
1

気づきが生む改善（シリーズ９）：「勇気を持ち、誤りを正す！」

       その３ 不良対策活動の見直しを！    2020 年 10 月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

先のシリーズでは、経営トップの皆様が自社で QMS を展開される上で、ご注意願いたい事項

を紹介しました。今回、それに続く形で、実務者の皆様が、不良対策に当たって、「勇気を持って

誤りを正す！」という事項を紹介させていただきます。不良対策には、図に示したように、３種のア

プローチがあり、ISO9000 の

７大原則で、「客観的事実に

基づく意思決定」を提唱して

います。しかし、時に、左側の

図の１番目や２番目の方式で

不良対策に苦労される企業の

取り組みがあります。この２つ

の方式は「想像や経験、時に

はアイデアに基づく意思決定」

であり、以下に解説して行く図

の３番目に比較すると、極めて

遅い対策法となります。では、

以下、その理由と、多くの実務者の皆様が陥りがちな事象や対策法を紹介して行くことにします。

１． 国際的「統計の扱いの明確化！」

QS9000 は、米国・自動車業界の部品などサ

プライヤーに対する購買規定ですが、ISO9001
と同時期に規定化されました。この規定の要点

は、「統計は新車・新部品など新規納入品の事

前検討に使い、その証明を行う！」という扱いで

す。しかし、日本では、今も国際的に見て、極め

て奇異な統計の活用法があるので、その状況を

例示して行くことにします。

統計を活用すると時に極めて効力を発揮しま

す。例えば、図に示した故・野村監督で有名に

なった ID 野球などはその例です。このように、各種スポーツでは、勝つために相手の実情を分析

するツールとして統計の活用が盛んです。例えば、先のオリンピックの時の女子バレーボールで、

真鍋監督が i-Padを片手に的確なチーム編成と攻撃を組み合わせ、見事メダル取得を果たした活
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動は、皆様にも目に残る状況だったのではないでしょうか？しかし、逆に、日本では、「品質改善に

当たって、国際的に疑問？」という奇妙な現象があります。ここで、「なぜ、筆者がそういうのか？」と

いう点を明らかにしないと、この問題の大きさが、読者の皆様にお判り願いないと思います。そこで、

以下、不良対策研修で行ってきた演習時の体験を例を紹介させていただきます。

約 10 年前、筆者は、異業種交流の形で、JMA・TZD（不良・クレームゼロ対策）研究会の幹事を

担当させていただきました。この活動は、２１社の皆様と４年に渡る活動でした。この時、重視した事

項は、「不良対策に対し、世界をリードす

る形で進められてきた最先端と評価する

企業活動と対策法」でした。なお、この時、

TZD では、特定の学者や特異な学問的

な解析法でなく、10年ピッチで見た時、参

考にすべき「泥臭いが実務的で、我々に

展開可能な不良対策法」を対象にしまし

た。その要点は、左側の図で示した項目と

なりますが、この経過をたどり、各社で必

死になって進められた不良対策ゼロ化の

ご努力は、正に、不良撲滅対策で悩む企

業にそのまま活用可能、実践的な内容でした。そこで、TZD 研究会では、その取り組みを解析し、

「事実に基づくアプローチ」と共に、現場・現物で不良の原因となる事項を探る方式を整理した結果、

後で P.7 の下の左側の表に記載した 25 件ほどの手法を抽出しました。この詳細は、

https://qcd.jp/に報告書と共に、書籍にもなり、役不足ながら、筆者は、この普及に努力してきまし

た。だが、この過程で奇異ともいえる現象に、毎回、遭遇してきたため、詳しく紹介させていただくこ

とにしました。対象は、下図の左側の演習題です。

研修では 1 時間ほどを使い、先に紹介した上部に示した「10 年ピッチで見た先進企業の不良対

策状況」を、丁寧に、また、各種の事例と共に、TZD 研究会でまとめた内容の主要点を解説してき

毎回研修時に最初に行う研修の内容
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１．1960年：統計品質、だが、検査で品質作り込み
から、「製造で品質造りこみ」への変化

２．1970年：ZD対策の時代
問題発生時点に三現主義の実践

３．1980年：トヨタのストップひも
→QTATへの展開
ヒヤット段階でQTAT

４．1990年：ISO９０００シリーズは
予防で品質保証を確保！

５．2000年：IoTの時代、DR段階で不良ゼロ！

「世界的な最良手段で不良ゼロを！」と考え方で、

抽出した対象（JMA・TZD研究会による調査と利用対象）
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ました。当然、演習に入る前に、自己紹介が必要なら、その時間は別に取る。また、電卓が必要な

