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はじめに
食品の異物対策は、ある製紙メーカーで改善を進める中で生まれた手法である。
その時、物理現象解析を TZD（不良・クレームゼロ対策研究会）で進めつつあ
ったが、その手法の中から『比較分析』を抽出して適用した。その結果、この
企業では慢性クレームとまでされた内容が皆無に近い状況となった。殺虫剤は
一切使わない方法である。
この話を、5S 対策を進めたい、という食品メーカーで話すと早速取り上げて
いただいた。髪の毛対策も同時並行で進めていったが、これも問題解決した。
このような関係から、その後数社で実施したが、いずれも同じ成果を得てきた。
だが、重大問題とされている食品メーカーにこのような話をしてもなかなか信
用していただけなかったが、この度、JMA でその実績を聞き知った方々が 2003
年「食品リスクマネジメント研修コース」の講演会に取り上げていただいた。
これを機会に、今回、対策手順を全て公開することにした。
食品の異物問題は昨今、業界で話題となっているコンプライアンス（企業不
祥事）問題とも大きく関与する要因を含んでいる。また、早期対策が必要であ
る。このような意味合いから、数社、食品メーカーの方々と共に進めてきた内
容を対策マニュアルの形で本書にまとめた。多くの方々がご活用願い、食の安
全の一助にしていただくことを願う次第です。
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中村 茂弘
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１，食品産業における PL 問題と異物対策
（１）不良問題が及ぼす企業へ影響（廃業を含む）
昨今、品質問題は食品企業の最重要課題のひとつになっている。その理由は、
各種品質問題を契機として、優良企業とされてきた企業が社会的信頼を失った
結果、倒産や極端な収益悪化になる例があるからである。この種の代表例には
次のようなものがある。
① 雪印食品：2000 年 6 月に 15，000 人にも及ぶ牛乳・黄色ブドウ球菌の被害
に端を発した事件に加え、2002 年初頭には、関西で輸入牛肉を国産牛肉と
偽って、業界団体に買い取らせていたこと（詐欺行為）が発覚し、かつて、
ブランド市場を誇っていた企業があえなく倒産に近い状況に追い込まれた
事件。
② 更に、このような事件を見ながら、日本ハムが 2002 年に BSU（狂牛病）対
策に国からの補助を得るため引き起こしたラベル偽装事件、日ハムも社会的
な地位、売上とも大きく失墜した事件。
③ 業界は異なるが、2000 年夏に発覚した三菱自動車のクレーム隠し事件も、
発覚と共に収益を大きく圧迫、販売シェア－は‘95 年 10.2％が’02 年には
5.95％にまで低下する事態に至っている。
④ 更に、その前だが、1999 年 9 月 30 日 10 時 35 分に茨城県東海村のウ
ラン燃料加工施設 JCO で発生した臨界事故（以下 JCO 臨界事故）がある。
JCO の場合、企業としては既に倒産している。
⑤ ミドリ十字が非加熱製剤によるエイズ（HIV）事件の後、この企業も既に倒
産している。
図表１－１に食品メーカーの例、また、図表１－２には JCO の事件の内容を例
示するが、ここに述べた事件は、全て企業倫理に関与すると同時に、市民だけ
ではなく、一般常識をもつ産業人から見ても、極めて程度が低く、悪質ともい
うべき事件であった。従って、社会的非難も未だ止まない事例である。
だが、この種の問題を「対岸の火事として眺めてばかりはいられない」とい
う捉え方をする企業が多い。異なる種類の問題、例えば環境汚染、過労死に関
する問題、みずほ銀行が起こしたコンピュータ・サービス・ネットワークの不
祥事、
・・・・内部告発問題を含め、産業界では、現在「リスク・マネジメント」
の名称で多くのリスク項目を挙げ、対策を如何に進めるべきかに注視し、検討
を進める企業や組織・団体が多い状況である。
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平成１4 年乳業／ハム・ソーセージ大手 7 社の業績
乳業大手 3 社の業績
社

名

金額単位億円（前年同期増減％）上段’02/9 中間、下段’03/3 見通し
売上高

雪印乳業
明治乳業
森永乳業

営業利益

当期利益

5,351（▼13.9）

▼116（－）

▼138（－）

▼453（－）

6,860（▼41.2）

▼220（－）

▼250（－）

▼230（－）

91(24.0)

39(3.9 倍)

3,884（

5.5）

101(34.5)

7,284（

2.0）

154(94.3)

141(76.2)

46(2.3 倍)

2,997（

7.2）

108(27.2)

116(29.1)

49(52.8)

5,570（

5.5）

136(27.1)

144(27.1)

54(18.5)

ハム・ソーセージ大手 4 社
日本ハム

経常利益

金額単位億円

上段／下段の記載は同じ

4,673（▼4.4）

133(▼39.0)

58(▼63.6)

17(▼81.5)

9,000（▼4.8）

125(▼67.4)

30(▼90.3)

10(

－

)

税引き前基準

伊藤ハム
プリマハム
丸大食品

2,297（▼4.5）

14(▼42.6)

18(▼42.4)

4,720（

47(4.7 倍)

55(2.4 倍)

1.4）

3(▼70.7)
25(

－

1,385（▼2.7）

15( － )

12( － )

7( － )

2,710（

37( － )

29( － )

16( － )

10( － )

10( － )

20( － )

15( － )

1.7）

1,111（▼3.9）
2,300（

9( － )

4.3）

20( － )

図表１－２ JCOにおける臨界点を超え
茨城で原子力爆発事故を起こした要点
原料
（粉末ウラン）

：正規の処理（標準）
：裏ﾏﾆｭｱﾙ処理

漏斗
事故を起こした
手順

攪拌器

爆発
攪拌器

溶解塔

抽出塔

リスク対策より
収益優先の活動

貯塔

乾燥炉

沈殿槽

教育無しで作業へ投入

溶解塔

貯塔

爆発
当然の事故！
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再生
ウラン

)

ここに示した①～⑤の事例は、問題を予想しなかった事故という内容ではな
い。問題は起こることを知っていて、無視し、起きるべきして起こした事件で
ある。従って、大方の常識人の方々は『犯罪行為』と見ている。時が来れば、
いつか必ず起こるのに問題を起こした、という内容であった。傍から見ている
と、「何でプロがそのようなバカなことを！・・・」と内容であり、このため、
産業界では管理レベルの低い内容とされている。
ここで、クレームを放置した場合の顧客の印象を図表１－３に例示すること
にする。このデーターは既に米国で調査、報告されてきたデーターである。大
衆消費財を対象とした内容であるが、クレームの放置が如何に顧客を失うか、
という内容を裏付ける内容として多くの企業で注視されている内容である。

図表1-3 クレームの恐ろしさと扱い

ビル・Ｋ．ジャクソン 著
「デズニー方式が 会社を変 える」
ＰＨＰ研究所 発行著 書より

商品
クレーム
米国アリゾナ州
米国アリゾナ州 リミッテッド社
リミッテッド社
『顧客からのクレームを未解決のまま
『顧客からのクレームを未解決のまま
３件ため込んだ店長は解雇！』
３件ため込んだ店長は解雇！』

クレーム１件

何も言わずに不満を持っている
顧客が２７人いる。→ １人がクレームを言う
周囲に
伝播！

１割は２０人以上の見込み客に話す。
１人→８人→１６人→・・・・ １,０００人の見込み客が聞き
『あの店はだめだ！』という悪評が立つ

図表１－３配慮し、ここでは、食品の異物問題が工場内、または、顧客サイド
で１件発見された、と仮定する。だが、問題は１件として取り扱うべきでない。
図表１－４がその内容を示す。一般に、潜在化した問題の下にはニヤーミス（ヒ
ヤット）に当たる内容が３０件程も潜在化し、表面化を待っていることを示し
ている。この状態は、トラブルが発見されなかったことを幸い、と考えるべき
である。なお、その下には３００件の不安があるとされている。すなわち、ニ
ヤーミスを引き起こす要因が隠れているわけである。従って、顕在化した問題
に手を加える前に、我々はこの領域の対策こそが必要となる。
本来、問題は発生させてから対策すべきではない。事を起こしてからの対策
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は最悪になるからである。図表１－５はその内容を示す。この種の内容は子供
でも知っていることである。第一、問題を起こし、後始末に追われると前向き
の仕事が出来ない。図表１－６にそのイメージを示すが、これを悪魔のサイク
ルという。従って、製品を製造するメーカーはプロとして、何としても、不安、
ヒヤット段階の問題を除去すべきである。

図表1-4 異物問題発生の原理と対策
不安・ヒヤットの低減が
不良・クレームゼロの
原点となる。

不良・クレーム

基準
ヒヤット
不良ゼロ
の状態

崩落
不安

不良・クレ ーム対 策の原 理は砂 山崩し にたとえる ことが出 来る。不 安の上 にヒ ヤット 、そし て、その上 に不 良と
クレームが あるが、 下を崩せ ば、自然 に上 は崩れ るは ずで ある。 この 対策を実 務的 に行 う対策 が、事実 分析
と、原理図 化法を活 用したメカニズム 解析 である 。

図表1-5 事前検討対策と事後対策問題の活かし方
思想：
思想：①①

新製品開発～立ち上げに当たり、事前検討を充分に図り、
新製品開発～立ち上げに当たり、事前検討を充分に図り、
開発・立ち上げのスピード・スムーズ化へつなげる手順化を図る。
開発・立ち上げのスピード・スムーズ化へつなげる手順化を図る。
②
② 量産開始時点に発生する問題を効率良く対策へ向けるため
量産開始時点に発生する問題を効率良く対策へ向けるため
対策案を練り、問題解決を早急に進める手順化を図る。
対策案を練り、問題解決を早急に進める手順化を図る。
③
③ ②の問題を①の方式で効率よく、確実に出来る手順化を図る。
②の問題を①の方式で効率よく、確実に出来る手順化を図る。

予防対策

事前検討重視で事を進める。
問題の85％は

事前 検討段 階の良 否に潜 む

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

ボヤ程度
火事

教訓を
活かす

大火 → 類焼

起こった問題は解析、記録して
早期解決手法に改変させる。
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図表1-6 事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル
後手の対策
追われる
仕事

相次ぐ
トラブル

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急ぐ決定

潜むリスク
を対策しない

報告・対策
繰り返し

無駄な会議
と徹夜の作業

（２）ＰＬ法について
食品における不良問題はＰＬ問題とも大きな関連がある。ここでＰＬ問題に
ついても簡単に触れておくことにする。図表１－７はＰＬ法の概要である。ま
た、図表１－８はＰＬ法誕生のきっかけとして歴史に残る内容である。この内
容は重視され、EC（ﾖｰﾛｯﾊﾟ共同体）などでは、この内容を重視し、図表１－９
に示すような内容を紹介している。ここで、注意すべき内容は、
『製造者の過失
の有無にかかわらず、商品に「欠陥」あれば、製造者は責任を負うが、その認
定の基準は、消費者が期待するような安全性に欠けている場合とする。』とい
う内容であり、このことは、製造者が充分に安全性を確保したと考えていても、
消費者に危険が及べば、「欠陥」となる点である。
企業におけるＰＬ対策は図表１－９の下に示すように、保険で逃げる、裁判
で対抗する。示談で罪の軽減を図る、といった方法もあるが、この種の逃げ道
は企業活動の本流ではないはずである。その理由は図表１－１０に示す、日本
で起きた重大事件を見れば判る。この事件にはＰＬという扱いではないものも
含む。また、環境問題に関する内容も含む。だが、食品異物問題もＰＬ問題と
同一視すべきであり、食品を扱う企業において重要視し、未然防止を図るべき
である対象であることに違いはない（食品メーカーにおけるＰＬ問題の事例は
別紙の通り）。

5

このためか、食品関係で問題を起こすことを極力避けるため、日本政府も取
り組みを開始した。その内容を図表１－１１に示すことにする。

図表1-7 ＰＬ法の概要
平成７年７月から施行され、これに伴い大手企業も製品欠陥を出さない
ような開発・設計方法および品質保証に従来よりも更に努力が求められる
ようになった 。

民法不法行為の解釈で過失と解釈
されていたものを立法化した

爆発

民法・不法行為法により（特別法化）
民法・不法行為法により（特別法化）
『過失』
『過失』 →
→ 『欠陥』の扱いとなり、
『欠陥』の扱いとなり、
無過失責任化・厳正責任化された。
無過失責任化・厳正責任化された。

対象外の産業
１，不動産
２，ソフトウエア
３，サービス

件数

保険金

保険金単価

支払い済み事故

６８０件

５５８，６７２千円

約８２１千円

未払い事故

３７６件

５８５，１１９千円

約１，５５６千円

計

１，０５６件

１，１７３，７９１千円

約１，１１２千円

ＰＬ事故状況（‘９５年７月～’９７年３月累計（ＵＲＬ：ｈｔｔｐ://www.cin.or.jp/nissyo/nact/1997pl(4).html より

図表1-8 PL法のきっかけ？
米国にて（1960年代）
厳格責任がそれまでテーマになっていた。 「消費者が製品を購入し、使用している状態で
事故などが発生した場合、責任の所在を、まず、加害者であるメーカーに着目するのでは
なく、商品そのものの「欠陥」に着目した判断する。その後、商品の欠陥を理由に被害救済費
義務を加害者に負わせるという考え方がラルフ・ネーダー弁護士を中心につくられ、広範な
消費者運動と共に展開ちゅうだった。これをケネディ大統領が‘62年に取り上げ、特別教書
の中で、「政府は消費者の権利を実現させる責任を負い、その責任を果たすための立法、
行政処置を取る必要」が強調された。

メーカー：ユーザー
供給者責任
である！

グリーマン事件という事件があり
『製造業者が欠陥の検査なくして使用されることを認識
しながら市場に出した物に、人に損害を与えるような欠陥
が存在することを立証され場合において、その製造業者
は不法行為上の厳正責任を負う』という判決がなされた。
これが、『製造物責任』の事例となった。

要点：①

商品を購入した時、既に欠陥があり
② その欠陥により被害が生じた場合、
③ 商品供給者は無過失であっても被害者に対して賠償責任を負う
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３つの特徴
３つの特徴

図表1-9 ECの指令

① 厳正責任の採用
製造物の危険、つまり「欠陥がある」ことを理由として製造者の責任を課す。
これまでの過失責任理論は製造者が製造したり、出荷する時の行為で過失が
あったかどうかを問題にすることを行ってきた。
厳正責任は被害者の救済を充分にするため、客観的に、製造物に欠陥があるか
否かを問題の有無を判断する対象とする。

