解析

上記までの内容と将来
計画を含め今期対策

6，客観的事実に

基づく意思決定
○事実分析を補
足し原理を明示

○ 左記内容を
補足する表示

◎事実分析

そのもの

原理図化法でﾒｶﾆｽﾞﾑ
解析後，裏付けを行う

7，関係性管理 ○社内同様の

適用法が有効

○（役割，担当を

加え表現可能）

△ 職場の壁、企業の壁を

超えた活動の展開必要

特 徴 ものづくりのノウ
ハウまで一覧化

上～下まで火の
用心を防止可能

物理現象で再
発と予防可能

総合評価：３つの道具
で全要求をｶﾊﾞｰ可能

6，の「客観的事実に基づく意思決定」は2008年版で「事実に基づく意思決定」
7，の関係性管理は2008年版は「供給者との互恵関係」だった。

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

全員参画品質改善の展開

ISO9001にみる品質目標達成内容

規定５：リーダーシップ

規定５．１．１一般

b) 品質マネジメントシステムに関する

品質方針及び品質目標を確立し，

それらが組織の状況及び戦略的

な方向性と両立することを確実にする。

e) 品質マネジメントシステムに必要な

資源が利用可能であることを確実

にする。

g) 品質マネジメントシステムがその

意図した結果を達成することを確実

にする。

i) 改善を促進する。

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

（１）目標設定

（２）目標

展開

（３）

施策

ガイド

↓
施策

の

選定

施策

施策

（４）具体的

活動

施策
施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

（５）実績（成果）の収集

目標値：１００各部署や工程：ここには問題と目標あり

Check

Plan

Do

ここには数件のテーマも

テーマ毎に３～４名で対策

プロジェクト活動を！
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無視）」という状態を避ける目標展開となります。次に、各工程の課題達成に移りますが、この対策

に当たっては、（3）問題解決に最適に手段をガイドした縦軸に対し、横軸には各工程の課題と達

成目標値を記載したマトリックス上で詳細テーマと具体的な活動チームをプロジェクトという形で割

り当てるます。要は、５W1H 方式で、全員参画による不良対策活動の見える化を進めます（この手

続きで、先に紹介した ISO9001 の規定５を目で見て判る図になります）。この図をご覧願うと、右側

のマトリックスの端に、ある工程で 100 という課題と目標数値がありますが、縦にこの枠を下って行く

と 30＋３０＋４０という 3 つの施策で 100 という目標達成を図る内容が判ります。なお、この 30 の中

には数件の不良対策テーマがあることがあります。そのような場合、円内に件数を書く、さらに、

個々のテーマの達成比率を書く、詳細はマトリックスの各クロスポイントを番地にして枝番管理する

などの利用ができます。また、このようにすれば、個々のプロジェクトの管理ができます。さらに、例

えば、現在は課題、まだ、着手していない場合は黄色の丸印、しかし、完了したら青い色にするな

どの表現を行えば、全体と個々のプロジェクトテーマの進捗は目で見て判る管理が可能です。（４）

各プロジェクト～施策が完了したら、マトリックスの下に設けた各工程を示す四角い枠に実績数値

を入れ、（５）ジョウロで水を集める形態で活動の結果を集計すれば、一番上に示した（1）の工場目

標の達成度のフォローができます。この種の図は工場として 1 枚、大きなパネルやディスプレイとし

て示せば、工場における全員参加による不良ゼロ対策活動になります。

【映像】 ISO シリーズを活用した各種対策（参考資料）

（1）ISO9001 の解釈と活用のポイント（ISO9001 活用シリーズその１）  

https://www.youtube.com/watch?v=8Bun4eP3FRw&feature=youtu.be

（2）QMS 活用の視点（ISO9001 活用シリーズ その２）

https://www.youtube.com/watch?v=FV-o3XWwoHM&feature=youtu.be

（3）ISO7 大原則の活用（ISO9001 活用シリーズ その３）

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

（4）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
（5）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
（6）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
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５．改善に必要な資料や映像のご紹介

今回、不良源の根絶への手順化について、その具体策を解説さしてきましたが、既に文中

で図と共に紹介させていただいた 2 冊の E-Book 以外に、下記、映像などを You Tube でア

ップしています（無料ですので、必要に応じ、ご覧願えると幸いです）。

                     まとめ

今回ここに紹介させていただいた内容は、製造工場現場における不良源の根絶への手順化で

す。先に解説のように、筆者は JMA・TZD 研究会において、研究会ご参加企業と共に泥臭

いが実務的、実践効果が確実に見ることが出来る不良・クレームゼロ化対策手法を探求した

結果を書として、研修会や社内支援の場を借り、紹介～普及の努力を進めてきました。しか

し、研修等の場合、「どの手法をどこで、どのように使うのか？」といった点に迷う方が発

生しました。そこで、今回、ここに紹介させていただいた内容を適用してきたわけですが、

適用効果が目で見ても判るほど大きかったため、ここに、その対策内容を紹介させていただ

きました。同じ問題を抱える皆様に活用され、成果大なることを願う次第です。

以上