ら配布する。また、提示した演習に示したチェックシートの内容も説明してきました。その後、30 分

程のグループ討論となります。これが、前ページの下図の左側上部に示したチェックシートですが、

グループ討論を開始する前に、さらに、「皆様は、製造現場の対策をご指導される皆様です。ここ

に、不良のチェックシートがあります。本来、御社の製品を対象にしたいのですが、ここは研修室な

ので、一応、今回は、不良 1 品 5 万円と仮定します。そこで、お願いですが、このチェックシートを

題材に、目前に不良が出ていると仮定して、不良ゼロにする対策をご検討下さい。・・なお、ご質問

や要求事項があれば講師に気楽に、・・・」とお話した後にグループ演習となります。討論結果は発

表願うわけですが、さらに、「不良対策は時間係数なので、対策を急ぐ！」また、「現場の関係者に

直接指示願う内容を！」伝えた後の演習でした。毎回、グループ討論は活発でした。時に、「発表

資料が間に合わない」という要求を受け、15 分ほど延長する例が多数ありました（時には、講義の

都合もあり、発表を昼食後の最初にする例もありました）。これは、国際的に行われてきた重要な不

良対策法を解説の後、十分な時間を取って行うグループ演習です。だが、摩訶不思議なことに、グ

ループ演習が始まると、筆者に対する質問や要求事項はほとんど無い状況で進みました。グルー

プ討論の状況を拝見していると、研修生の皆様は、まず統計資料を計算し、そのデーターを基にし

たブレーンストーミング（想定原因とアイデア発想の討論）になります。このような状態で発表される

内容は、判を押したように、グラフ

の説明と、想定原因を挙げ「〇

〇・・・と考えます！」という内容で

した。今まで、研修にご出席の方

は 7,000 名以上になります。だが、

「10 年ピッチで見た先進企業の

取り組み」とは無関係でした。また、

発表内容は、1960 年代に多くの

企業で見られた『死亡診断書』を

使った発表形態でした。問題は、

目前に不良が出ている状況で不

良統計を取ってから不良対策を

進める方式は、明らかに「統計を取る間、不良を出させせる！という命令を現場にしている！」と状

況になります。しかも、現場・現物～不良発生の現象解析を 3 現場主義で行わず、「当たるも八

卦！」式の不良対策では、原因除去にムダな時間と手間がかかる対策になってしまいます。だが、

この種の発表では、前ページの右下の図に示した ISO9000 の 7 大原則「客観的事実の基づく意

思決定」は皆無でした。では、「世界的に正しいと考える不良ゼロ対策手法を解説したにも関わら

ず、なぜ、この種の行動が繰り返されるのだろうか？」ということになるわけですが、その理由は、大

脳生理学でいう「スリコミ」現象が起きたためです。これに対し、この演習の前に行った講義では、

研修生の皆様が、あれほど、熱心にメモをとり、うなずき、「世界的に最先端の手法を使うべき！」と

解答例 ‘９４年ＩＳＯ９００１「統計の扱いを明確にせよ！」

一番良い答え： ◎購入前に事前検討~対策して、不良ゼロ生産を開始する！

二番目の答え： 発生時点対策！
「統計数字は１件づつのデーターの集まり」
① 現場・現物で事実を探ったか？
② 1日目に不良を発見した時点で、1点づつ、原因究明

~即時対策１項目づつ対策すれば、５日目には全てを
ゼロにすることが可能になる。

③ 不良1件の下には３０件のヒヤットがある。これを現場、現物
で対策すれば、不良ゼロにできる可能性が高まる。

①作業者の
不慣れ？

②調整不具合？
③標準化の欠如？

三番目の答え
統計をまとめわいわい・がやがやの討論は
「死亡診断書づくり」になる恐れがある！

この設問は ISO9001：1994年の規定4.20「統計の扱いの明確化」に関する対処法を問う例です。統計をまとめて

「ワイワイ、がやがや」と机上の空論を進める方式が1960年頃、日本では盛んに行われました。しかし、不良は

製造現場で発生しています。そうなると、発生時点に対策する。否、発生させないように事前検討しておくことの

方が先にすべき行動になるはずです。このような意味合いから、統計をまとめて机上の空論をする方式は

『死亡診断対策』という扱いになります。
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いう状況でした。だが、一旦、目前にチェックシートを出されると「計算して、グラフなどを作成した後、