② 消費者の期待基準による欠陥の認定
製造者の過失の有無にかかわらず、商品に「欠陥」あれば、製造者は責任を負うが、
その認定の基準は「消費者が期待するような安全性に欠けている場合」とする。
このことは、製造者が充分に安全性を確保したと考えていても、消費者に危険が及べ
ば、「欠陥」となることを示している。

③ オプション：各国に内容の検討を任された事項
① 開発危険の抗弁
② 第一次農産物、狩猟物の扱い
③ 責任限度額の設定

対応

日常業務対応
日常業務対応
①
① 事故を起こさな
事故を起こさない対策
い対策
②
表示の明示
② 表示の明示
③
③ 顧客へのPR
顧客へのPR
④
④ 社内教育・徹底
社内教育・徹底
⑤
⑤ 未然防止のための対策
未然防止のための対策
DR、監査、他社事例研究
DR、監査、他社事例研究

支払い・取立て金の減

安全性をコンセプトに
他社に差別化した製品の
創出！

PL問題の対処戦略
PL問題の対処戦略

訴訟対応

活かすか？

① 裁判対応・示談など
② 事例調査
③ 保険など

逃げて、保険や
裁判面の強化？

証拠写真・ビデオ
現品など
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図表1-10 過去の日本で起きた重大な問題の例
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

足尾銅山の鉱毒事件(1950)
水俣水銀中毒事件(1956)
イタイイタイ病(1966)
カネミ油症事件(1968)
六価クロム事件(1972)
四日市ぜん息事件(1972)
東邦亜鉛の安中工場事件(1982)
排煙による土壌汚染問題
⑧ 田子の浦ヘドロ事件(1983)
⑨ 海洋・沿岸汚染事件(1974、1997)

油流出事故

1974年 瀬戸内海、三菱石油水島製油所から重油漏れ
1997年 島根県隠岐島ロシアタンカー沈没に伴う原油流出

⑩ ＪＣＯ東海事業所 核爆発事件(1999･9･30）

図表1-11 新たな食品安全行政の仕組み
内閣府
食品安全委員会
食品安全委員会
【リスク評価】
●食品の安全確保の調査・審議
●食品の健康影響を科学的に評価
評価結果の通知・勧告

諮問・報告

ＢＳＥ（牛海状脳症）の発生や
中国野菜の残留問題などを受け、
職の安全への関心が高まっている
が、これに呼応するため、内務省
に2003年７月１日食品安全委員会
が設置される。
・ 独立行政機関として食の安全
評価や違反の予防、取り締まり
などを行う。
・ 農水省から評価機能を分離

【リスク管理】
農林水産省

厚生労働省

消費・安全局を新設
食糧庁を廃止
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ＰＬ法
【目的】
第 1 条

【定義】
第2条

（原文のまま）
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産にかか
わる被害が生じた場合における製造業者の損害賠償について定める
ことにより、被害者の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済
の健全な発展に寄与することを目的とする
１
２

この法律において「製造物」とは、製造された動産をいう。
この法律において「欠陥」とは、①当該製品の特性、②その通
常予測される使用形態、③その製造業者が当該製品を引き渡し
た時期、その他の当該製品にかかわる事情を考慮して、当該製
造物が通常有すべき安全を欠いていたことをいう。
３ この法律において「製造業者」とは、次のいずれかに該当する
ものをいう。
① 当該製造物を業として製造・加工または輸入したもの（以下「製
造業者」という）
② 自ら当該製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標そ
の他の表示(以下「氏名の表示」という)をした者、または当該
製造物にその製造者と誤認されるような氏名の表示をした者
③ 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入、また
は販売にかかわる形態その他の事情からみて、当該製造物にそ
の実質的な製造者と認めることができる氏名等の表示をした
者
【製造物責任】
第3条
製造業者等は、その製造、加工、輸入または前条第 3 項第 2 号もし
くは、第 3 号の氏名表示をした製造物であっても、その引渡したも
のの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、こ
れによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害
が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りではない。
【免責理由】
第4条
前条の場合において、製造業者は、次の号に掲げる事項を証明した
ときは、同条に規定する賠償の責に任じない。
① 当該製造物をその製造者等が引き渡した時における科学または技術に
関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識する
ことができなかったこと
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② 当該製造物が他の製造物または原料として使用された場合において、
その欠陥がもっぱら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する
指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過
失がないこと
【期間の制限】
第5条
１ 第 3 条に規定する損害賠償の請求権は、被害者または、その
法廷代理人が損害及び損害責任を知った時から三年間行わない
ときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物
を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
２ 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害するこ
とになる物質による損害または一定の潜伏期間が経過した後に
症状が現れる被害については、その損害が生じた時から起算す
る
【民法の適用】
第６条製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任につ
いては、この法律の規定によるほか、民法(明治 9 年法
律第 89 号)の規定による。
付 則
【施行期日等】
１ この法律は、公布の日から起算して 1 年を経過した日から施行し、この法
律の施行後にその製造業者が引き渡した製造物について適用する。
（ 原子力損害の賠償に関する法律の一部改正）
２ 原子力損害の賠償に関する法律(昭和 36 年法律第 147 号)の一部を次のよう
に改正する。
第 4 条第 3 項中「及び船舶の所有者等の責任の期限に関する法律（昭和 50
年法律第 94 号）及び製造物責任法」に改める。
【ＰＬ法の要点】
① 平成７年７月から施行され、これに伴い大手企業も製品欠陥を出さないような開
発・設計方法および品質保証に従来よりも更に努力が求められるようになった。
② これからは、製品安全上の欠陥が厳しくユーザーの立場で判断することになるので、
企業サイドの立場で安全を考える以外に、ユーザーの視点からの安全性の確保が厳
しくチェックされる。
③ このためには、事前検討段階で充分な検討を進めることが大切である。

なお、ＰＬ法の適用・検討事例を次ページに記載しておくのでご参考下さい。
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【参考１】 企業におけるPL問題の理解
製品の欠陥

PLにおける欠陥と過失の相違について

警告・表示の欠陥

製品それ
自体の欠陥
設計上の欠陥

製造上の欠陥
PL問題は
製品の欠陥
を評価する
厳しさがある
わけね

【参考２】演習問題
Q1:

◆欠陥： 製品の客観的な性状であり、事故につながる
内容
●過失：その製品を作り出した企業の主観的な行為を
取り扱った概念であり、故意で行ったないもの。
不注意でついうっかり行った行為を指す。

PL問題に対する被害者の行為について
① 加害者の過失・無過失の存在を証明する必要は
全くない。
② 製品に欠陥があり消費者に被害が及べば欠陥と
みなす。欠陥＝顧客の立場で商品が通常有すべき
安全性を欠いている。

製造物責任とする。
（厳格責任という）

PL法に照らし、PL法の対象にな るか？
なるのであれば、その解析をしてください。

輸入製品の販売を行っているが、どのような点に気をつけるべきか？

解？：

Q2:

中古品はPL対象になるか（例）使用後に廃棄したものが公害問題を
起こした場合など、の内容を含めて検討して下さい）？

解？：
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【参考３】演習問題
Q3:

あるマンションで購入したテレビがパチパチと音がしたので、隣室の女性が部屋を
あけるとTV本体から黒鉛が上がり、火事の様相だった。早速、電気店に電話をし
たが、黒鉛の量が増したので消防署へ電話した。→火事となった。

解？：

Q4:

建物のモルタルの外壁が落下し、あわや事故になりかけたので、訴えた？

解？：

Q1の解析
Q1: 輸入製品の販売を行っているが、 どのような点に気をつけるべきか？
A1: PL法では、輸入業者も責任主体にな っているため、輸入製品の欠陥で
事故が発生すれば、訴訟が起こされる。このため、現地の状況をよく調べ、
関係者（輸入側の商社、販売店な ど）と綿密な連携を取ると同時に、契約
書を整備して PLへの対処を十分に行うことが重要で ある。

事例：

裁
判
の
理
由

昭和電工は‘91年に57億円に上る特別損失を計上したことがあった。
事件の骨子（Lﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ訴訟）：
米国などで販売した健康食品向け材料の摂取者の多くに筋肉痛などの
障害が起き、被害者から訴訟を受けた。問題は食品に必須アミノ酸の
一種であるLﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝが含まれていたが、内96%が昭和電工製品だっ
たが、不純物が含まれていた。しかし、それがどのような副作用になる
のかにつては、今も闇の状態である。
成功報酬にうまみ
がある。弁護士
大国・米国事情

同じ被害者は
お金になるので
大勢集まる！
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Q2の解析
Q2: 中古品はPL対象になるか（例）使用後に廃棄したものが公害問題を
起こした場合など）？

解：中古品は廃棄物ではない。 このためPL適用対象となる。国会でも検討され
「中古品といえ ども『製造又は加工された動産』に該当する以上はPLの対象
となり、当該製造物を製造ま たは加工した製造業者が、当該製造物を引き
渡した時に存在した欠陥と相当因果関係のある損害については、損害賠償
の責任を負う。（経企庁）」
但し、中古品として売り買いされたものについては、以前の使用者の使用状況や改造・修理
の状況が確認しにくいこと、中古品販売者による点検・修理や整備などが介在することも多く、
製造責任者の責任の有無は、こうした全体の事情を踏まえて慎重に判断されるものと考える。

廃棄物

ＰＬ対象

中古品

PL対象外→環境法の範疇

Q3の解析
Q2:

あるマンションで購入したテレビがパチパチと音がしたので、隣室の女性が部屋を
あけるとTV本体から黒鉛が上がり、火事の様相だった。早速、電気店に電話をし
たが、黒鉛の量が増したので消防署へ電話した。→火事となった。
1998年８月８日午後３時55分 大阪市八尾市のマンションの
一角においていた松下電器製の２１型カラーＴＶ（ＴＨ21-S型）
から出火、事務所４０平方ｍを全焼し、室内の器具、備品を
損傷した他、隣家への類焼につながった事件があった。

隣部屋にいた女性がパチパチという隣の部屋に異常を感じて
ドアを開けるとテレビから黒煙が上がっていた。すぐ電気店に
電話したが、黒煙の量が増したので１１９番に通報した。消防
係りに説明中、炎が出始めたので、ＴＶのプラグを抜いたが、
火事になった。ブレーカーも切り、重要品を持ち出した後、間も
なく消防車が来て鎮火に当たったが、事務所は全焼した。
判決： ① 女性が一部始終を見ていた（証拠）。
② 他に火事を起こす原因となるものがなかった。
裁判は４年９ヶ月に渡ったが、4.117百万円の賠償となった。
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Ｑ４の解

Q4:

建物のモルタルの外壁が落下し、
あわや事故になりかけたので、訴えた？

① 建築学会の仕様書の中には目安が示されている。
② 現在の法律の枠組みでは責任を問うことができない
状況にある。

現在は判断がグレイゾーン
① 建設会社がＰＬ対策のひとつとして、引き渡し後の
建物の管理体制を見直そうとしている。
② 大林組・篠木氏品質保証室長（‘９１年）
「建築物の状態を長期的にフォローし、安全性を
保てるような体制を更に強化するのが先決である」
③ 大成建設・深田法務部課長（同年）
建築物の維持保全は専門的な知識が必要。所有者
に任せるだけでなく、分かりやすい管理ﾏﾆｭｱﾙの
提供などで事故防止を事故防止を側面支援する
ことがＰＬ対策にもつながるだろう。」

（３）筆者が、食品異物対策を着手したきっかけ
数年も前の話だが、ある食品紙容器を製造するメーカー、A 社で各種の改善
指導をしていたとき、「一番困っている問題は、実は虫対策です。」という話だ
った。そこで事情をお聞きしたところ、
「殺虫剤メーカーにお願いし、指導を受
けながら対策していますが、
・・・・・・」という内容を紹介いただいた。そこ
で、詳しく話をお聞きすると、
「定期薬剤散布と掃除が主体であり、薬剤散布直
後は問題が減るが（ゼロではない）、また増え始める。」という対策だった。そ
こで、筆者が A 社と共に実施した対策内容を紹介させていただくことにする。
「私の経験から、対象は異なりますが、その対策では駄目だと思います。」
「？？」
「その理由は米国でＮＣ・ＭＣ加工機を設置したが、メンテナンスは専
門技術が必要ということでメンテナンス専門会社と契約したことがありました。
その企業は「２４時間体制で故障が起きると１時間以内に対応してくれる。」と
いうことだったので、関係者がそれに魅力を感じ、契約していた。だが、故障
は続発する状況でした。そこで、筆者は、なぜ？メンテナンス契約をしている
のに故障が減らないのかを調査することにしました。具体的には、メンテナン
ス会社の方の仕事をつきっきりで見ていたわけです。それで、故障が減らない
理由が判りました。メンテナンス関係者は、単に、故障を復旧するだけで、原
因究明も改善もしないで帰る状況だったからでした。」
「そこで、私の所属する会社の関係者を集め、
「メンテナンス会社に現在の方

14

式でメンテナンスを頼むことを続けても故障は減らない！」というと、
「なぜ？」
と問われたので、「メンテナンス会社は故障が無くなれば仕事が無くなるので、
完全に直さずに帰るので故障が減らないのだ！」と言い、その実態を関係者に
説明したわけでした。皆は、大笑いと共に、納得です。そこで、早速、メンテ
ナンス会社との契約を変え、少々契約金をあげても、再発ゼロの対策を図る。
その前に日本から専門家を呼び故障しやすいところを故障し難い対策を図る。
交換に時間がかかる箇所はワンタッチカバー、ワンタッチ交換可能な構造に改
善する。
・・・という対策を進めました。また、その後、当社で技術がないとこ
ろを、先のメンテナンス・メーカーに指導願い、再発防止技術対策を図る、と
いう方針を具体化しました。契約を変えたわけでした。このような対策の結果、
ここでは設備故障ゼロになりました。要は、
『メンテナンス会社に取っては故障
がなければ仕事が成り立たないので完全に直すはずがない。』という結論でした。
いかがでしょうか？今回の虫対策、
『殺虫剤メーカーにとっては、虫の問題ゼロ
になっては殺虫剤販売がゼロになり、御社という重要顧客を失うので本気にな
って虫ゼロの指導をなさらないのではないでしょうか？』と、言ったところ、
「な
るほど！」となり、大笑いになったわけでした。」
虫は種類によって活動の特質も好みも異なる。この対話で、A 社においては、
○○虫、と虫名を固定した。続いて、虫は嫌いな条件には寄らないはずである
から、個々の虫に対して、好き／嫌い対策表を虫毎に作成し、現場の状況を評
価してゆく手続きを進めた。なお、この際、昆虫専門家から情報を集め、その
データーを基に、A 社の製造現場における対策を図っていった。
この対策は２ヶ月で完了した。その結果、先のメンテナンス専門会社が行っ
てきた内容に類する内容に類似した内容、即ち、図表１－１２に示す対策は、
全て A 社で重視することを止めた。後述するが、虫の専門家からいただいた「好
き／嫌い」対比表を基に、現場へ出て、状況を一つづつ A 社の皆様と検討～対
策したが、対策が進むに従い、当然のことのように、虫の発生も問題も減り、
最終的にはクレームはゼロとなった（なお、この状況は現在も確保されている
ことを付記させていただく）。A 社で実施した主な項目は次の通りであった。
① 窓や壁など隙間からモレ光を無くす。
② 対象とした虫の住居である側溝（過去、数多の工事で対策不十分になっ
ていた側溝）を無くし、掃除の際に完全に水洗～乾燥ができる仕組みと
した。
③ 白色を好む虫だったので、白色蛍光灯には虫が嫌いな色を採用した（色
カバーを介して嫌いな色を照射する方式とした）。
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図表１－１２

