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気づきが生む改善（シリーズ８）：「勇気を持ち、誤りを正す！」

                   その２    2020 年 10 月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

今回、筆者の 20 年間の企業生活と、26 年余りに渡る企業支援活動の中で体験し、学んだ中か

ら、「QMS：品質対策は経営トップの覚悟！」という要件を整理して行くことにします。

筆者は長年の活動の中で、幸いにも、「経営トップが先頭に立ち進める品質改善は飛躍的に進

む！」という体験を、度々、してきました。「企業の活動の大半はトップ方針に基づいて活動する」と

いう自然則にも続く改善活動でした。この体験では、必ず、筆者は、経営トップ自らの面談を受け、

筆者は経営トップの責務の厳しさを確認してきました。それは、「企業の大小に関係無く、お客様を

始め、従業員や近隣の皆様は、

その企業の活動に対しトップ責

任という厳しい目を向けられてい

る。このため、万一、不良品をお

客様が購入された場合、この企

業の経営トップや関係者は何を

目的に活動してきたのか？という

非難を受け、社会的にも大きく信

用を失う」という、極めて当たり前

の内容でした。しかし、QMS（品
質マネジメント）対策には、「事務

局に不良対策は一任！」とされる

企業があります。ここでは、「多忙とされる経営トップが、会議や品質対策イベントなどには出席され

品質の大切さを訴えてこられたが、自らが先頭に立ち不良撲滅に指揮統制を図る例は少ない」と

いう実情であり、判を押したかのように、「品質対策は部下に一任して、頑張ってもらう」という方式

でした。このため、ここでは、部下に当たる皆様も、「不良対策努力はするが、従来から行われてき

た体制で資料づくりや定例会議を繰り返しに留まる！」状況でした。しかし、この種の企業でも、時

に、研修などの後、事務局や研修生の皆様が、図に示した、『品質コスト』を、その企業の経営トッ

プに示すと、トップ自らが先頭に不良対策が急激に進む例がありました。

１．不良発生に見る膨大なムダ・コスト

不良発生の中で最大の問題のひとつに、コンプライアンス事件に見る、『企業の社長が報道関係

者の前に現れて行う謝罪会見」があります。次ページの左側の表は、その種の事例をまとめた一部

ですが、ここでは、大半の企業で、膨大な損金と共に、社長の交代劇がありました。テレビなどでこ

の状況を見た方は皆、「このような膨大な損金が発生するのであれば、なぜ、この企業は、経営者
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が費用を投じても手を下しておかなかったのだろうか？」とし、「品質に対し“無管理状態”の企業は

存在価値なし！」という解釈をしてきました。

言うまでもなく、企業本来の活動は上の右側の図の上部です。企業が図の下のような問題を起こ

すことは、決して許されません。また、子供でも「不良品をお客様にお届けする＝その企業に物づ

くりをする力量が不足しているので、製品販売は止めるべき！」という解釈となります。

企業側で品質改善を行う際、お金と技術、人と工数（時間）の投入が必要であり、不良対策プロジ

ェクト活動には投資が必要です。また、この費用対効果が高いと、活動の促進が急激に進むため、

モデル的ですが、『品質コスト算定』を例示させていただくことにしました。

右下の図と共に示したモデルは、今年の、日本の平均的な製造業の 1 人当たり売上高 260 万円

を参考に、500 名規模の企業を仮定し、売上高対比：1%の不良問題（社外・社外不良など品質問

題）を抱える企業を仮定したモ

デル計算の結果です。この規

模では、売上高＝13 億円/月

になりますが、ここで不良問題

諸経費（品質関連障害・対策

費など）が、売上高の 1%を占

める場合、損金は 1,300 万円

/月、不良対応に、会議、資料

づくり～研修会や ISO9001 認

証継続費など、不良対策という

後ろ向きの仕事に使われてい

た損金（放置すると時間経過と

共に失われて行く損金）は 1,875 万円/月となります。なお、このモデル計算では、日本産業の 1
人当たり平均 75 万円/月を使いました。この基準で算定すると、この企業では 3,157 万円/月（年