討論！」とすり込まれた習慣が起き、この種の行動に入りました。要は、統計資料を目前にしたとた

ん、『職業病！』とは言いませんが、研修生の皆様全員が、まるで判を押したかのように、講義内容

とは無関係に、統計を集計し、想定原因をブレーンストーミング方式で出す行動に入る現象の繰り

返しでした。再度の解説で恐縮ですが、講師に研修生の皆様をだます意図は全くありません。この

ため、グループ演習が始まると、各グループを 2～3 回は巡回して、「何かご質問や、ご要求などあ

りませんか？」とお聞きしてきました。だが、研修生の皆様は、統計資料の作成と自由討論に集中

する状況で、「〇〇設備が問題であり、定期メンテナンスさせるべき！・・・標準化の整備と作業者

の教育が必要である。・・・この種の指示の後、もう 1 週間データーを取ろう！」と言った状況になっ

ていました。筆者は、この状況を拝見した時、「多分、この種の形態で各社では不良対策会議が進

められ、世界的、また、TZD 研究会で不良ゼロ対策を効果的に対策する手法を学んでも、「勇気を

持って誤りを正す！」という行動に移らないのではないか？」と思いながら、この演習を進めてきま

した。この状況で、研修を終わり、帰社されては大変です。講義で解説してきた内容は全く使って

いただけない状況になるためです。そこで、この演習の後、毎回、解答を紹介し、下の左側の表に

示した 13 項目の問題指摘をした後、先の「10 年ピッチで見た先進企業の不良対策状況」の解説

を再教育形態で進めてきました。ちなみに、この現象は、この表の 3 番目です。また、「この演習題

のチェックシートですが、もし、不良発生発生時点に 3 現主義と共に原因究明～除去対策を日々

進めれば、統計資料作成は不要、1 週間の後には不良ゼロ化が期待できることになります」と解説

してきました。すると、この演習で研修生が体験する内容が、「失敗に学ぶ！」という反省に変化し

ます。また、この反省が、研修後、帰社され、正しい取り組みを素直に進める発火点になります。そ

の証明として、この体験をされた研修生の皆様が、研修後、各社で不良ゼロの実現を次々と短時

間で進めて行く実態を拝見してきたためです。なお、この種の研修をお受けになっておらない皆様

は、このような現象が起きてきた事例をご覧いただいた時、「奇異に思われるのではないか？」と考

えます。「この状態が繰り返されてきた背景のひとつに、各社で行う定例不良対策会議が関与して

きたためではないか？」推察されます。また、そうなら、皆様は、その方式を止める提言を会社側に

「勇気を持って誤りを正す！」活動が必要になるはずです。
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２． 不良対策は「3 不良/ヒヤット/良品」区分制度で！