今回対象としない虫撲滅対策の内容

16

２，不良ゼロ対策の手法と活用成果
（１）物理現象解析の導入前のサゼッション
食品異物（虫、髪の毛、ゴミなど）対策は、その原因と混入メカニズムを「物
理現象」として把握することが前提となる。先の A 社対策以降、この事例をお
話する。筆者にとっては、いつも、極めて不思議に思うのだが、今回紹介する
内容を信用していただける企業と、そうでないところがある。一般の不良対策
の時も同じだったが、その差は不思議な程、共通性があり、図表の左側に示す
ようになっていた。このため、食品業界においては、現在まで４年間で 30 余社
に対策手法紹介した。だが、まだ６社（製紙メーカー１社、食品メーカー５社）
しか本手法を適用していない。既に、今回の手法を適用した企業では既に確実
な成果が出ていることを見ると、筆者達は、過去、不良・クレームゼロ対策を
進めてきた時、小集団＋ＴＱＣ活動と、ＴＺＤ（物理現象解析を重視した不良・
クレームゼロ）対策研究会の方式が世に知られる時に苦労した内容と、現段階
が同じ状況である、と考えている（これからの拡大を期待している）。

図表2-1 物理現象解析による食品に入る異物対策を理解
を示す企業と、今までのやり方に固執する企業の差異
No.

理解を示さない企業の傾向

理解を示し、実行～成果を得た企業

１

一般に、議論好き。事例を聞いても内容を確 理論を聞き、すぐ現場へ行く、ビデオや写真を
かめないし、事例を出さない。
出し問題発生要因の指摘を求める行動をする。

２

異物統計を重視し、補虫器の評価や設備面
の対策が解決策としている。従って比較的に
お金がかからない内容は（本質的に）信じな
い。

今までの取り組みに加え、異物問題は物理現
象として理解し、１問題→１原因→１対策を進
める是正対策（原因の除去）対策書を試す行動
を即座に採る。

３

十束ひとからげ、一網打尽方式を求める

虫、髪の毛の混入メカニズムを手間はかかり、
地道だがひとつづつ検証する対策に納得を得
る（他で同じような経験を持つ例が多い）。

４

対策を説明するが、「過去、やったことがあ
る」とし、その詳細までは照合しない。

原点思考で物事を考え、現場指導を求め、内
容を現場で確認する。

５

話す前から自分のところは特殊である。問題 理論や他社事例の発生を待つより、まず、実行
解決は無理とする。また、盛んに過去事例、 せねばならない、と考え行動する。そこには、切
他社事例を求め、それが少ないという理由を 実な事情と責任感が感じられる。
中心に、行動を起こさない。

ムード的、かつ、自分から、泥に汚れ
る仕事は好まないタイプ（議論づき）

現場・現物主義で事実と不良・故障対策
に実施経験と理解がある。

ここで直接、食品の異物対策に入る方法も一手だが、今回の重点対象は「虫
と髪の毛という」２点である。この種の対策方法は、既に、他の製造業におい
て適用済みの、不良・クレームゼロ対策手法と全く同じである。また、その手
法は、異物対策以外に食品に関する不良、歩留まり、衛生（カビや細菌）対策
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などにも役立つ内容にもなるので、以下、参考資料を含め（人間的な側面の解
析）、ＴＺＤ研究会による不良・クレームゼロ対策の要点を簡単に紹介すること
にする。この例も、今回以外の各種改善の一助にしていただければ幸いである。
【参考資料】

誤りを犯しやすい人／犯し難い人の行動パタン比較分析

ドイツ心理学者デートリッヒ・デルナー著「人はなぜ失敗するか」ミリオン出版 1999 年 7 月 30 日

No.
１

誤りを犯しやすい人の行動パタン

誤りを犯し難い人の行動パタン

状況変化に対して決定したことの見直し 決定に対しては多くの対策を考えた後に
をしない、自分の決めた計画に固執する。 最良と考えた案を採用し、計画を進めつつ
もし、少しでも状況変化があった場合は計
画の見直しをする。

２

事が起きてから対処する（事後の緊急処 事前検討の段階でいろいろな角度からテ
理を業務と認識してしまっている）
。

３

ーマを見直し、事前、事前に手を打つ。

物事の決定の際ﾁｪｯｸﾘｽﾄをもっていても 決定まで余裕を持ち、案やｽｹｼﾞｭｰﾙを何回
使わない。安易にその時のムードで決定 も見直す。また、対策点が自分ではわかっ
ていても、過去の蓄積情報、ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、関

を下す。

係者の意見聴取などを活用する。
４

仮説を立てない。立てても検証するとい 仮説に対する検証を必ず行う。問題が発生
う行動が少ない。事が起きると諦める。

したとき、原因と結果を関連図化し、対策
へ向ける。

５

表面化した問題のみに対処して行く、潜 なぜ？という問いと共に仕事の成立条件
在的な問題の抽出・対策より事後のトラ に疑問を持ち、問題を予知・顕在化させな
がら対策を事前に取って行く。

ブル対策に集中する。
６

その場しのぎ主義、責任転嫁を問題発生 計画重視の行動を主義とする。計画の責任
時の活動の中心とする。

は全て自分の至らなさと考え計画必達に
執念を抱き行動する。

７

簡単に解ける問題は対処するが少し難解 問題が起きると、なぜ？を繰り返し、原因
な問題に遭うとすぐあきらめる。問題発 をしつこく追求した上で再発ゼロの手を
打つ。

生の原因究明もしない。
８

計画が出来れば物事は終了足、と考え、 頻繁に計画の進捗と内容をチェックし必
途中のフォローはしない(計画の丸投げ)。 達に努力する。

９

物事の細部に執着する行動が多く、全体 森と木を見て、大局と部分をﾊﾞﾗﾝｽさせ物
と個々の活動のﾊﾞﾗﾝｽを欠く行動が多い。 事が進むよう常に努力を払う。

10

総じて無責任

総じて、責任感が強いが、部下を信頼して
育成フォローしつつ仕事を進める。
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（２）JMA TZD(トータル・ゼロ・ディフェクト)研究会で得た解析手法
ＴＺＤ研究会の活動内容と報告書・事例集は、既に下記ホームページに紹介
済みであり、URL:http//home.catv.ne.jp/dd/aqcdltdr
（‘０４年４月以降：URL:http//home.s00.itscom.net/aqd ）
詳しくはそちらをご参考願うことにしたい。なお、下に示した【参考文献】
内容はその一例であり、現在までに多くの書などで対策内容を公開してきた。

【参考】 不良対策手法のご案内
研究会の活動成果
全１１社とも ３ヶ月
以内にゼロ化を達成！
事例集を発行
事前検討手法を
提示した。
（１）品質実態保証図
（２）品質機能系統図
不良・クレームゼロ対策をスピーディーに進めるための具体論を実践される方は、ビデオと共に、
事例集をご参考ください。手法の詳細と、異業種１１社による実践事例が掲載されています。
（ご参考： ビデオ：販売元（（株）博映企画ＦＡＸ03-3541-4445、事例集は一般書店にて販売）

では、

物理現象解析を用いた解析手法とその事例、解析の進め方を紹介することにす
る。改善手法を正しく活用する、ということは経営にとって大変意義がある。
ＴＺＤ研究会を進めたとき、折よく、米国ＧＥ社の６δ の活動成果を入手する
ことができた。６δ は既に知られる通り、事前検討段階で統計解析を用いて不
良を 10 万個に 3.4 個以下にする対策と、現場における管理限界を６δ という管
理に納め標準通りの仕事をすることにより、ベスト・カンパニーを目指す取り
組みである。ここには、あくなき顧客重視の活動がなされているわけだが、そ
の成果の一例を図表２－２に示すことにする。この業績の伸長は前ウエルチ会
長の偉業として知られる内容であり、過去、業績を伸ばしてきた上に６δ を上
乗せしたことが業績伸長に大きく貢献している。
ＴＺＤ研究会の問題解決法は６δ とは異なる。６δ は ISO9001:2000 と類似
する内容であり、品質重視を目的とした管理体制強化を重視し、品質改善手法
は現場にゆだねる方式である。これに対し、ＮＴＺ研究会では、図表２－３に
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示すように、直接的に不良問題の原因を探るため、世界中から、事実分析＋原
因究明の手法を調査し、評価、検討を加え、実務的、スピーディーに活用でき
る工夫をしてきた。この点、６δ とは対策手段は異なる。だが、その目的は同
じである。

図表2-2 米国GE社に見る６σ適用効果の内容
σ

100 万個中不良数

参考となるレベル

３

６６，８０７

４

６，２１０

抜き取り検査
TQC活動企業

５

２３３

PPM 管理企業

６

３．４

ベストカンパニー

超一流企業
を目指す活動

１００

純利益

92.9

65.7

億＄

５０

43．0
23.4
3.3

０

5.1

絶大な
成果

15.1

‘ ７０ ’ ７５ ‘ ８０ ’ ８５ ‘ ９０ ’ ９５ ‘ ９８
→ 年

①
① 新製品開発段階から
新製品開発段階から
科学的に不良ｾﾞﾛ化を
科学的に不良ｾﾞﾛ化を
図る対策を図る。
図る対策を図る。
②
② 製造工程で管理限界を
製造工程で管理限界を
厳しく定め、守り欠陥
厳しく定め、守り欠陥
ゼロ生産を実現する。
ゼロ生産を実現する。
③
③ 徹底的な顧客重視の
徹底的な顧客重視の
製品づくりに集中する。
製品づくりに集中する。

図表2-3 ＴＺＤ研究会による不良・クレーム対策の要点
不良・クレーム対策の方法

是正対策（事後対策）

１，やる気、集中力強化
発生時点対策
１問題→１原因→１対策

２，制度・文化・体制強化
６δやＩＳＯ９００１：２０００

予防対策
１，デザインレビュー
２，品質機能展開図
品質保証実態図
３，５Ｍ段階改善法

ＴＺＤ研究会の取り組み
３，物理現象としてメカニズム
解析を行い対策する！

「不良・クレ ーム ゼロ対 策の理 論と実 践」を進 める対 策がＴＺＤ研究 会 による問題 解決法 である。その要点 は上 に示 す
ように、やる気 、制度 の強化 に加 えて、 物理現 象として、その メカニズムを 解析 する こと、更 に、 事前検 討段階 から不 良
を発生させ ない仕組 に活 か すことを目 的とし ている。
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ＴＺＤ研究会で活用されてきた手法と、従来、日本国内で、多くの企業で活
用されてきた手法の差異に一例を図表２－４に示すことにする。なお、今回の
手法はここに示された統計手法の活用を狙いとしたものではないことを付記さ
せていただく。

図表2-4 QC手法スピード化の要点
ＱＣ手法

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

不良

ｷｽﾞ

ｶｹ

問題発掘

100
0
その他

0

5

散
布
散
布

発表会中心の小集団活動
わいわいと、４～６ヶ月に１ﾃｰﾏ

スピード化

事実分析
↓
本質追求

ＩＳＯ９００１：２０００の活用
１，事実に基づく改善
２，発生時点問題対策

創案・テスト

（死亡診断書禁止対策）

３，事後（是正）→予防対策

標準化・歯止め

ＱＣｽﾄｰﾘｰは問題解決極めて有用な手法である。この手法は事前検討段階に活用して、効果を
あげる手法としてISO9001：2000で位置づけられている。しかし、日本では、過去、誤った活用を
図った例があった。特に、統計手法を改善の後付資料にのみ使った結果、目の前に問題が
あるのに、放置し、あえて、データ取りから始め、討論する方式（死亡診断書方式）である。

死亡診断書対策の例

遅く、効果の少ない改善改善の例
死亡診断書会議

発表会のための改善

改善は３日で完成したのに、発表
の資料作成と練習に２ヶ月も費やす？
品質改善は予防対策が一番、発生時点が２番であり、事後対策、特に、死亡診断書会議は行うべき
ではない。右の図はそのことを示した一例である。１週間データを取り、想像と空理空論で、体験から
対策を出す方式では、原因に到達する時間と効率が問題となる。また、改善は３日程度、発表に２ヶ月
を費やす方式も問題である。以上は、見た目は活発でも問題解決を遅くする例と考えるべきである。
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では、ＴＺＤ研究会で活用した手法とその解析例を紹介することにする。
図表２－５－①～⑤はＴＺＤ研究会で調査整理（一部開発）した手法の一覧で
ある。この手法の共通事項は「事実情報＋物理現象解析を基としたメカニズム
解析」である。今回、この中から、特に有用な手法、１件を抽出し、その解析
方法を紹介することにする。

図表2-5-① 不良・クレーム対策手法の総棚卸
No

手 法

１

QCセンス

QC７つ道具を、机上討論の道具や発表会の後付け資料と
せず、現場・現物で使う。例えば、特性要因分析は5Ｍを中
心に5W1Hと共に、対象をチェックしながら原因を探る。

２

QTAT（Quiｃk Turn
Around System)