間で約 3.8/年）もの膨大な損金を抱える状況になります。加えて、もし、この 1％の不良を相当する

製造業１％の不良に伴う品質影響の試算

不良発生

モデル 全国平均 売上高：約260万円/月・人

500名の従業員を仮定→売上高13億円/月で
売上利益率５％、仮に毎月何らかの関係で

売上高の１％が社内外不良の場合を仮定！
コンプライアンス
～最悪のケース ① 不良損金：0.13億円（対・売上高の1％）

この企業の売上利益率が5％と仮定

すると20％に当たる。

② 不良損金を売上高でカバーした場合

売上＝ 利益
利益率

＝
利益

売上ー(比例費＋固定費)
売上

不良損金分：0.13億円

５％＝０．０５
＝2.6億円の売上増に相当

③ 目に見にくいコスト：
（1）会議や資料作り（ISO維持費）、（2）前向きの開発

時間が取れない。（3）不良対策関連の研修やイベント

・・・500名の５％相当×75万円/人・月＝1,875万円/月

不良損金/月
1,300万円
＋1,875万円
＝3,175万円

＋
不良分：

2.6億円/月
不良影響分は

6.35億円/月
売上高を損失
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マイナス影響を製品開発や販売量増加と言ったプラスに転じた場合、2.6 億円/月もの売上高増加

（ここで、3,157 万円/月をプラスに転じた場合 6.35 億円/月）に匹敵します。このように、このモデ

ルでは、不良問題は、膨大なムダ・コストの放置となります。そうなると、「従業員 500 名の中から、1
ヵ月×6 名程を専従で投入してでも徹底的に不良対策撲滅プロジェクトを運営する」という策が浮

かびます。この場合、「75 万円/月×6 名＝450 万円/月なので、1％の不良損金 3,757 万円/月に

比較しては、0.12 ヶ月の回収となり、経営

上、十分な不良撲滅プロジェクト効果が期

待できる！」という計算結果となります。不

良損金は時間係数です。対策時間が遅

れると。時間×不良損金の形で損金増に

なります。また、こうなると、左側の図に示

したように、何気なく行ってきた、不良定

例会議の繰り返しなどの対策ではなく、

「この企業の精鋭を集めてでも、短期間に

集中的プロジェクトを運営して、ゼロ化を

図るべき！」ということになるはずです。

スピード不良撲滅対策法の説明に入る前に、「企業トップ自ら不良対策の指揮をとりたい」という

相談があったので、泥臭いが実務的な対応を例示させていただくことにします。先に紹介したよう

に、幸い、筆者は、企業在勤時代、常にトップ経営者の皆様から命令を受け、プロジェクト活動を

次々と進める環境で仕事を進

めてきました。このため、常

に、最精鋭メンバーから学ぶ

形で不良対策を進めてきたこ

とで、不良撲滅対策はスムー

ズ、かつ、短時間で進めるこ

とが出来たことに、深く感謝し

てきました。はっきり言って、

非力な筆者は、この取り組み

で、個々の製造技術に、かな

り詳しくなりました。また、この

経過で、経営トップ直轄プロ

ジェックの強力さを、毎回、痛

感してきました（その内容をまとめると、右側の図の下に示した内容です）。ここでは、総て、先に例

示したような品質コストを提示した後のプロジェクト活動でしたが、共通した事項は、まず、経営トッ

プご自身で現場を視察され、「これではダメだ、自分が直下で問題に当たる！」という強い姿勢でし

た。プロジェクトチームの活動が始まると、多忙な中でも、1 日数回フォローにこられました。また、そ

不良対策は技術開発プロジェクト！
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の時、対策内容に不足事項を感じた場合、詳しく内容をつかむと同時に、時には、「外部のプロを