筆者は、度々、不良対策に企業支援の形で訪問してきましたが、さらにもうひとつ、「多くの企業

で、不良と良品の 2 区分の制度を運用している」という事象に遭遇してきました。下の左側の図のよ

うに、ハインリッヒの原則では、1 件の不良の下にはヒヤット品（不良予備軍）が隠れています。「この、

ヒヤットの段階で不良を撲滅すれば不良ゼロ化の実現となり、もはや、不良の出現を待って対策す

るモグラタタキ対策にならない」

という理論です。だが、昔から不

良/良品の 2 区分制度を、続け

てきた工場では次のような状況

が起きていました。2区分制度の

場合、ヒヤット品という区分が無

いため、工場関係者が良品に区

分したものが顧客側としては不

良になるケースが起きる。逆に、

ヒヤット品は総て不良として廃却

に回すと「歩留まり落ち」といって、

良品として扱える対象品が不良

となる、という状況がありました。

このような問題が発生する理由は、図の右側のように、もともと、不良/ヒヤット/良品の 3 区分で状

態を 2 区分にしたためです。ここで、即座に、「勇気を持って誤りを正す！」として 3 区分を変えれ

ば、この問題は解消されます。同時に、ハインリッヒの原則を用いて、ヒヤット 30 件の段階で不良に

なる可能性の高い原因の除去とな

るためです。この方式は、ケガ防

止に使ってきたKYT（危険予知）・

安全対策を、人から製品という対

象を変えて不良対策に転用する

方式ですが、実は、筆者も過去、

この 3 区分制度を知らないで過ご

していました。だが、この時、運よ

く、1998 年から 3 年間、アルミホイ

ール生産を立ち上げた米国の

AAP 社に赴任する直前、ある研

修で講師が紹介なさった、また、

その頃は、適用例がほとんど無かった３区分制度を、素直に導入しました。すると、3 現主義、ヒヤ

ット発生時点で原因究明を進めた結果、3 ヶ月ほどでゼロ化させることが出来ました。この

ような体験から、3 区分制度の効果がいかに大きいか？を認識してきました。また、その後、TZD

不良/ヒヤット/良品の３区分制度と２区分制度の違い

一般の行われている２区分制度

良品 不良品

？

不良品は

スクラップへ

良品

良品は

出荷へ
品質基準

不良品

？（ヒヤット）品を

良品にしたが

不良だった場合、

顧客クレームとなる

？（ヒヤット）品を

厳しく査定して

不良に全て入れる

と、歩留まり低下！

２区分法を運用する目的：

『不良対策より、混入防止』

問題は？

？
良品

不良品

不良/ヒヤット/良品の３区分制度

品質基準

明
ら
か
な

不
良

？(Questionable) 
＝ヒヤット対象品
①状況を発生時点

で現物確認

完全に

良品

②発生もとへ

QTAT対策
技術改善

③発生状況
フォロー

~廃品は処理へ

３区分法運用の目的：

より厳しい基準に対応

するため問題顕在化と

QTAT対策による不良減
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不良対策前に作成すべきハザードＭＡＰの作成手順

【作成手順】手順１：問題のリストアップ
①過去トラ（過去のトラブルのリストアップ）
② 手直しや教育に時間が掛かった内容（ヒヤット項目）
③ 新機種に予想される不安事項

★研修で紹介した事例：富士ゼロックスのコネクトミス対策等

手順２：分類整理：（機能､要素別） → 一覧化

過去トラ
ヒヤット

手順３：対象製品の構図を示し､要素毎に分解し、
同時に、リスク評価を5段階法で行う。
P（発生可能性）×S（事が起きた時の集台性）
＝リスク → リスクの高い内容を抽出する

過去トラ情報も利用

手順５：改良と原因の除去
原因の除去が完了し、標準化
による順守が完了したら、色別
表示する。

色区分
~危険部
管理へ

安
全

不
安

危
険

髪の毛対策・ハザードMAP検討

事務所

ロッカー室

シャワー

資
材
置
き
場

手
洗
い

エ
ア
ー

　
　
シ
ャ
ワ
ー

製
品
倉
庫

こぼれ材料飛散
可能性：Ｐ＝５
重大性：Ｓ＝３．５

清掃時髪の毛落下
発生率：Ｐ＝３．５

重大性：Ｓ＝５

手順４：リスクの存在を一覧・
「見える化」する
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ハザードMAPの色区分と、

是正対策の完了状況の管理

安
全
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研究会で、各社に 3 区分制度を紹介～適用願いましたが、ここでも多大な成果を得ました。以上、

このような理由で、筆者は、以降、多くの企業に『不良/ヒヤット/良品の 3 区分制度』の適用をお願

いしてきました。

先に解説したように、『不良/ヒヤット/良品の 3 区分制度』の思想の展開は、ヒヤット段階で不良の

原因究明～ゼロ化を進める対策です。要は、不良 1 づつ、発生を待って対策するのではなく、30
ヒヤットの段階（不良予備軍）で、原因の除去を進める活動です。この対策は、特に、新製品開発