不良やトラブル発生時点で情報を早期、出来るだけ発生時
点に流し、原因究明する方式。ＪIT におけるストップひもは
この代表的な事例である。

３

不良の３区分方式

良品／不安品／不良の区分を設け、不良の良品への混入
防止と、不安品を攻めることで不良の区分と対策を図る。

４

完全生産方式

製品不良が出ないように設備を完全な形にする。このモデ
ルを波及しながら、あるべき姿とのギャップ是正を図る。

５

ポカヨケ

人が間違えやすい内容を簡単な工夫、センサーの利用な
どでカバーする（新郷重夫氏が提唱、有名になった）方式

名

活 用 の 要 点

TZD研究会 で研修 し、活用 して成 果をあげてきた手法を紹 介 すること にする。 手法は すべて 事実分 析を
基に活 用 する手 法で ある。ここで は詳しい解 説まで は出来 ないが、上 に示 した表を参考 に不 良対策 へつな
げていただけると幸いである。 なお、この 手法の 詳細は ＪMA 出版の 著書、 セミ ナーをご利 用願いたい。
（ホームペ ージ URL http://home.catv.ne.jp/dd/aqcdltdr/ でも、その一 部は参 照可能 です。）

図表2-5-② 不良・クレーム対策手法の総棚卸
No

手 法

名

活 用 の 要 点

６ 源流管理・改善

製造技術そのものを革新して不良が出ない仕組みに変革
させてしまう取り組みと方式

７ 品質機能展開図と
品質保証実態図

製造プ ロセスとものづくりの原理を明確化させ、品質管理
すべきキーファクター、管理ポイント、QTATなどを明確化さ
せた後、過去の問題をシュミレートし、問題発生を防止する
手法。品質機能系統図は構成でこの内容を示す方式

８ 目的集中現場観察法

チェックリストを用いて、現場における問題発生要因を注視
し(何度も観察し）つつ、原因を発掘し、対策を考える方法

９ だるまシート不良対策
(是正対策書の一例）

現場に行かない内容がだるまの姿に似ていることにヒント
を得てつけた是正対策書の利用法。原理図化法と事実分
析を行いつつ、不良の原因分析が可能な様式
中井川正和氏が提示し、産業界に普及した設備５S対策の

１０ TPM ／５S改善法

利用。ゴミ、汚れによる強制劣化対策で、設備生産性と不
良撲滅の同時化を図る対策
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図表2-5-④ 不良・クレーム対策手法の総棚卸
No

手 法

名

活 用 の 要 点

１６ 比較分析法

米国ＮＡＳＡ(航空宇宙局）がアポロ計画時に開発した手法
のひとつを改良した手法である。起こっている事象・事例と
起こっても不思議ないが起きていない事象・事例とを事実
情報を基に５Ｗ１Ｈで比較し、差異分析と共に論理的に問
題が発生する要因を洗い出す手法

１７ スローモーション解析

ビデオ分析のひとつであるが、スロー解析により、また、ス
トップ機能により、問題の発生事実やメカニズム解析を行う。
スポー ツでもそうであるが、ゆっ くり行動するこ とで問題が
明確になる例があるが、ビデオだけでなく、スローアクショ
ンにより問題をつかむ手法もこの分類に含めた。

１８ ＦＴＡ（故障の木解析）

樹木式に組み立て製品の構造を記載し、ここの部品の信
頼性データを入れ問題の構造化を図り対策する手法

１９ ＦＭＥＡ（故障モード
影響分析）

部品やユニットの弱点や故障ﾒｶﾆｽﾞﾑを例記し、問題と対策
を検討しながら対策や異なる技術を利用するための探索を
行う手法

図表2-5-⑤ 不良・クレーム対策手法の総棚卸
No

手 法

名

２０ ＤＲ（Design Review）

活 用 の 要 点
ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用し、企画、設計～部品展開・検討時に過去
起きたﾄﾗﾌﾞﾙや不具合の事前検討～対策を組織的に図る。

２１ コンピュータｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ I T化の進展と各種ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑやﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ化の充
実に伴い。仮想空間で製作・製造後の製品の性能，特性
有限要素法
や起き得るであろう問題を確認，評価するための手法。
熱解析・・・・・ など
寸法の齟齬、熱解析、強度解析、風抵抗値の解析，耐震
構造の解析など多くの分野に適用がされている。
２２ 品質KYT（危険予知
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）法

泥臭いが現場的な手法である。その道の現場のﾍﾞﾃﾗﾝｶが
現場診断や製品の事前検討に加わり、丁度、安全・ケガ対
策に用いてきた危険予知訓練（ＫＹＴ）と同じ考え方で潜在
的な問題を探り，対策をｻｾﾞｯｼｮﾝして不良発生を予防する
取り組み（ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄ・ｶｰﾄﾞ利用の方式が有効）である。

以上、 TZD研究会で用いてきた品質改善・事実分析手法の例
かつて不 良対策 には、 ＱＣの ７つ道具 が盛 んに活用さ れてき た。机 上討論 によりブレ ーン スト ーミン グ方 式で
各種、アイ デアや討論を 活発 に行いつつ問題を 解決 する 方式で あったり、 発表会 の後 づけ資料を 行うために活用
して来 た手法 だが、 ここに紹 介した手法は そのよ うな 内容は 含まない。 ここに示 した手法は、 問題の 事実を解 析し、
現地、現 物主義 で問題 の事実 発掘を行いつつ問 題の発 生メカ ニズムを明示し 、問題 発生の 予防、又 は、再 発防止
対策を目的 とした手法で ある。

利用例は図表の８番目の「目的集中現場観察法」の手法の活用例である。こ
の例はかなり過去のものだが、物理現象というのは時代に関係ないので、ここ
では教材として、その内容を紹介させていただくことにする。
この手法はチェックリストを用いて現場観察しつつ問題の発掘と対策を検討
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する方法である。対象は『手洗いの遵守』に関するものである。一般に、手洗
いの遵守は食品で仕事をする物にとって極めて重要な仕事前の前準備事項であ
る。それ故、どの企業へお邪魔しても「手洗いの遵守」という項目があり、標
準書が貼られている。では、ある食品メーカー、B 社における適用例を紹介す
ることにする。
B 社でも「手洗い遵守」の注意書きと手順書が写真で貼られていた。だが、
昼休みを終え職場に戻る状況を見ていると、標準書があっても、守る人、怪し
げな手の洗い方をする人など、手の洗い方は極めて様々は状況であった。そこ
で、その状況を観察し、ビデオ撮影（現場関係者には事前に、朝礼でビデオ撮
りは説明済み）、同時に、特に問題の人を抽出、食品に触れた後職場に戻ってい
たき、食品は正規の梱包、包装を行い、工場の試験室の冷蔵庫、特に、条件の
悪い位置に置いていただいた。
厳しいとは思ったが、３週間の後、その食品を手洗いに問題があったという
方に食していただくことにて研修を開始した。当然、食品は賞味期限内であっ
た。だが、明らかに菌が作用し、変色していた。その食品を取り出し、関係者
に食品の試食を促したわけであったが、早速、
「こんなもの食えない！」という
答えが返ってきた。そこで、「それなら持ち帰り家族に食べさせて下さい。」と
いうと、「とんでもない！・・・」というので、「誰が作ったのか？」「・・・」
「あなたの家族や、あなたは食べないが顧客にたべろ、というのか？」「いや、
それは、
・・・」という話となった。厳しいが、この例では手洗いの不備が細菌
発生を促した事実を見てもらったわけであった。
どこの食品メーカーでも、当然のこと、各種衛生教育を実施してきた。だが、
品質責任（ＰＬ）という意識があっても、原因と結果の関係を正しく認識して
もらわなければ標準化の徹底はおろか、異物対策など始まるわけがない。いく
ら研修しても、甘美な理論と人への気づかいと、神ともいうべき自然界で起こ
る物理現象は何の関連もない。品質改善に当たっては、まず、問題が起きる原
因と事実を良く理解してもらう必要がある。更に、自分が顧客の立場だったら
どうなるか？について全従業員に理解していただくことが重要である。だが、B
社は社内研修で、ここまで厳しい内容を示してはいなかった。物理現象は、人
間に対する厳しさ、やさしさとは関係なく条件が揃えば起きる。そこで、この
ようなことを行っていただいたが、筆者としては、
「手洗い程度が守られないで、
なぜ、虫や髪の毛対策が進むのであろうか？それで、食品メーカーのプロとし
てお金がもらえるなら顧客をだましていると考えよ！」と言いたかった。しか
し、ここまでは言えなかった。要は、手洗いの徹底を相互に指摘し合い、正し
い方法が遵守できない限り、どんなに有効な改善手法を教わっても、何の薬に
もならない。
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会社においては、従業員が標準を守らないのに注意すらできない現場管理者
を選定している企業がある。これなどは、正に、
「管理の不良が製品の不良に反
映されないのは運が良かった、と考えるべきである。」、これは先人に教えられ
た内容である。顧客の立場に立てば気合いを入れて手洗いは完全に行っていた
だきたいし、もし、手洗いが不十分な方がいたら、たとえ、上司であっても、
やっている時に、厳しく相互に注意し合うことが出来ない企業はやがて駄目に
なると思う。増してや現場管理者が部下に的確な注意と指導ができないような
ら失格、ということになる。ここまでの内容を紹介すると、B 社はよっぽどひ
どい会社ではないか？と思われるかもしれない。だが、これに類する例は食品
メーカーでよく見かける、関係者にはご注意いただきたい。
そのような内容はさておき、この事実を基に B 社で再教育が必要になったの
で、関係者を集めていただき、ビデオ撮影と共に、衛生教育を実施した。関係
者を集めて、まず、行ったことは、先の事実の確認である。このような確認の
後、
「手を洗うのは何のためか？」と質問したが、当然、という顔をして「バイ
菌を除去するため。」という答えが帰ってきた。ここまでだと、子供でも判る答
えである。
「では、トイレに行き大きい方をした時、大腸菌が手につくスピード
は？トイレットペーパーを４つに折っての状況ですが、」というと、さすが食品
メーカーで働く方は知っていた。
「１／１０秒程度でも大腸菌は確実に手につき
ます。」という答えが返ってきたからであった。「流石です！」と答え、「では、
大きい方を済ませて手を洗う迄の手順を追うことにしたいと考えます。まず、
大きい方をしたあと、もう手に大腸菌が手についているわけですが、
① パンツをあげる。
② ズボンをあげる。同時に上着を整える。
③ ズボンのチャックをあげる。
④ 腰のバンドをしめる。
⑤ ドアーをあける。
⑥ 手洗いへ行き手を洗う。
という手順ですね、では大腸菌はどこに行ったのでしょうか？」
この設問で笑いと共に、実に当たり前の実態が関係者につかめる。要は、手洗
いの手順と共に、大腸菌がどこについたか、また、手洗いは何だったか？とい
う内容までが関係者にご理解願えるからである。当然だが、食品会社ではトイ
レの中に手洗いが必要だし、用便を済ませた直後に手を洗う指示と実施が注意
書きと共に、その理由（標準を守る理由）の記載と共に必要になる。
このように話し、先の手洗いの標準書と活用がここでの討論になるが、この
話をした後、多くの企業で、次のような的確な答えが返ってきて、標準書とそ
の活用に対する改善が図られる例が多い。
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手洗いの理由を明確にする（Know Why？の明示と影響度の解説
特に、温度や環境で増殖する内容と危険度、ゼロ化の宣言など）。
② 手順書の文字、手順内容毎に No.と要点を明示し、示唆確認、口頭で確認
しながら手を洗う（一覧表ではなく、洗剤塗布、手洗い洗浄、乾燥、ア
ルコール消毒の順とここに行う場所に No.と実施内容と要点を示す方式
であり、JIT：必要な場所に必要な項目を必要なだけ示し、目で見て（視
野の中に注意書きを入れ、標準通り手洗い～消毒までを行う方式を運用
する）。
③ 標準を個々の作業者が守るのは当然であるが、標準は守っていることを
目で見て判る仕組みづくりが必要である。管理者が実施内容と標準を比
較し確認可能な方式である。このために、管理者が立って指導できる位
置から標準と実施事項が同時に見える表示が必要である。
この様子をイメージという形で図表２－６に示すことにする。このように、
たとえ手洗いといえども、と考えず徹底することが重要である。昼に手洗いが
混雑するのであれば、職場に時差を設ける、という工夫をするのも当然だし、
問題の指摘だけでなく、手洗い励行の模範者はほめる、逆に、違反者には指摘
と完全に出来るように教育と何らかのペナルティを課する対策を運用すべきで
ある（例：守らない人を守らせる工夫をノーペイで考えてもらう、などの処置）。
全員が守る習慣づけが大切である。守らない人に注意もペナルティもない仕事
のさせ方は『悪貨は良貨を駆逐する。』が単に起きるだけのことである。
その理由は、決めたことを守らない、違反者に注意もない管理はやがて、真
面目に標準を実施する方 々がばからしくなる文化を生むからであり、現場指
導・管理の基本だからである。
「プロならいつか気がついてやるだろう。」とか、
「あの方は頭では判っているのでいつか気持ちを変えてくれるだろう。」という
性善説も良いが、物理現象は、バイ菌がつけば、増殖環境と時間があれば必ず
危険な状況が発生する。人間社会の事情と自然現象とは全く関係ない。物理現
象を直視しないと大変な問題を発生させることになる。先に解説した食品を始
めとする障害事件は物理現象の無視である。もし、顧客サイドで問題が顕在化
した場合、もはや営業停止～企業倒産に至る実態を知れば、ここに示したよう
な分析と標準化を絶対行うべきである。
標準化は守る活動が大切である。QC ストーリーは世に知られ活用されてきた
重要、かつ、効果的な手順である。図表２－７にその状況を示すが、ISO9000s
にせよ HACCP にせよ、いくら立派な標準が作成されても、それを守る仕組み
がないと全く意味をなさない。手順の中の欠陥がゼロであれば結果として生じ
る不良はゼロを達成した事例は今も有名である。この対策をＺＤ対策という。
ＺＤは、1960 年代、米国マーチン社がミサイル製造で行った内容が示す通りで
①
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ある。ここでは 2500 もの部品の組立、しかも、短納期にもかかわらず、不良ゼ
ロ続行を果たしている。具体的行動は、①少しでもヒヤットを感じたら部品は
使わない。②事前検討で正しい手順をつくり守る。③少しでも、問題を感じた
ら関係者に即座に知らせ対策する。しかも、国民と世界平和のため（当時、ソ
連との冷戦状況で軍事的な均衡のため、欠陥ゼロのミサイルの配備が必要だっ
たため）全員が一丸となって生産に当たる、という内容は、正に３現主義の実
践であり、事実に基づく改善の具体化であった。