投入してでも早く、納得の行く運営を図るように！」という指導がありました。これは、制約を超えて

でも対策を急ぐためでした。当然、専門的な知識の運用や活動はプロジェクトメンバーに一任され

ましたが、プロジェクトに密着された不良対策活動は、プロジェクトメンバーにとって、重要性と責務

を強く痛感する内容ばかりでした。不良は製造現場で発生します。設備や成分などの物理現象に

関する物は原理図を示し発生メカニズムを 3 現主義の実践と共に進めます。また、ヒューマンエラ

ーは作業手順の中で間違った内容、または、何らかの影響でやるべき要件が進まないと時に発生

します。この種の構成は物理現象なので、ビデオや計測機器などを使い、ヒヤット 30：不良1件とい

うことでヒヤット段階の解析し、問題発生メカニズムの明確化と共にゼロ化の実現へ向ける対策が重

要です。このような経過で判ったことは、設備の改造など、時間がかかる対策後に結果が出る対象

は別にして、「大半の不良対策は、概ね３日程終了になる！」という体験でした。以上のような体験

から、筆者は、「かつて、不良対策に当たり、御前会議の形態で関係者が集まり、討論して行く方式

がいかに不良発生の実態から離れた内容になっているか？」を、正に、身を持って知りました。

２．不良撲滅多作に必要なスピード改善

先に解説したように、不良は原因が除去されるまで発生状況は継続します。対策が遅れると、時

間係数の形で損出コストは増加します。さらに、この間、お客様にご負担とご迷惑をお掛けし、従業

員の皆様にもムダな負担をかけます。そこで、経営トップの皆様に対し、多くの企業が何気なく、昔

から続けてきた『定例品質会議』に対し、「勇気を持って誤りを正す！」という視点で、検討願いたい

内容の解説をさせていただくことにします。

図の左側が、問題とすべき『定

例品質会議』です。ここでは、不良

統計を経過という形でまとめ、所轄

関係者が不良の推移を説明の

後、対策内容について経営トップ

を始めとした関係者に報告する形

態です。筆者は米国 AAP 社でア

ルミホイール工場の立ち上げに赴

任し、工場立ち上げ時、MIT の大

学院を出た品質管理・保証マネー

ジャーT 氏が、この種の対策会議

を開始しました。筆者は生産管理

のマネージャーであり、不良発生は製品納期を阻害するので、対策会議に出席しました。T氏は解

説が上手いということが雇用時の評価でしたが、統計データーの上下に対し、米国における文化な

どを入れ、一見、興味をそそる話と共に 1 時間以上を使いました。だが、最後に、「皆は各工程の

製造の専門家なので頑張って欲しい。必要なら日本から来ている指導員の支援を！」という一般

可思議な品質対策の慣習！
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論だったので、筆者は、「たとえば、製品 A、M 工程で不良があったが、その原因は？」と聞くと「To 
be continued（続編）!」という答えでした。翌週になると、製品別：工程別不良統計の説明でした。

そこで、筆者はまた、「製品 A、M 工程で不良の原因は？」と問うと、また、「To be continued（続
編）!」でした。その内容を聞くと、昼夜 24 時間を担当する 2 シフトと 4 グループ別に不良統計を分

けた解説をするという答えでした。この状態では、1 週間の不良統計データーをいじくり廻すだけで

あり、来週になると、最初の発表から 1 ヵ月を過ぎた古いデーターの報告になってしまいます。また、

この種の、不良を出してから統計を取り、推定原因を討論する方式を『死亡診断書対策』と言いま

す。これは、1970 年代、TPS の JIT やポカヨケ開発で世界に知られる故・新郷重夫先生が行った

指摘でしたが、筆者は、工場幹部の一員として、「この定例品質会議は貧失懐疑停止！」としまし

た。1 件の不良の下には 30 件のヒヤットが隠れています。ヒヤットを崩せば不良は出ません。また、

不良ゼロなら統計資料そのものの作成も、T 氏の談話会も不要になります。ここで、筆者が採った

不良対策方式は、「ヒヤット品が出たら発生時点に筆者達が現場に行き、不良発生に対し、現場、

現物、現象を確認して原因除去を図る。従業員に強い認識を持って参画願うため、不良 1 品 60
＄という紙幣をつくり、不良品に着けて集計する！」という方式でした。当然、重大問題に対しては、