段階に適用すると効果絶大です。その理由は、JMA・TZD 研究会で調査した結果、新製品開発

段階と量産時に行う不良対策を比較すると、不良の要因の 85％以上が新製品開発段階で検討・

対策すべき対象だったためです。このため、現在、前ページの右下の図のような検討方式をつくり、

図の右下に示したハザード MAP を用いた(赤枠でしめしたイメージで)、不良撲滅対策を進めてき

ましたが、この方式も大きな成果を得てきたため、ここに紹介させていただきました。

３．QTAT 対策と共に進める 1 問題→1原因→1 不良の撲滅対策法

ここまでの解説の要点は、「現在生産している対象品の不良ゼロ化には、ヒヤット段階で、発生す

る問題 1 件に対し、発掘時、3 現場主義と共に、原因分析を進めてゼロ化すれば、不良対策会議

で使う統計資料の作成は不要となるという活動なので、進めるべき！」というガイドです。さらに、こ

の対策はヒヤット問題が発生し

た時点で行う必要上、筆者達

は、この方式に QTAT（Quick 
Turn Around Time）と名づけ

ました。詳しくは、右側の図の

イメージになりますが、この方

式の題材にひとつは、先 P.2
で解説した 1962 年、マーチン

社が ZD プログラムでした。ま

た、さらに、この方式をトヨタが

自動車生産で JIT 生産の中

で、ヒヤット段階であっても、ラ

インストップの権限を現場作業者に任せるという制度が関与を参考にしました。この方式の成果は、

当時、日本で生産する自動車の品質が日米の自動車品質に勝り、貿易摩擦時、米国では労働争

議の中で、日本車を穴に埋めてタタキ壊という無意味な『ジャパンバッシング』となった対策に大きく

関与しました。当時、いくらジャパンバッシングしても、米国の車生産の品質は向上しません。そこ

で、米国政府は日本を強要する形で、自動車生産に関与しないカリフォルニアに NUMMI という

200 名規模の JIT・ストップひも実験工場を建設し、品質向上を世界に証明しました（この詳細は、

先のシリーズで示した通り、大きな成果を国際的に示しました）。QTAT は極めて効果が高い不良

対策制度です。しかし、当初、この対象は、一部の組立産業だけでした。そこで、TZD 研究会では、

標準化の順守：QTAT対策

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

即時、問題のフィードバック

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡発生元

QTAT対策
（Ｑｕｉｃｋ

Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ

Ｔｉｍｅ ｼｽﾃﾑ）

装置系 製品の流れ 最終検査

問題発掘！

即時対策

即時、問題のフィードバック

即時、問題のフィードバック

装置系
問題発掘！

即時対策
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この方式を産業に関係無く使える方式形態に広げ、QTAT としました。そのイメージが前ページの

図の下に示した内容です。QTAT では、①ヒヤット段階で問題をとらえ、②即座（少なくとも 10 分以

内）に問題を発生元に知らせる。③連絡を受けた工程では、標準化に問題は無いか？標準化が正

しければ、それを維持する人の技量や設備管理内容に問題が無いか？という分析を行い、④問題

がある場合、その原因の除去を現場・現物・現象を解析して、現場で対策するという対策を進めま

す。⑤装置産業では運転中の機械や処理中の材料を止めることが出来ません。従って、抜き取り

検査でヒヤットの発生状況を把握して、正規の製造条件に戻す処置や、問題があれば原因の除去

を図り、良品生産操業にして正して行きます。なお、この際、ここまでに解説した問題解決手法を総

合化して使いますが、1 問題に対し、1 原因を追究し、最適とされる 1 対策を現場で進めるため、死

亡診断書は不要となり、むしろ、⑥良品生産の品質保証書（トレーサビリティ報告書）を記録して行

く方式となります。以上、化学や鉄鋼など装置で QTAT は利用可能であり、既に、多くの成果を挙

げてきたため、筆者達 TZD 研究会では、不良ゼロ対策への広い適用を願ってきました。

４．不良対策の手法の整理

我々が多数の不良ゼロ化を進めた過程で判ったことは、ここまで解説した不良対策手法を駆使

すると、不良の対策の大半は正しい『製造技術』の活用と、その良否を判定する『評価技術』の適

用でした（ヒューマンエラーも、その発生原因が手順の中で起きる事象であることを知ると、これも物

理現象の一部として扱い、対策が進みます）。ここで、繰り返すまでもなく、このような、不良ゼロ対

策のためには『事実分析』が絶対必要条件となるため、JMA・TZD 研究会では、下の表の 25 件ほ

どを対象とし選び、今まで、活用してきました（繰り返すまでもなく、ここには、右の図の左側のブレ

ン―ストーミングを基にした「想定や経験などに基づく意思決定」を対象外です）。現在、産業界で

は、不良解析に「なぜ？なぜ？分析」が盛んに使われている状況です。この手法は、原因を1問題

→1 原因探求方式で探り、1 対策を探す手法として有効です。また、この種の不良問題となる原因

を正確にとらえるために、必ず、ビデオや各種の計測機器が必要です。さらに、原因と結果の関係

を目で見て判る方式で示すためには『原理図化法』が必要です。このような条件が「なぜ？なぜ？

分析」に必要になるため、活用イメージは下の図の右側の状況になります。
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「なぜ？なぜ？分析」だけでなく、他の手法を使って不良の原因究明を行う際、この状況は変わ