図表2-6 手洗いを例とした標準化徹底対策イメージ
悩み：手洗い励行
教育するが
徹底が今ひとつ

重要事項3点を
常に視野の中に
入れ作業時に
確認！しつつ作業
遂行

Know Why
理由と意義を知る

不備が
及ぼす
重大問題

現場観察～徹底
を考える

基本を
参照

目で見る標準化対策
必要な指示情報は
必要なところへ
必要なだけ、分割
して示し守る。

汚染が
問題を
拡大
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JIT標準

重点部を
抽出～活用

図表2-7 標準化と改訂
ＱＣストーリー
問題発掘

守る活動

改訂

標準
事実分析
創案・テスト

新標準
の確立

やりにくい
守れ
ない！

改善

問題抽出
皆で見直し
改善追求

標準化・歯止め

標準化＝安全・確実で楽で早い仕事の追及

多数ある TZD 研究会による手法適用の一例を解説したが、他の手法も全て、
事実に基づく解析手法であり、原因と結果を忠実に解析し、その要因を除去す
る手法である。ここでは、手法の全てを解説するスペースは無いが、共通した
内容は図表２－８となる。なお、ここでは食品に異物が混入する原因と結果を
実態調査から明らかにすることを目的とし、図表２－１０を原理図化法という
名称をつけている。この分析はコールド・チェーンという新幹線のトンネルの
壁面のはがれの原因を分析した例であり、この種の解析が、食品の異物対策に
も大きく関与する。なお、今回の手法は図表２－１１に示すように、１問題→
１原因→１対策方式で問題の原因をつめる方式であり、後述する食品の異物対
策に必須の解析手段である。なお、この手法は、決して、図表２－１２の左側
に示すような『空理空論方式』ではないことを注記させていただくことにする。
では、異物対策の解析に有効な手法を抽出し、以下、要点を解説し、活用の要
点を紹介することにする。
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図表2-8 事実分析とメカニズム解析の要点

原因

結果

問題の発生原理とメカニズム
木が燃える

煙がたつ
↓
燃える

火の存在

事実情報
データー

＋

物理現象と
して証明する

不良発 生は物 理現象と しての 解析と、 事実情 報や データ に基 づく、原理 の証明 が大切 で す。 もし、この図化 が
なされ、し かも、 子供が 見て も解るま で物理 的メカ ニズムとして発生原 因と結 果の関 係が示 せたと したら、その事
が問題発 生原理 がよく示せ た、という実証 になりま す。ま た、この 解析 に当 たっては、1問 題→1原因 →１対 策で
解析を進 める ことが 大切です。

図表2-10 原理図化法の活用事例
コールド・チェーン現象の解析

以前、新幹線の トン ネルの中で天井がはがれ落ち 、
列車の屋根を はがすという事故がありました。
原因は海の砂を 使っていたことでした。コン クリー
トは 、アルカ リ状態でなければ耐久性がありません。

海砂の塩分が影響し 、コン クリートの強度を 弱め、
さ らに、心材に使っている 鉄も錆びてしま ったのです

鉄は錆びる と膨長します。膨張しますと内部から力が働
き、酸性で脆くなったコン クリートを 破断させます。
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図表2-11 事実分析による成果
120
100

従
従

テーマ
解決スピード

再発率

２～３ヶ月
で １テーマ

６０～
７０％

80
60
40

来
来

20
0

150

150

100

新
新

100

50

規
規

50

ゼロ！ 各テーマ
１～１０日

0

0

40
30
20
10
0

100

ゼロ！

50

ゼロ％を
達成・
維持

0
1 月

•

ゼロ！

発生時点、不良対策を現場、現物、現実主義の実践で進めた結果、また、１問題→１原因
→１対策で進めた結果は上に示す図の通りである（第１期TZD研究会報告書より）。

図表2-12 QCセンスと過去死亡診断書的活用をし
歴史的事例との差異
死亡診断書的
統計活用術

問題を見つけ
統計を取る
グラフをつくり
会議で考える

想定原因よりしく
あらゆる手を打つ

QCセンス アプローチ＝3現主義スピード改善法
No

項

１

特性要因
センス

２

パレート
センス

5M＋Iを要因と考え、なぜ？と現場で問題の原因を
チェックしながら探る (メモで特性 要因図 の要因を 挙 げな
がら実 態を探る。し かし、ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ式 の作図 はしない） 。
問題が3件も出れば大変！と考え、発生する問題が
少しでもあれば(含む､予想）対策に入る。

３

ヒストグラ
ム・センス

分布を左右するバラツキの要因を特性要因分析と
共に探る。

４

層別センス 新人/ベテラン、製品A/B、設備A/B・・・の差を比較し
て問題を是正する

５

X-Rセンス

６

チェックシー 不良・故障データーを取ることはムダと考え、もし、
ト・センス
この種の問題があれば対策へまわる。データーを
取ることを目的としない、即改善対策

７

グラフ
センス

目

具体的実施要領の（例）

時系列で動く要因の特性をUCL、LCLという管理限
界の内側に設けたアラームライン段階で対策する

グラフは問題の大きさを知る、動きを知る、・・・とい
う要素を活かし問題をカードに書き、原因究明する
（カードは 問題1件、カ ードを 集 めたのが データ ーと 考える）
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（３）TZD 研究会で得た手法と、異物問題対策への活用の要点
① ５Ｗ法
原因分析は、結果として現れる問題を事実分析と共に、原因を究明すること
が必ず必要になる。
『火のないところに煙はたたない』からである。このために
用意された手法が 5W 法だが、この方法は図表２－１３①～③の手順に従い、
5W1H や改善対象（要因区分）となる 5M＋I（人、方法、手順、設備、物と設
計の英語の頭文字 M と I＝情報と管理）分析する。同時に、なぜ（Why？）を
５回おこないつつ、真因を追求し、問題発生の要因を解析する。この手法は、
「髪
の毛がなぜ食品に入るのか？」とか、
「虫がどういう状態で、なぜ入るという状
況になるのか？」
「どこにどのように住んでいるのか？」などを追求する手法で
ある。この方式は研修が必要であり、教育訓練が終了すると、規定の用紙を用
いた実践が現場で行われる。この解析は多少の訓練を要する。訓練を受けてい
ない方々の中に、図表２－１４に示す、似て非なる記載をして解析出来ないで
困っている人がいることを見ると、やはり、一度は正しく訓練された方の指導
が必要だと考える。頭で手法を理解しても過去の癖が取れないで固執する方々
にこの傾向が強いことまでが判っているが、その問題についてここでは、記載
を省略させていただくことにする（先の事例集などに記載している）。

図表2-13-①
５Ｗ法の解析手順
１問題を
挙げる
手順１
A製品の
不良5%
↓
300万/月

放っておくとどうなるの？

手順２
悪・影響度分析
不良品が
出荷される

たとえ0.00%
でもお客様には
100%！の不良

お客様から
クレームが
来る！

悪評も立つ
不良品
対策に
追われる

１問題
を書く

もう買わない
と注文を
断る！

市場の評価
は低下する

生産が円滑に
進まない
無駄な事後
対策に追われる

％は製造現場で
使わないこと
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売り上げが
落ちる

倒産
リストラだ

企業倒産
自分工程 で
出した不良が
こんな関 係になる
のか ！トホホ

図表2-13-②
５Ｗ法の解析手順 なぜ？の解析

机上・ブレーンストーミング
机上・ブレーンストーミング
方式でなく、現場・現場主義
方式でなく、現場・現場主義
を実践、事実を
を実践、事実を
確かめながら行う！
確かめながら行う！

１原因の特定
フィルターが詰まっている！ これでは油は流れない！

なぜ？

手順３

ベアリングに油が十分に来ていない。これではだめだ！

なぜ？

なぜ？の
解析

過電流がモーターに流れた後がある。コイルを触ると熱い！

なぜ？

手順４

モーターのヒューズが切れている。

５M
と
程度
特定

なぜ？

A製品の
不良5%
↓
300万/月

急にモーターが止まり、切削工具が製品をかじった。

なぜ？
方法：ﾌｨルターの設置
方法が問題！

程度：１０％以下が
９０％のつまり

図表2-13-③
５Ｗ法の解析手順 １問題→１原因→１対策と
原理図化法による原因と結果の明確化
現状

子供でも
判る程度の
原理図で示す

モーターの
ベアリングへ

対策の実施
対策の実施
真の原因（１原因）に対し
原因の除去がなされる
有効な手を打つ！

回収油

回収油

・・
・・・・
フィルタ９０％も
つまっている！

・・
・・・

切り粉（鉄粉）の
混入した
汚れた油

仕切り板
で汚れを
沈降・分離
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磁石で
鉄粉は吸着

図表2-14 似て非なる品質改善アプローチ
物理現象解析による
1問題→1原因→1対策方式

① ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ方式
② 一括統計処理方式
問題発見

① 3現主義、現物
現象で原因究明
する（5Why？5W1H、

想定原因

5M＋Iを活用する。)
起こっている現象
↓ ↑ 《対比しながら事実をみる。》
起こっても不思議だが起きていない現象

(関係者で
ﾌﾞﾚｰﾝ・ｽﾄｰﾐﾝｸﾞ
経験や予想で
検討する。）

② なぜ？を基に原理図で 示し、
物理現象とメカニズム を示す。

実施

例：火種 → 火事の基

③ ヒヤットと
基準
不安を減らす
＝不良ゼロ化達成

●

想定原因
↓
多数の創案

不良
ヒヤット
不安

真の原因は？
難しい製品
構成になっても
大丈夫なの？

問題が減れば
成果があった。
とする方式？

次ページに原因究明～除去を行うための是正対策の用紙を添付するので
ご参考下さい。
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②

比較分析法
この手法は NASA（米国航空宇宙局）で開発された手法の応用である。5W 法
との違いは差異分析という比較質問を用いて解析する方法であり、虫が好む環
境と好まない環境の解析に用いた結果、大きな成果をあげている。図表２－１
５と１６にその解析手順を示すことにする。

図表2-15 比較分析の質問形式（基本型）
（図表2-16と共に活用する）

差異ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ：
差異ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ： ○○にクレータ不良が発生した
○○にクレータ不良が発生した
原因を究明する。
原因を究明する。

１
１
２
２
３
３
４
４
５
５
６
６
７
７
８
８

何が問題の対象になっていますか？
欠陥は何ですか？
どの場所で不良を発見しましたか？
不良はどの部分に発生していますか？
いつから発生していますか？
いつ、どのような場合に発見しましたか？
数量はどの程度ですか？
７ が発生する傾向は？
上昇？減少？突発的？一時的？連続的？・・・・

図表2-16 比較分析の様式と記入方法
① 事実情報(演習問題では書いている内容を）書く
② ①の内容に比較して、極めて近い事象をあげ

「なぜ？」 ①で起きているのに、と考え、②の事実を挙げる。
演習では書いてない内容が事実とし、ブレーン・ストーミ ング方式で
案を考える。
③ ①が持つ特徴を(演習問題では
書いている内容を）書く。
質 問

① 起こって
いる対象

② 起こっても不思議でないのに ③＝②と①を比較して、
起きていない対象
①の側が持つ特徴

なに？
いつ？
どこで？
どの程度？
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③

品質保証実態図
異物対策に当たっては、問題を起こさない仕組みづくりと予防策が重要であ
る。このためには、一般に、この種の対策に QC 工程図が用いられるが、この
図表の活用には図表２－１７のような問題があった。そこで、本研究会では、
図表２－１８を考案し、現在、用いている。

図表2-17 ISOの品質保証要求とQC工程図適用の問題
ISO9000に見る品質保証の重要性
顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品
を一貫して提供する能力をもつことを実証する必要がある場合に規定
するものである。 （ISO9001:2000 規定 １．適用範囲のa) ）

多くの企業で用いられて来たQC工程図
No
１
２

工程記号と製造工程内容
○ 鋳型にて成型
△ 冷却と保管

使用機器／設備など
金型、材料○○・・
容器○で1時間保持

基準書と主な注意点
温度○○、規定○○
規定◇○による

３
４

◇ 製品検査
○ 加工

バリ、割れ、キズ検査
穴加工，表面研削

検査規定○○による
仕様書，工程内検査・・

５

→ 容器にて運搬

専用容器

保管基準は規定○○

・
・

◇ 検査（目視）
・・・・・

抜き取り強度試験
・・・・・

基準○○
・・・・・

・

・・・・

QC工程図の欠点
１、専門的である
２、ものづくりの原理が
わかりにくい
３、証明書として作成を
目的にＱＡ部門で
整備する目的だった

・・・・・

ISO9000の重要管理項目 の ひとつに“品 質保証”が ある。 過去， 多くの 企業で内容を証 明 する書 類として，
QC工程図が 盛 んに作成さ れてき た。しかし 、不良 対策の 場で、ま た、 事前検 討の場 で毎回， 検討 に使 う、
という状況 でないことがわ かった。そこで、QC 工程図 の問題 点を改良 し、品質 改善を効 果的 に進 める 方式、
品質保証 実態図を 創出し た。

図表2-18 品質保証実態図の記載様式例
成型工程の例

塗装工程の例

的を得た
物理的条 件

金型精度 ○○以 内
塗型厚さ（均 一性）
○○ミ クロン
金型温度・ｻｲｸ ﾙ
標準書 ○○
・・・・・・
・・・・・・・
ｷｭｰｲﾝｸﾞ時間 ○○

塗装ガン のパタ ーン
タンク圧力 ○○± ◇
距離○○ ｃｍ
塗料粘度 ○○
塗料温度 ○○
・・・・・・
・・・・・
塗装ｽｹｼﾞｭｰﾙ

を完備して
いるか？

製品

金型
評価技術

製造工程

プラスチック
部品生産
ラインの例

材料
製品
最終品質 保証

ＱＴＡＴ

再度、品 質保証 実態図 に使 う原 理図化 法のイメージを示 すこと にする。例は プラスチッ ク部品 生産ラインである 。
成型工程 における成 型原理と 管理ﾎﾟｲ ﾝﾄは 図に示 すようになる。もの づくりの 原理と、 全て、 物理量 で製品 実現を
担うキーファ クタ ーを 明示 する。ま た、 ◇で示し た評 価技術 の明示 も同じ く具 体的 に行 うことが 必要 である 。そし て、
管理上、 ＱＴＡＴを用い た問題 やヒ ヤットを発 見した時の早 期フードバックが運用 上、必 要である。