品質改善プロジェクトを、筆者直轄で指揮しました。その結果、3 ヶ月ほどでほぼ不良はゼロ化させ

ました。

もうひとつ、前ページの右側、この下図の左側の2つ目の『不良発表というイベント』も問題です。

この種イベントの狙いは、従業員の品質意識の刺激のようです。また、前ページの図と共に記載し

たように、ひどいものには、3 日

程で不良対策は終わっているの

ですが、発表会のため、資料づ

くりや発表会の賞狙いで 2 ヶ月

も費やす例までありました。これ

も、経営トップが「勇気を持って

誤りを正す！」対象です。発表

に膨大なムダなコストを費やすた

めです。ある企業で、筆者はこ

の種のイベンの廃止を提案した

ことがありました。すると、この企

業の研修主催者（事務局）の方

が、「従業員が相互に話し、人間関係の改善や活性化に大きく貢献しているので、続けたい。あな

たが進める物理現象対策は判るが、この面で欠けるので、第一、毎年行い。経営トップの訓話も大

切なので、・・・」ということでした。ここでは、筆者の３現場主義による物理現象解析、さらには、３名

程、製造技術に堪能な方が不良対策を行う方式を投入すると、「余りにも早く討論の種を失う！」と

いうことになったようです。このため、筆者としては、この企業の経営トップがこの問題にお気づきに

なるまで待つことにし、次ページの図に示した資料提供をして、即座に、この企業の研修を修了し

従業員の皆様が一応は、上司とのお付き合いで参加する
品質対策イベント対応例矛盾１

不良発生があると

全員に訓辞と注意が

なされる。関係ない

部署への刺激策は

わかるのだか、・・・

矛盾２
なぜ事前検討が

十分で不良を出さな

かったところが改善

発表がなく賞がなく、

逆に、不良を出し

対策したところが賞

をもらえるの？

不良を出すたび叱咤！

改善発表会の運営？

矛盾３ 不良対策自由討論会
の効果は？

不良を出さない関係者

を含めた多くの対策案

を創案する方式は適正？
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わが社も進めて
きたが、効果が
薄い！

刺激策には
大きな疑問が？

HEは手順の問題！
仕事をこなす人は
体格・視力・手足の
長さ、筋力や・・経験
集中力を維持する時間
が個人毎に異なる！

ダメ出し

品質対策
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ました。提供した資料は、JMA で調査した小集団活動の問題であり、1970 年頃、「不良対策は現

場関係者が集まって、３～４ヵ月に 1 テーマをこなす！」という活動です。QS9000 という米国の自

動車部品などの調達規定にあるように、統計資料は本来、製品開発時の事前検討に使うべき対象

です。だが、ここでは、この統計解析を後付けして解説、賞を競う方式でした。さらに、下図の右側

に示したように、「ライフサイクル短命化の時代になり、不良対策テーマは上昇する中で、時代に即

さない活動になってしまった」という内容でした。なお、先に研修でお邪魔した、また、下の資料を

紹介した企業では、経営トップの方が、この資料をまだご覧いただいていないようです。その理由

は、まだ、イベントを続けているという報道をなさっておられるためです。

３．優良・先進企業の「スピード不良撲滅」対策

産業界に「ナゾ解きは事例に学べ」という言葉がありますが、既にスピード改善を実施し、不良ゼ

ロ生産を実現に向けた例が多数あります。まず 1 番目です（詳細は 1997 年の JMA・マネジメン

トレビュー誌が伝える内容です）が、その要点は下図の左側の構成でした。

1962 年、旧・ソ連が大陸弾道弾：ICBM を実現し、ピンポンとで米国を攻撃可能という報道がな

された時、米国政府は、軍事均衡を保ち、第三次世界大戦防止のため、早急にミサイルの配備が
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必要でした。このミサイルは、ナチスの V8 ロケットを基にしたものです。米国側も同じ情報を旧・ソ