りません。要は、不良の原因究明を行う際、現場で現物を基に、原因究明に対しては、多数ある事

実分析手段を動員して進めます。また、この必要が高い状況です。

このような進め方は、一見、手間をかけるように見えます。そこで、次に、ブレーンストーミング方式

と 3 現主義を用いた事実分析による不良対策の比較（差）を例示することにします。下の図の左側

は、建材を製造する装置産業で不良対策を進めてきた対策の比較です。この企業では、かつて半

減運動の形で「ワイガヤ」方式と称するブレーンストーミング不良対策方式を進めてきた結果、再発

率は 60～70％でした。しかし、「なぜ、この低減が果たせたか？」をお聞きすると、「皆で頑張りまし

た！」という答え以外に、不良発生の原因を事実として示す例は全くない状況でした。

そこで、この企業で、今回ここまで紹介した手法を適用して、1 件づつ、問題を取り上げ、先に紹

介した QTAT と共に、発生時点問題対策（1 問題→1 原因→1 対策）を進めました。当然、原因と

結果の関係を原理図化法で示す。各種、事実分析データーはその証明という形で示していったわ

けでしたが、1 テーマ 1 日～10 日程度という短期間ですべての不良発生をゼロ化させました。この

対策で、原因が除去された後、不良発生はゼロとなり、その理由も明確化したわけでした。このた

め、この企業では、かつて、盛んに行っていた「ワイガヤ」方式は禁止にしました。

上図の右側は化学製品を製造する企業の例です。ここでは「不良半減運動」なる活動を進めて

いましたが、半減以下にならずに困っておられました。このような時、筆者の支援となりましたが、不

良は 1 件づつ発生します。そこで、1 件づつを対象に、1 問題→1 原因→1 対策を進めました。そ

の結果、原因究明は１～２日程度でしたが、原因が判明して、対策のための設備改造などに 4 ヵ月

の期間を要しました。しかし、個々に対策が終わると不良ゼロがなされ、この企業でも、かつて行っ

ていた「ワイガヤ」方式は禁止となりました。

これは事後談ですが、この 2 社で話した内容を筆者達 TZD 研究会では、次ページの上部の図

の右図のイメージとして、産業界に示してきました。この絵に示したように、過去行ってきたブレーン

ストーミング式は1本の竿を持ち、あちこちと釣り場を探す方式に似ています。獲物を得る確率が低

く、「たまたま、魚が釣れれば見つけもの！」という形態です。では、ということで、多くの人を集め、
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討論だけで不良対策を図るブレーンストーミング方式は、集まった皆様相互の友好には貢献するこ

とがあるようです。だが、不良対策は、事実追及が出発点なので、不向きです。このようなブレーン

ストーミング法は、池や川に向かい、

むやみに投網を打ち、10 束１からげ

式に、何でも良いから、魚種を指定

せず捕る方式に似てて、これも、目

的と定めた魚を捕る方式ではありま

せん。これに対し、今回の事実分析

式は、魚であれば目前にして、その

魚をターゲットに定め、「何としてもと

らえる！」という方式です。さらに、

「狙って仕損じ無し！」という対策を

図るためには、しぼった対象に対し、

あらゆる手を尽くして原因を追究し、

原因が明確化した段階で除去することを決め手とします。

５．改善後の標準化対策

今回のシリーズで、このように

して、不良発生原因を除去した以

降、その製造現場では、標準化の

設定と順守という活動に移ります。

これについては、もはや読者の皆

様がよくご存じであり、筆者として

も、既に https://qcd.jp/で、多くの

対策法等を掲載済なので、解説は

省きます（なお、標準化対策に対

し、再度、見直しが必要な皆様は、

図中に示した QR コードなどを利

用され、内容の見直しを、お願致

します）。以上、このような理由で、ここでは、上の図だけを示し、読者の皆様には、現在、各社が進

めている IoT の活用などと共に、楽で確実な方式のご活用を願うことにさせていただきます。

以上

不良対策は「網の一目」
なぜなぜ分析は一つの手法！
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不良の原因となる
対象を捕まえる！
には？

TQC・小集団活動で原因を探る

一本釣りであちこち釣り場を探索
「網の一目」という考え方

多数の網の目
＝多数ある不良対策手法の

利用で「問題を解く！」

潜む原因

網の目の
どこかで
問題を
捕らえる！

資料６：JIT標準化の現場活用

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
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標準化と活用

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

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。