35

【参考資料】

品質保証実態図作成手順と、その特徴
作成手順と、主な投入要素

品質保証実態図の特徴
１、一覧でものづくりの実態
ハウツウがわかる
２、不良・クレーム再発の際
何が欠如していたか判る
３、技術的に改善すべき内容
がﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙに評価される
用
活

１、QC工程を明らかにする
２、各工程毎に原理図化法を用
い、物 づくりの構成･ﾒｶﾆｽﾞﾑ を
明確化する。
３、過去不良や手直し等の内容
を用い、内容をﾁｪｯｸする。
４、品質保証のための評価技術
と運用を明確化する。
５、各技術の管理者、管理ﾎﾟｲﾝﾄ
を明示する。
６、問題発生時のQTATを示す。
７、５M 段階改善法と共に、技術
改善方向と課題を明示する。

１、品質保証の実態把握
↓
２、品質戦略図として技術
改善のﾍﾞｰｽを提供する
品質一流化・継続的改善

先に示した品質保 証実態 図の作 成手順 はここに示 す７つである。 このよ うな図をTZD研究 会で研 究の結 果、
右側に示 す３つの 特徴が ある ことが 判った。さらに、 この図を 実際 に使 った結果（省略）、ISO9000ｓが狙いと す
る品質戦略（継 続的改 善） を検討 する 際に極 めて有効な データベ ースになることもわ かってきた。

不良発生原因の撲滅と品質保証を完全にし
て行くには（品質保証実態図）
不良対策の取り組み
不良を発生させた
↓
早期対策が必要

事前検討(余地・予防）

方向
最初から不良／クレーム
が出ない生産条件の整備
具体化＝品質保証ｼｽﾃﾑ

事後対策から
発生時点対策

良品づくりと、そのメカニズム
の明示 → 品質保証実態図

ISO9000ｓに示す通り、不良 対策は 大きく２つある 。是正 対策と呼 ばれる事 後対策 、そし て、問 題を予知し て、
最初か ら問題を 発生させ ないという， 予防対 策で ある。予 防対策 はもの づくりの 基本を示 す内容で ある。
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３，虫侵入ゼロ化追求の手法紹介
（１） 殺虫剤、虫評価機器と異なる対策の必要性
食品メーカーでは、各社とも必死になり多くの防虫対策が行なっている。そ
の内容の主なものを図表３－１に示すことにする。この種の対策は基本であり、
虫ゼロ化対策に当たっては、条件整備のひとつである。従って、ここでは、こ
の対策の先を検討することにする。なお、地球環境の問題を考えると、殺虫剤
による虫の駆除対策に当たっては、多くの方々が示唆するように、環境ホルモ
ンなどの問題を含めて（殺虫剤メーカーの方々には恐縮だが）、その利用は極力
押さえる方策を駆使すべき、と考え、対策に当たることにする（農業における
有機栽培と同じ考え方をすべきである）。
このような前提に立ち、食品に対する虫混入対策を進めたいと考えるが、過
去、この種の問題を扱ってきた方との対話で問題となったことを図表３－２に
紹介することとする。要は、議論がかみ合わない事態がここにあった、という
例である。図表左側の議論が出ると、今回、紹介させていただく話は進まなか
った。この種の内容は、物理現象解析に当たっての障害事項であり、この種の
議論になるともはや、指導の相談の手を引き、お引き取りいただくことにして
いる。この種の議論が始まると、もはや虫対策の基本である、人が虫に変身し
て、どのようにして、食にめぐまれた工場に進入し、住処をつくり、仲間を増
やそうか？という、虫の立場に立った調査が開始できないからである。筆者は
虫博士ではない。そこで、虫対策を食品メーカーの方々との共同作業で今日に
至ってきた。少ない経験だが、多く成果を得てきたのは、関係した食品会社の
方々のご努力の結果である。筆者自身は、まだまだ、勉強や調査しなければな
らない事項が山積みの状況である。だが、先の図表３－２の左側のような抵抗
勢力に合うとがっかりする。ある工場では、虫対策手法の紹介をした時、品質
管理担当者と討論となった。その状況を見て、トップの方が、
「今の状況では虫
対策は駄目だ！」という判断をされ、後日、人事を換え、正式に対策を依頼さ
れた例があった。その結果、この企業では、急速に対策が進んだ。虫対策を進
める担当の人的な壁が全社の虫対策を阻害していた。この企業では「虫の前に
当社では予想をつかない害虫がいた。」と話しておられた。逆に、この時も「物
理現象面での対策は効果あるし、実務的である。」という評価と共に、虫問題は
既に解消している。現在、この企業では、
「虫も、自然界にいるので物理界の法
則に従う。まず、我々は現実をみて、物理的な原理に基づく解析と対策に重点
をおくべきである。空論を重ねても虫対策は進まない。物理現象の解析は論理
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的で判り易いし、問題が確実に解決し、再発がない。」と、関係者にも話され、
同種対策を関連企業にも波及中である。

図表3-1 多くの食品メーカーが行ってきた主な虫混入対策
② 防虫建築構造

モレ光対策

① 駆除対策

換気扇排気口
隙間対策

搬出・搬入路
のシャッター
強化（高速
ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ等）

④ 外部新入・
評価と対策

③ 個別対策

入り出口
密閉対策
ｴｱｰｶｰﾃﾝ
内部陽圧
配水・水洗確実化

チェックリスト利用
診断～改善

捕虫

持ち込み？ 住処？
温度、光、 清掃は？
管理？
気流は？
温度、光？

⑤ 清掃対策
⑥ 他社事例や対策書
の収集～教育徹底

誘虫性殺虫燈

① 虫が喰う食品を清掃？
② 薬品臭の除去？
③ 水分の残りは？

図表3-2 虫対策が進まない企業で経験した事例
Ｎｏ

問題と考える項目

説明するが納得しない事例

１

虫、というだけで、「何の虫ですか？」という
と蠅という答え、「蠅の種類は？」と聞くとい
ろいろというだけで、具体名をあげない。

① 問題事例・現物を持っていない。
② 蠅でも種別で特性が違うが、十束

２

誘導虫殺虫燈の評価を重視し、薬剤散布と
の関連を盛んに主張し、他に手法がないこ
とを主張する。

誘導虫殺虫燈に捕獲される虫と、食品
異物事例の虫が同じか？と聞くが、捕
獲と発生の評価のみにしか反応しない

３

清掃と薬剤散布が重要と考え、掃除の要点
のみに終始し、現場にどのように掃除を徹
底させるかに終始する。

① 現場の責任、掃除としつけのなさ
完全徹底を性悪論で聞いてくる。
② 現場へ行く、掃除の手伝はしない

工場の虫と家庭、自然界にいる虫の好みの
差があることに気づいていない。

都会のネズミと田舎のネズミほど違う
特に、食品会社はお菓子の家に飽食
のネズミを置く状況だが、自然界の虫
の評価ばかりに集中し、話を聞かない。
（餌を置くが取りにこない、と嘆く例）

虫の種類毎の好き／嫌い対比表を持ってい
ない。

虫は卵→幼虫→さなぎ→成虫の課程
で住処、好みが異なるが、理解しようと
しないで、成虫の飛来にのみ終始する

４

ひと絡げの対策要求に終始する。
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（２） 虫ゼロ化の対策：品質保証実態図とその活用法
食品への虫混入（侵入）ゼロ化、特に物理的解析に当たっては、まず、虫が
食品に入った状態を現物で確認する必要がある。
① 商品の中に虫の死骸が入っている場合は、原料、またはプロセス中での混
入の可能性が高い。従って、このケースの場合、原料メーカーを含めたプ
ロセス分析が必要となる。
② 商品を直接包装した中に虫の死骸がある場合、製品は出来上がってから付
着した可能性が高いから、製品製造後（形状が仕上がった以降）の工程の
侵入可能性を探る必要がある。
③ 商品を直接包装した包装の外に虫の死骸やさなぎなどが存在する場合、外
装の封印部分から侵入した可能性があるので、最終梱包工程～保管、輸送
～販売店の保管・管理の状況をチェックすることになる。工場においては、
特に、封印の信頼性をチェックする必要がある。
④ 顧客サイドで袋を開けて食する状態で発見された場合、購入、開封時に虫
が入っていたのか、開封後の保管状態が問題になるのかについて状況をよ
く確かめた後に、原因究明に入る必要がある。
以上の４つは物理現象を解析すれば、論理的な理屈が伴う内容なので、その
事実を区分して評価した後に、原因となる要因の解析に入るべきである。いず
れにせよ、このケースは全てクレーム、事後処理としての手を打つことになる
が、まず、虫対策は、この区分を先に行うべきである。
なお、ここで注意すべきは、先述の１件の問題が発生する下には 30 ものヒヤ
ット（ニヤーミス）が存在するという内容であり、更に、その下に 300 の不安
要因が存在するという内容である。この内容については、先に図表１－４で示
したが、問題発生を防ぐためには、何としても砂山の頂点として存在する不良・
クレームの下にあるヒヤットと不安を突き崩す必要がある。
この考え方は、TZD 研究会で調査研究してきた不良ゼロ化の対策の要点だが、
ここに品質保証実態図の活用が重要になる。虫は住処、育つ環境、飛来や持ち
込みなどの条件がないと物理的には食材に近づく危険性はない。ある食品会社
における例では、従業員の方々は厳しく指導され、２重ドアーやエアーシャワ
ーを浴びて工場に入る、という取り組みをしているのに虫の混入が減らなかっ
た。そこで全ての侵入対象を工程分析という手法を使って調べ、現場検証した
ところ、資材の入り口は大きく解放、更に、資材はエアーシャワーを浴びない
まま、段ボール箱は虫が隠れやすい穴を持った状態で持ち込まれていることが
判った。そこで、早速、その持ち込み品をビニールシートで多い、補虫器を設
置したところ、数匹が捕獲される、という実態があった。これにはこの企業の
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方々も驚いていた。この種の分析と対策を繰り返したところ、この企業で、食
品への虫混入の問題は皆無の状況になった。要は、個々の対策を取っても意味
がない、相手は隙あらば入らん！と狙っているわけであるから、全て、混入可
能性のある虫の種類を挙げ、その侵入条件と好みや対策環境状態を図表３－３
のように図化した作戦地図をつくり攻めたることが必要である。地図無く物事
を攻める対策を彷徨（さまよい歩くこと）となる。このように虫対策用の「品
質保証実態図」の適用は、虫種毎につくり虫対策を進める必要がある。図表は
イメージだが、虫の気持ちになり、各種調査は、この図表を基に展開し、虫が
混入、侵入しない、入るのを好まない、住むことや生き難い（育たない）環境
を整備して行く対策が虫対策の基盤である。

図表3-3 虫退治のための品質保証実態図のイメージ

では、この品質保証実態図に何を書き、何をチェックすべきか、について
解説をすることにする。要は、虫博士の調査内容、虫の専門家の示唆する内
容や各社の体験で得た内容を基に、材料の搬送経路、置き場における保管状
況、工場への資材持ち込み、人の侵入経路とその内容、排水や排気の状況、
住処になりそうな環境の調査や育つ食物の存在などを徹底的に調査するこ
とにより調査を進めるわけだが、この調査に当たっては、原理図化法を活用
して、図表３－４のように子供でも理解できる程度の図化と理由を明示して
ゆくことが品質保証実態図作成の要点となる。この図表は、先の専門家の指
導内容や文献調査の結果つくったものであるが、虫の侵入、飛来、住処の状
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況を模式化したものであり、現場を写真撮影して、問題を探るための第一次
資料である。要は、Know Why（虫がどこから来て、何をしているか？と
いう調査）が大切であり、この調査資料無くして虫対策の出発はない。

図表3-4 専門家による、虫の生涯と進入経路のイメージ

循環過程

生息を断つ
生息を断つ
①
①
②
②
③
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑥
⑦
⑦

飛来侵入？
飛来侵入？
荷物混入？
荷物混入？
生息発生？
生息発生？
持ち込み？
持ち込み？
経路侵入？
経路侵入？
歩行侵入？
歩行侵入？
その他
その他 ？
？

次に必要になる分析は、虫の立場になって、図表３－５のような好き／嫌い
を探り対比表の作成となる。

図表3-5 好き、嫌い比較表の例
項目
光と色
湿度
温度
風
住居
モレ光

好む
白

嫌う
ムラサキ

60%以上、ｼﾞﾒｼﾞﾒ

30%以下、ｶﾗｶﾗ

20°Ｃ以上

15°Ｃ以下

３ｍ以下

５ｍ以上

ｼﾞﾒｼﾞﾒした暗いところ ｶﾗｶﾗした明るいところ
線状光

真っ暗
①
① 虫は？と種類を固定して比較表を
虫は？と種類を固定して比較表を
個別につくることが大切。
個別につくることが大切。
②
② ある虫に嫌いは好きな内容もある。
ある虫に嫌いは好きな内容もある。
従って、複数の嫌い関門をつくる
従って、複数の嫌い関門をつくる
対策が必要になることがある。
対策が必要になることがある。
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この種の対比表、虫の好む／嫌う比較表は、個々の虫に対して作成する必要が
あり、一般論でつくることは全く意味がない。また、このような図表を作成す
るためには、個々の虫の特性と、今まで効果が上がっている、現場関係者の経
験や新たな発見を促す探求が必要になる。そこで、そのようなことに参考とな
る資料を図表３－６－①と②に例示することにする。

図表3-6-① 虫の特性を示す内容の例
穀物、豆類、ナッツ類、ココア、チョコレート、乾燥果物
とその製品等、極めて広い食性好適な温度範囲は２０～
３０℃。貯蔵害虫の分類に入る 。
穀物表面やガラス、プラスチック、紙等の表面のしわの
ある部分に産卵（穿孔性〔穴をあける性質〕：幼虫は貯蔵
食品の容器や紙袋を食い破る能力に長けている為、保存の
きく加工食品のパッケージ内から発見されることがある。
成虫寿命７～１０日わが国では北海道から九州にかけて
分布が見られる。発生回数は年回。但し、産卵から羽化までの期間は１５˚Cで1４５日。
２５˚Cでは４０日、３０˚Cで32日と異なる。羽化後、雌雄とも11日だが、低温、高湿度
では長生きする。光に夜性質は無い。香りを頼って進む。寒さに弱い。