連と分割してたため、その後。設計図面は完成、早急な製作が必要でした。そこで、国防省は、米

国の優良メーカーに緊急依頼を出しましたが、その内容が、2 ヶ月で製作、しかも不良ゼロ生産だ

ったため、全米の企業が辞退しました。そこで、困った米政府は、マーチン社に白羽の矢を立て、

製作命令としました。当時、マーチン社では、ハルピン氏が品質管理部長を担当していましたが、

彼は苦難の末に、ZD プログラムを考案して実施、見事、この任を果たしました。ZD プログラムの驚

異的な状況は、前ページの左側に示した通り、数千発の ICBM を見事に短納期で製作、しかも、

不良ゼロだった点でした。このため、以降、日本でも多くの企業が導入し、成果を挙げて行きました。

この手法の特徴は、①ヒヤット段階の品質管理を行う。②万一、ヒヤット段階の製品を発見した時、

即座に、発生元に現状を伝え、確認願う。③その際、小集団形式で作成した欠陥ゼロを前提とした

標準化と対比して、標準化に修正部分があれば即座に直す。問題無い場合、作業者の技量が足

りないとしてレベルアップを図る、という方式でした。

その後、前ページの右下の図に示したように、その ZD プログラムの利用は進化し、トヨタの JIT
で「ストップひも」として使われ、ここでも成果を挙げました。図らずも、1970 年末、日本車の品質が

はるかに米国に勝る時、日米の貿易摩擦～ジャパンバッシングが起きました。米国では、この問題

の解決のため、日本政府に圧力をかけ、GM の合弁会社 NUMMI 社を新設し、JIT の世界実験

と共に品質対策が進められました。その成果を前ページの右下に紹介しましたが、ここでは、「品質

向上＝売上増」という結果と共に、米社の品質向上と共に経済復興に大きな貢献を果たしました。

その後、前・ウエルチ会長の時代、この対策法は、GE 社が６シグマを進める中、現場とのタウンミ

ーティングで取り上げられました（下図の左肩の中央部に記載）。ウエルチ氏の著書「我が経営」に

その詳細が記載されていますが、当初、GE 社で名付けた、『ゲート・システム』に対し、本社の品管

関係者達は「製品製造が遅くなる！」と言い、大反対したそうです。しかし、ウエルチ氏はトップ命

令で断行した結果、逆に、確実な製造品質と共に製造期間の短縮を実現させました。この総合成

果は、下の図の右側の内容ですが、ウエルチは、「航空機製作の品質レベルの達成を狙って６シ

グマの展開を展開したが、1995 年～5 年間の利益は総て６シグマによる！」と、
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書に記載されました。以上、ここまで、組み立て産業における不良対策手法を例示しましたが、ここ

に記載した手法は装置産業では QTAT（Quick Turn Around Time）の名で使われています。言

うまでも無く、既に多くの企業で同様の成果を挙げてきました。

４．一応はチェック願いたい ISO9001 の運用

ISO9001 は 1994 年にスタートし、QMS 対策が、早、25 年余が過ぎましたので、「経営トップが

知る常識」という局面から、下図 2 件と共に、その状況を解説することにします。

なお、ここで、御社における ISO9001 取得の要否は別問題とします。その理由は、トヨタでは「不

要！」また、中小企業でもダントツ製品で世に知られるリチウムイオン電池の容器製作を実現させ

た岡野工業や 1/100 万の1グラムの樹脂歯車を射出成形で製作した樹研工業なども「取得不要！」

を宣言し、ダントツ良品の製造・販売を進めてきたためです。しかし、上の図の左側に示したように、

QMS は、経営トップの日常活動直下に無い場合、単なるお飾りになるばかりか、不良ゼロ対策と

無関係な書類の山に終わり、年に 2 回ほど実施されるサーベイランスという審査の儀式へのお付き

合いに留まらせた企業の取り組みがありました。この種の企業の多くは、輸出品を EU へ送る際、

第三者による客観的な品質レベルの保有と QMS の証明を必要とした企業ですが、1994 年の発

足当初、取得に殺到しました。また、この種の企業では、多くの企業が不良を出しても、ISO の認

証機関が要求する国際的な規定に定められた書類さえ整えば認証の取得がなされて行きました。

このため、この種の大半の企業では、事務局が主体となった書類作成で認証を得る活動となり、経

営トップの参加は薄く、経営活動と離れると同時に、この種の状態を産業界では“USO（：ウソの）活

動”と言いました。

この批判が多い状況を受け、ISO9000ｓを創設した国際機関では 2000 年改訂を進めました。そ

の結果、QMS の 5 段階評価と共に、ガイドライン ISO9004 を提唱しました。また、工場活動にお

ける品質保証さえ実施すれば良い企業向けに認証していた ISO9002 を廃止し、開発・設計要件

がある ISO9001 の取得に限定しました。しかし、このように改訂してきた ISO9000s（シリーズ）も、

まだ、世界の多くの企業では、経営直結で QMS を活用して行く例が少ない状況が続きました。加



9

えて、この頃、コンプライアンス問題が多発、社会問題化しました。このため、2015 年の改定では、

さらに、製造ラインの長の活動を強化する規定に改訂しました（この経過は前のページ、上図の右

側です）。同時に、この間に、QMS 向上に的確な審査をしない審査機関に対し、受審側である企

業が変更を可能にしました。ここで、注意すべき点は、審査はコンサルテーションでなく、企業が固

有に定めた QMS の履行の審査です。このため、明らかに経営トップが主体的に QMS 活動上に

問題とされる事項がなっても、それを指摘した場合、「嫌われた審査機関は変更！」なる危険があり

ます。審査機関も「多くの審査をして利益を得る」というビジネスです。そうなると、審査員の力量理

論やコーチング利用などはありますが、究極として、「審査時に、審査機関が企業に QMS の大幅

改善を求めるのは大変難しい」ということになります。

５．製造業のトップに期待されるダントツ品質・QMS 対策

世界に知られる P-D-C-A の解釈と運用は、下図に示したように、3 種類あります。方式１は 1970
年頃、日本で小集団活動と共に盛んに使われた方式です。これは、1950 年頃、日本の品質は国

際的にかなり低く、「日本の製品は不良だらけである！」という悪評から逃げるため、たまたま日本

を訪れた数学者のデミング博士に相談を掛けた時に得た対策を発端にした方式です。当時の日

本では、多大な人を掛け、「検査で品質を造りこむ」という対策を進めてきました。だが、デミング博

士は、「米国では抜き取り検査をしています。統計的に見て、検査でサンプリングという手法を使え

ば、製造不良が判ります。問題

あれば製造元に全品を送り返し

なさい」と説明しました。同時に、

「製造で品質を造りこむ対策と、

標準化の見直しと活用」を指導

されました。説明するまでもなく、

標準化は、その企業で物づくり

を進めるために必要なベストウ

エイ（最良の仕事の方法）です。

これを使った製造では、「P（標

準書を基に）-D（標準通りの生

産を行い）-C（結果をチェックす

る）活動となります。なお、当時、日本はまだ、製品製造レベルが低い状態でした。そこで、デミング

博士は、「標準化に問題があった場合、ここに cA(Corrective Actin：標準化の修正)を加えてでも、

品質管理と改善に努力してください」と話して帰国されました。その後、統計を用いた品質管理法

が日本を席捲し、品質向上と共に、「工程で品質を造りこむ」活動が進み、デミング賞が発足しまし

た。これ、以降、デミング博士は日本の品質管理・改善の指導者とされたわけでしたが、デミング賞

を出す学者の皆様が、「cA の c が理解できない！」ということで、除去し、A＝反省としてしまいまし

た。その結果、これ以降は、最初から“反省”が入った不十分（問題を持つ）な標準化の設定と運用

マネジメントシステムはP-D-C

Doは行動
Action も行動

どう違うの？
Aは反省？
まずい計画？

P-D-C-A 4つの輪を皆で回そう

【方式１】日本的QC活動

P

D

C

A

反省・見直し

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

【方式２】ISOのP-D-C＆Act.