ノシメマダラメイガ

【対策内容の例】
・ 遊休機械のコンベアー下側鉄骨の桟にエサとなる残渣(粉末)が溜まり、虫の発生源
になっている。
・ 遊休機械のコンベアーを排除し、虫の発生源の元を絶つ。
・ 壁を虫の嫌がる黄色に塗った。
・ 木製の踏み台を使用している為、卵を生みやすく、虫の発生源になりやすい。
・ 木製の踏み台を金属製の踏み台に替え、虫の発生を防ぐ。
・ 引き戸の内側に防虫カーテンを付け、虫の侵入を防ぐ。
・ ファンと換気扉を常に運転状態にし、外からの虫の侵入を防ぐ。
・ インジェクション出入口、引き戸を閉める時に開いてしまう。
・ 引き戸は必ず閉め、確認をする。

図表3-6-② 虫の特性を示す内容の例
チャバネゴキブリ

雑食性で、人間の食品は何でも食べるといってよいし、
人糞等の汚物、書籍ののり、ビニール製品もかじる
もともと熱帯性の昆虫で、暖房設備があったり、火を絶
やさないような場所に多い。

【対策内容の例】
【対策内容の例】

・・
・・ 長靴、靴を放置、靴底の付着物がエサとなる。
長靴、靴を放置、靴底の付着物がエサとなる。
・
・ 床、側溝に凸凹があり、残渣が付着し､エサとなる。
床、側溝に凸凹があり、残渣が付着し､エサとなる。
・
・ 床を乾燥させ水分をなくす。
床を乾燥させ水分をなくす。
・
・ 靴等は使用後、洗浄し、付着物をなくす。（エサをなくす）
靴等は使用後、洗浄し、付着物をなくす。（エサをなくす）
床、側溝の清掃の際、エサとなる残渣をなくす。
床、側溝の清掃の際、エサとなる残渣をなくす。

チョウバエ

台所や便所の排水溝等にこびりついたヘドロや、便所の下水管、
浄化槽等、有機物の多い汚れた水域に広く発生する。

【対策内容の例】
【対策内容の例】

・
・ 窒素ガスの開閉及び、原料の納入時にドアの開閉頻度が多く、
窒素ガスの開閉及び、原料の納入時にドアの開閉頻度が多く、
虫の入る可能性がある。
虫の入る可能性がある。
・
・ 防虫カーテンを取り付け、虫の侵入を防ぐ。
防虫カーテンを取り付け、虫の侵入を防ぐ。
・
・ ドアパッキンの交換をし、虫の侵入を防ぐ。
ドアパッキンの交換をし、虫の侵入を防ぐ。
・
・ ドア内側に、テープで目張りをし、虫の侵入を防ぐ。
ドア内側に、テープで目張りをし、虫の侵入を防ぐ。
・
・ 非常ドアパッキンの痛みが激しく、その隙間より虫が入ってくる
非常ドアパッキンの痛みが激しく、その隙間より虫が入ってくる
可能性がある
可能性がある
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このような準備の後、始めて個々の虫毎に分担を決めチーム編成を行い調査
～対策を進める対策に入る。なお、この際、図表３－７のような図表を作成し、
その調査～対策に当たることをお奨めしたい。

図表3-7 対策事例、そのイメージ
エアーシ ャワーで
完全払い落とし

エアー部の清掃点検
二重ドアー

床面を含め
完全清掃

では、設備な どの
設置台の下は？

では、集塵部や
ﾀﾞｸﾄの途中は？

では、製品搬入は？

では、ﾏﾝﾌｫｰﾙ
の裏側は？

裏面

（３） 虫ゼロ化の手順
虫ゼロ化を図るためには、事実分析の基本に従い、実態的分析手法でまず、
現状をとらえ、その後に虫が好まない、育たない、入らない、という対策を進
めるべきである。また、このためには、図表３－５，６－①～②と７に示した
ように、まず、排除したい虫を特定し、その特性を把握する。次に、工場に入
り、出る資材や設備、人や空気導入や水・・・・など、全ての対象を挙げ、工
程分析と共に、工場レイアウトを設定し、虫の種類毎に、この調査対象をひと
つひとつ、各所を点検してゆく。虫は自然界の中で物理的な条件と共に生息し
ている。なお、この対策は虫だけに対する分析に留まらず、自然界にいる動物
一般に当てはまる方法である。参考例を紹介したい。ネズミの例である。
筆者の個人的な内容で恐縮だが、４年程前に自宅の屋根をカラー鉄板から瓦
へ切り替える工事をしたことがあった。その直後、ネズミが屋根裏でゴトゴト
と音がすることがあった。特に悪さをすることもなかったし、屋根を変える工
事の１月前だったので、対策もしないまま過ごして何も問題がなかった。屋根
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の工事が終了した。一部、北側から雨が漏ることがあり、早速、大工さんに対
策してもらった。屋根改造と共に何か不具合があったと思ったが、よく調べて
もらった結果、新しい屋根が瓦で重くなったこと、工事の振動と書類を屋根裏
部屋に持ち込んだ、という現象が重なった結果、壁に小さなヒビが入り、それ
がために少しの雨が入り、流れ、１回の天井へ伝わり入る、ということがわか
った。１階天井と２階の床の間の隙間を豪雨の直後に懐中電灯で照らし、痕跡
をつかんだことが対策につながったわけであったが、見ると、
「このように小さ
な亀裂が一晩でバケツ一杯の水をつくる。」という事実に驚異を感じた。豪雨も
すさまじい状況ではあったが、それにも増して「水は少しの隙間でも入れば、
上から下へ流れる。」という性質に、今更の如く筆者達は物理現象の怖さを再認
識させられた。
その後、１ヶ月してから屋根裏でネズミがゴトゴトとし始まった。そこで、
早速、徹底的に調査した。外から家を回り見ていったが、かつて下宿部屋に貸
していた排水パイプが下水へつながっていることを、ようやく発見した。そこ
で、早速、そこをカットしたら、ネズミは出なくなった。その経路を発見する
には大変手間取った。外から見てもわかり難いし、筆者は「水道管ではないか？」
と勝手に思ってしまったことが問題解決を遅くしたのは事実であった。この内
容は後日証明された。対策と時期を同じくして、畳み替えが行われた。畳屋さ
んが畳をはがすと、テレビ台の下の畳の端に小さな穴が空いているのを発見し
たからであった。もし、このようなチャンスがなかったら、その後も「ネズミ
はどこからくるのだろう？」という疑問が続いていたかも知れないからであっ
た。この頃近所にネズミが多発していた。専門家と称する方々が訪問して来た
り、目黒区でも駆除の援助をするという状況だったので、当時、区役所に問い
合わせた。すると、その答えは、
「近所で古い家を解体したことが原因である。」
こと、
「穴をふさぎなさい。」
「薬局でネズミ取り器や器具を購入しなさい。」
「ネ
ズミが食べると死ぬ食品を買い、まきなさい。」という指導だった。
一応、下水管の穴をふさぎ、この問題は解決したかに見えた。筆者としては、
「しめしめ、コストゼロで対応した。」と考えた。しかし、それは甘かった。ネ
ズミ問題はその１ヶ月後に再発したからであった。最初は、
「いよいよプロに頼
むか？」と家族と話していたが、既にプロに頼んだ家庭を調査した結果、
「ネズ
ミ退治は専門家に頼んでも同じ、高価な金額を取られただけ。」という家庭があ
り、この方にお願いしても効果が薄いことが判った。そこで、結局は筆者が対
応することになった。また、この頃、丁度、虫対策を、ある企業の方々進めて
いる真最中のことだったので、「何とかせねばならない。」と考えた。同時に、
この頃、家族中がネズミのダニの被害で医者通いまで追い込まれたからであっ
た。「もはや、あらゆる手を打つ！」これが家族の決定内容となった。
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しかし、姿の見えないにっくきネズミはどのような手も通じなかった。食べ
ると死ぬ餌を試すが関係ない。まるで人をあざ笑うかのように毎日明け方５時
になると天井で運動会である。嫌いな音波で対策する方法、煙で虫やネズミを
死滅させる方法、スプレーで嫌いな臭いを噴霧する方法と全ての手を打った。
一次的には効果があった。だが、薬の効きめが消えると問題は復活した。それ
どころか、どこから来るか判らないネズミが家庭内、しかも、夕方になると人
がいる前で運動会まで始めることがあり、何度か追い払ったことがあった。そ
こで、原点からもう一度家の周りを調査することにした。だが、ここで思わぬ
発見があった。先の対策の後だが、風呂の工事を頼んでいた。工事の状況を見
ると、外見は良いが風呂の壁にと工事で塞いだとこに、明らかにネズミが通れ
る穴があった。そこで、筆者は、壁の中がどうなっているかはわらないが、道
は通じているはずだ、と考え、早速、夕方になってから穴を塞いだ。どうも、
天井で行われていた朝５時のネズミ運動会は外から食事を運んできて行う習慣
だった（昼間は外出されているようだった）。穴を塞いだ結果、見事、翌日から
は、ピタリ、とネズミの運動会はなくなった。ここに至るまで、下に示す多く
のことが筆者にも勉強になった。
① 雨は物理現象であり、どのような隙間からでも入れば流れ下に行く。
② ネズミも物理現象代表者である。穴が通路であったが、この原因系を
断たない限り、餌やネズミとりといった、川下の対策をいくらやって
も意味がないことが判った。
③ とにかく、外部から来るのであれば、現実をよく見て、ひとつづつ完
全な対策を取り、全てが終了しない限り駄目である。ネズミは人の想
像や当たらない努力を許さない。
この内容は全く虫対策に当てはめることができる。そこで、指導中の企業に
対し、図表３－８（①と②）の手順をつくり提供していった。それまでもこれ
に似た手順は取り対策効果をあげていた。だが、相手は水やネズミに勝る敵か
もしれない。そこで、これ以前に指導した企業にも、この手順を送り、再度の
見直しと虫対策の徹底に努力を願った。
「徹底とはこのようなことなのか？」と
いうことを筆者は思い知らされたからであった。要は、
「物理現象は人の勝手な
判断を許さない。理論が成り立つ原因になりそうな仮説を設け、１問題→１原
因→１対策を徹底する。」ということである。ネズミと虫は異なる。だが対策の
基本を、正に、身を持って学びつつ実践しなければ問題は無くならない、とい
う点は同じである。皆様には、是非、同種の問題でお悩みの方々に参考になれ
ば幸いである。また、物理現象の対策とは、このように油断も隙もならないこ
とをよく知って対策していただきたいと考える。
なお、この対策は幸い３つの事象が大きく問題解決を助けてくれた。
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① テレビでもネズミ対策を盛んに放映していたが、その要点は、経路を断つと
いうことが一番である、という専門家による調査内容であった。
② 胃カメラに似た観察と赤外線カメラによるネズミの観察がテレビで行われ
ていたが、一旦、住居と食料入手先が決まると、判を押したように時間を決
め活動するという一種のプログラムのような行動経路がある。一匹が殺され
たり、捕らえられると、行動パタンを変える習性があるので始末が悪い。
③ ネズミの撮影や分析が成功した理由を放送局の方々は、専門家による調査内
容とそのデーターベースであることを盛んに強調していた。その例に、ハエ
やゴキブリを例にとり、筆者達が進めてきた好き／嫌いの実験と成果を示し、
ネズミの対策に当てはめ、対策を促すことを行っていた。この分析が、危険
度の評価のベースとなっていた。
ちなみに、我が家で運動会をしていたネズミだが、かつて筆者が子供の頃に
見たドブネズミではない。排水パイプを通る程度小さいネズミであった。なお、
このネズミの生態は、当時、たまたま、テレビ放映されたが、そのままの内容
が我が家で再現していた。正に、物理現象再来という内容であった。

図表3-8-① 虫ゼロ化への対策手順【現状把握】
手順１：

① 過去に問題になった事例をあげる。
② 同業他社、近隣で問題になった事故事例をあげる。
③ 文献調査などで問題となっている事例を挙げる。

手順２：

① 工場の図面を出す。
② 調査文献を全て見直す。
③ ブレーンストーミングで不安箇所を挙げる。

手順４：

手順５：

① 現場診断をする（サンプルと写真を取る）
② 改善案もメモしておく。

① 危険度を５段階評価する（色わけする）。
② 診断箇所を明示し、カードにする。

① 工場レイアウトを広げ危険域の強度に
従い危険度に応じた色マークと実状を書く
② 写真を貼付し、問題点と箇所を明記する。
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プロジェクト・チームを
編成する（対象毎に）。

事実の確認

問題をつかみ、対策す
する
る
問
題
を
つ
か
み
、
対
策
ため
めの
の作
作戦
戦地
地図
図づ
づく
くり
り
た

手順３：

① 虫の種類の特定
② 原料、資材、人
・・・・要因の列挙
と、工程分析をする。
③ 虫の好き／嫌い
対比表を用意する

図表3-8-② 虫ゼロ化への対策手順【対策～確認】

ＱＣ手法

手順１～５：現状把握＝事実の確認

問題発掘

手順６：実務に基づく対策案の立案
事実分析
↓
本質追求
創案・テスト

１問題→１原因→１対策の立案

頭を
ｸﾘｱｰ
にして
現実を
つかむ

手順７：改善後、定点撮影・観察と共に
原因除去～検証を図る
発生レベル

標準化・歯止め

この実証
この実証
が解
が解

崩落

虫ゼロ
の状態

（４） 虫特性の把握法
虫の特性については、既に、図表３－６に、その一部を示した通りである。
ここでは繰り返しになるが、その要点のみを箇条書きにすると同時に、図表３
－９にて文献紹介をさせていただくことにする。皆様には、このような内容を
きっかけに、文献の入手～対策の展開につなげていただければ幸いである。
① 虫特性は個別に虫の種類と個々の名前を固定して行うこと。ハエなども「ハ
エ学」という著書を見ると、
「ハエの種類（名前）を特定してから対策すべ
きである。乾燥したところを好むハエ、湿気だけでなく、下水をくぐって
くるハエがいる。」ことが記載されている。想像外の事例である。
② 文献には原因となる特性が記載されている例が多い。その種の内容を整理
した後に一度は専門家のチェックを受けること。A 社で作成した比較表と B
社のそれが大きくことなっていたことがあった。既に A 社では問題がなくな
っていた虫だったので、間違えを指摘し、対策した結果、問題がなくなった。
（例）マダラメイガを B 社では湿気を好まない、としていたが誤りだった。
「いくら対策しても減らない。」ということだったので B 社の好き／嫌い
比較表をチェックしたところ間違えがあった。そこで修正～対策へ向け
た。その結果、発生は見事に止まった。
③ 虫特性は『生まれてから、幼虫、成虫・排卵・死ぬ迄の循環を掴み、その
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特性を把握する必要がある。』卵を生む場所、生息する場所、移動する場所
と経路、好みなどが、幼虫と成虫では全く異なるものや食べるもの、光に
対する反応までが全く違ってしまうものがある。