Act.：継続的改善へ処置
一流の追及

Ｐ

D

C
P

DC

ＰD
CP

スパイラルアップして
更なる高みへ・・・

Plan.:顧客要求事項及び組織の方針

に沿った結果を出すために、必要

な目標及びﾌﾟﾛｾｽを設定する。

Do:それらのﾌﾟﾛｾｽを実行する。

Check:方針、目標，製品要求事項に

照らしてﾌﾟﾛｾｽ及び製品を監視し、

その結果を報告する。

Act:ﾌﾟﾛｾｽの実施状況を継続的に

改善するための処置をとる。

ISO9000
シリーズ
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となりました。この時点で、もし、企業の実務者達が「D=Do：行動、A＝Action：行動という２つはな

ぜ必要なのか？」という疑問を訴えれば良かったのですが、「P-D-C-Aという４つの輪を全員で押し

ながら品質改善を進める方式が重要！」とした、デミング賞の審査に当たる学者グループの主張と

共に現場関係者に改善を丸投げする小集団活動が活性化して行きました。また、この時点で、討

論中心の不良対策となり、不思議なことに、３～４ヵ月で 1 テーマ方式が一般化し、本来、新製品の

開発（事前検討）時に使うべき統計解析が発表会の後付けになって行きました。発表会では不良

統計資料が必要です。このため、目前で不良が出た時に対策すれば済む対象に対し、「あえて！」

とは言いませんが、不良を出し、統計資料を作成し、特性要因図を作成して討論した後、思いつい

たアイデアを基に、『当たるも八卦式の不良対策方式」が一般化して行きました。この不良対策方

式は討論と集められたメンバーの融和を重視し、極めて遅い、しかも、３現主義と無関係な不良対

策でした。

このような日本産業の奇妙な活動に対し、ISO9001 が 1994 年に発足、2000 年に、ISO41001
にリンクさせる形で、P-D-C-AのAを「プロセスの実施状況を継続的に改善するための処置をとる」

スパイラルアップ対策を促しました。この意味は、世界で A クラス（世界一流）の QMS へ企業活動

を高めることを意味します。また、企業における QMS 活用意義を考えると、一流マネジメント活動

の立場では、「ISO9001は品質工場のツールである。企業は、早く ISO９００１レベルの活動から脱

皮して、ISO9000ｓが提唱する QMS を使い、早期にダントツ製品実現に邁進すべき！」というガイ

ドでした（これは、既に、ISO 関連機関が、2000 年改訂時、下図の左側の図の形態で産業界に示

してきた内容です）。このような経過を見て、筆者達は「各製造業は、この具体策のために、下図の

右側に示した対策が必要ではないか？」と考え、QMS活動を進めてきました。要点は、BCP（事業

継続計画：Business continuity planning）の利用です。自然災害では、被災の繰り返しが許さ

れません。最初から被災しない対策を調査~研究して、各種の問題対策時の計画をつくります。ま

た、品質改善においては、既に日本のカメラ業界がおこなった、ハインリッヒの原則を 2 桁ほど厳し

くした取り組みがありました。これは、ダントツ製品の取り組みであり、今や「カメラは日本！」という世

界市場づくりの事例でした。以上、今回、経営トップの指揮統制下にある QMS について、その歴

的経過を整理しましたが、この内容がご関係者の活動の見直しの一助になれば幸いです。

以上