図表3-9 虫特性把握に役立つ文献の例
No

筆者：文献名、または著書名

参考にすべき点

１ 林晃史著「虫は調査だけでは減らない」 ① チョウバエ退治のステップ虫の循環経路
に詳細な対策を示している。
防虫研究所 農学・医学博士
② 侵入防止剤＋梱包の対策など
月刊食品工場長 2003年１月
２ 稲岡徹他著「食品工場の建設的防虫技 ① 虫毎の生態と建築物の対策の要点
術」 雑誌「建設設士」2003年５月
② 虫の侵入、生育の個別対策
③ 同誌、荒木氏など異物事例分析を紹介
３ 今野禎彦「お菓子製造と流通に於ける
害虫と対策」イカリ消毒株式会社

虫の種類毎に特徴、駆除に関し総合的な
チェックﾎﾟｲﾝﾄを記載している。

４ ハエ学「東海大学出版会」
2001年６月

世界中のハエに興味を持つ学者グルー プ
の研究結果が具体的に記載されている。

５ 雪印乳業（株）京都工場「雪印 『安心』
の証をつたえたい」 「創意と工夫」誌
2002年８月

① 各種、現場で実施した改善事例を紹介
② ５Ｓの対策と組み合わせた工夫の要点
が見られ、現場で行うべき基本を例示

６ HACCP ｈｔｔｐ://www.foodesign.net/

① 各種チェックリストを紹介
② コンサルティング内容も紹介

（５） 実践の要点（危険度に対するウエイトづけについて）
虫対策を数社の方々と実施してわかったことは、虫が嫌いな条件をつくって
行くと、面白いように虫問題は無くなってゆくという内容であった。しかし、
問題発見に当たっては先に記載した詳細な分析と、筆者が経験したネズミに似
た徹底した問題の究明から、専門家が研究されてきた問題の要因を活用した予
知・予防対策が必要である。そこで虫撲滅対策の進め方の要点となるが、５Ｓ
同様に、虫と場所を個人名に至るまで分割して多くの目で現実を“みる”対策
が必要となる（見る＝を示す眺めるでは駄目である。観る＝ビデオや写真で現
実をとらえる。看る＝温度、湿度、風向などを始めとする計測や卵や生育の状
況を分析する。監る＝虫の学者の研究や専門家のチェックリストを用いて虫が
嫌う環境か？少しでも好む環境か？をチェックする行動であり、TZD 研究会の
事実分析を用いるべきである）。では、現場と現象、現物をみてチェックすべき
レベルについて解説することにする。
レベルの設定は図表３－１０の考え方を用いるとよい。具体的には、この考
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えを基に、評価基準を図表３－１１のように定め、品質保証実態図（図表３－
３に示したイメージ）を基本形として、実務にこの方式を展開するが、これが
虫の危険地域の表現方法となる。この図法の表現は、交通事故の状況を地図に
事故写真と色ピンで貼る内容に似ている。工場のレイアウトに危険度の色ベタ
カードを張り、そこから線をつけ実態を示す写真を貼る方式の応用である。写
真は色カード上に貼り、問題の事実、対策すべき内容と担当、期限を決め実施
に向ける題材とする。危険度が落ちるまで行う。まず、投資を必要としない内
容から早く実施し、投資金額がかかるものは案を再考する。虫対策案は他の改
善（例、省力や歩留まり向上策、安全や環境対策）と平行して進める。要は、
優先順位をつけ、企業で一般におこなってきた通常の改善と同じように進める、
という対処を図るのである。改善は一部の方々が進めても効果が少ない。ひと
つでも落ち度があると、虫は絶対に許してくれない。だが、逆に、工場には多
くの方々がおられるので、いろいろなものの見方や案が出てくる従ってそれを
活かすことができる。従って、全員参画で進める対策がここに必要となる。
以上、要点のみを記載したが、是非、目で見る管理で全体が赤信号から青信
号地域に変革できるように、努力と対策をお願いしたい。格言通りである。
「慣れは改善の芽（問題発見の眼や目＝芽）を曇らせる。」
「一人ではなにも出来ない。だが、一人が始めなければなにも起きない。」ので
ある。

図表3-10 子供でもわかる、危険度と虫存在のイメー
ジ
【高度な危険】
飛び回るのが見える状態
【かなり高い危険度】
特定場所に住処を発見することがある。
補虫器につかまる。

【一部の危険が残余する】
誘虫性殺虫燈などに、まだ、時々存在する。
飛来、人、資材などの持ち込みに対し、業界
で行っている対策はほとんど終わっている。

【安全と評価される環境】
【安全と評価される環境】

入らない、入っても虫に魅力が
入らない、入っても虫に魅力が
ない。住処も食べ物もない。いても
ない。住処も食べ物もない。いても
すぐに追い出される環境が完備で
すぐに追い出される環境が完備で
きつつある。
きつつある。
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図表3-11 危険度のウエイトづけ
危険度は現場観察の結果を
基に、【発生可能性】×
【状態の悪さ】
＝危険度の算式で評価する。
《発生可能性（確率）》
× 《状態の悪さ》
５： 極めて大
５：劣悪である
４： かなり大
４：かなり悪い
３： 可能性がありそうである。３：悪い要素を見受ける
２： 少ない
２：問題は少ないと判断する
１： ないと思う
１：全く問題ない
危険・劣悪
手順１～５：現状把握＝事実の確認
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４， 髪の毛混入ゼロ化追求の手法紹介
（１）髪の毛混入と原理図化法
物理現象解析の立場から見れば、
『髪の毛ゼロ対策』は食品への『虫混入対策』
と余り変わらない。要は、原因の分析が必要なのであって、ローラーや掃除を
通した結果のモニターリングをいくらやっても、髪の毛問題は無くならない。
まず、図表４－１に示すような原理図化法と共に品質保証実態図を作成し、そ
の対策に当たるべきである。この図表の作成方法は虫対策の図表と全く同じで
ある。要は、物理現象として、どれだけ髪の毛の問題をヒヤット、不安の段階
（危険度）を把握～対策を進めるべきかに掛かっている。

図表4-1 髪の毛ゼロ化のための品質保証実態図

では、髪の毛問題に対し、その特徴的な内容を含め、その対策の要点を紹介
することにする。
（１） なぜ？髪の毛対策が必要か？ 「意識・理解面の対策」
食品異物対策、その中の髪の毛について、まず、その対策の必要性を解説す
ることにする。図表４－２をご覧いただきたい。これはお客様が食事の中に髪
の毛（本当は髪の毛なのか、手の毛なのか、まつげなのか、ひげが落ちたもの
かは不明だが、だが、毛）が入っていると、お客様は「この会社を信頼してい
たのに、このようなものが入る企業はきっと管理レベルが低下している。それ
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なら他の会社の食品を買うことにしよう。」と考えるのが一般的である。そこで、
あえて顧客側にたった髪の毛問題に対する見方を図表４－３に示すことにする。

図表4-2 顧客から見た、食品への髪の毛混入と
ヒヤット・不安の状況
信頼の
失墜！

顧客とメーカーの対立

異物クレーム

対策の
具体化
実現

アプローチ

出ない仕組み
メカニズムの
把握

発見→管理のまずさを話す行動
従業員の仕付教育
管理・トラブルの多さ

顧客満足
楽しい食事

図表4-3 食品に入った髪の毛を見て考える顧客の印象と
想定されるその後の行動
あの会社のもので
なくても

購入時

何かがありそう

衛生管理は？

この会社なら
信頼出来る
だから、買う！

教育指導
徹底が疑問？
問題介入

信頼失墜

あの会社
だめよ！

髪の毛
発見！

だが、もし、このようなお客様の中でメーカーにクレームをつけない方がい
たとしても、先の図表１－３で示したように、約 30 名に１名がクレームをいた
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だける方であり、その他はクレームしないが、人は話をするので 1000 人にもな
って行き、やがて、このことが会社の知名度や商品販売にも大きく影響するこ
とになる。更に、流通でこの話が評判になれば、過去に存在した O-157（ペロ
毒素で有名になった）カイワレ大根事件と同じ扱いになる恐れもある。このよ
うに髪の毛は働く方々の注意や管理レベルに大きく関与する、という印象があ
ることに、まず我々は注意を払うべきである。
（２）髪の毛混入ゼロ化追求手順
では、対策に入ることにする。髪の毛混入の解析も図表４－４に示す物理的
解析なメカニズムが必要になる。

図表4-4 物理現象解析の要点

原因
火種を消さねば
大火は免れない！

物理現象として
メカニズム解析する
＋
事実情報と、データ

結果

火種
火事
不良件数
項目３

項目２

項目１

物理的メカニズム解析で
1問題→1原因 →１対策
方式でゼロ化を図る

だが、このような解析を好まない企業があったので紹介することにする。納
豆を生産する A 社の例である。あるとき、この企業から現場指導を頼まれたこ
とがあった。「工場見学と共に現場管理者研修を提案して欲しい。」という話だ
った。暇を見てお邪魔すると、筆者以外に X 社も Y 社も同じ依頼をしているこ
とが判った。コンペである。それも良いが、一応、担当者に話をすることにな
った。「管理者研修の内容に加え、不良対策の話も聞きたい。」ということだっ
たので、資料をお渡した。更に、この時、工場見学をさせていただいたが、見
学コースなのに大豆の粒が床に落ちている。納豆を入れて封印するラインにト
ラブルが発生、一応、封印はしてあるが床に落ちた製品を作業者が拾いライン
に戻す、という状態を目撃した。また、納豆が洗浄→蒸されトレイに入るシュ
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ーターの角に納豆の停滞があり掃除が大変そうだったので、どのように掃除す
るのですか？と聞くと「一斉にやります。」「でも、あの角の掃除は大変でしょ
う？」と言うと「そう、頭を突っ込んでかなり危険な洗浄になりますが頑張っ
ています。」ということだった。髪の毛問題がこの企業の問題であったが、正に
危険一杯の環境を見た現場見学だった。
その後、「この企業から職長研修を JMA にお願いしたい。ついては関係者と
打ち合わせをしたい。」との連絡が入ったので、また、お邪魔することになった。
行ってびっくりであった。打ち合わせが講義形式となり、20 名もの関係者を集
めていた。
「これでは講演会ではないか？」と言いたい内容であった。
「まあ JMA
の仕事の PR も良いか？」と思い対応したが、更に、驚いたことには、職長研修
の依頼が、髪の毛対策に変化し、ここへ質疑が集中した。最初の説明は「髪の
毛は海外から大豆を買うので現場では外国人の管理がなっていない、というの
で手を焼いています。・・」という説明がなされた。そこで、「問題対策には事
実の確認が前提になります。まず、食品に入っていた髪の毛のサンプルを見せ
て下さい。」と言うと、「・・・」である（答えがない）。「では、原料はエアー
洗浄するのですか？」と聞くと、
「コンベアへ落下させる前に空気洗浄し、サイ
クロン（集塵機）で取ります。」「それなら問題ないように見えますが、問題に
なった髪の毛を原料に混入させ、サイクロンで取れるという評価を行っていま
すか？設備購入時に評価しなければ品質保証できないし、海外の方の髪の毛で
あれば日本の方と違うかも知れないのでテストが必要ですね！」
「そんなことま
で、・・やらなければいけないのですか？」「納豆生産で糧を得ている。業界で
一番になるのであれば品質保証技術として必要な実験だと思います。」「いや取
れるハズです。」
「私の師の教えに、
『品質改善ではハズはだめです。ワイフを見
せて欲しい。』という例えがあります。現場、現物で確かめたデーターが対策に
は必要です。」
「いや～・・・現場管理で何とか？」
「設備の不具合を現場管理者
の責任にしても、もし取れない設備で責任だけを現場管理者に押しつけても、
問題解決の筋が違います。相手は物理現象です。現場管理者に教えるべきは、
先の見学で見た、設備のトラブルで床に落ちた製品を製品に混入しないことや、
設備のトラブルの原因究明を行い髪の毛が設備内に落下する危険性を無くす対
策です。または、あの掃除しにくいシューターは直すべきです。第一、今の状
況で掃除を一斉にやったのでは、下流は掃除しても上流の人の髪の毛が流れて
きては意味がありません。掃除の手順を問題の事例と共に対策できる方式を事
実調査と共に行うべきです。」
「厳しいですね！」
「厳しいのは私ではなく、物理
現象という自然界の法則があるからです。」と話したが、
「うちの統計では・・・」
と、話は逸らすし、
「研修を受ける体制や対策資金面で問題もあり、
・・・」と、
何人か？現場の方々は笑っていたが、関係者とは話がかみ合わない状況で帰宅
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の列車時間となった。まるでコンサルテーションの内容だが、何とも話がかみ
合わない状況だった。最後に、
「あなたの指導した会社で納豆の髪の毛対策の成
果を聞かせてほしいのだが、
・・・」という品質管理部長の話まで出た。筆者は
この話を受け、正直に「ありません。」と答えた。同時に、「この企業は頼まれ
ても手伝わない。」と決め、帰宅した。早速、JMA に帰り、依頼を受けた窓口
に話し、「もし、あの会社に頼まれても日程がない、と答えておいて欲しい。」
と伝言した。平行するかのように A 社から「先生の言われる内容を行うには体
制整備が必要なので 3 年程待って欲しい。」という手紙が入った。その後放置し
ておいたが、この企業から 5 年経った何も依頼はない。当然、それ以降、我が
社ではこの会社の製品は買わないようにしているし、筆者としては、この企業
のお手伝いをしないで済んだことに内心ホットしている。
「馬を水のところへつ
れて行っても、水を飲むのは馬の意思！」という格言がある。この企業の例は
正にこの例のためにあったのではないか？と思った。また、同時期だったが、
こことは異なるある企業では、物理現象解析の話は聞きにきて理解はするが、
手をつけない、というところがあった。このような会社を見て、この種の会社
の取り組みは、正に、上空に鷹が飛んでいるとき、モグラが穴に入りたい。だ
が地盤が硬いので、また、別の所を見つけて掘るうちに、鷹にさらわれて行く
現象に似ているように思えて仕方がなかった。あれほど、ISO9000:2000 で「事
実に基づく意思決定」が重視されているのに、一体、問題の確認をしない品質
管理とは何なのであろうか（品質管理部を品管と言うが、A 社は現場に対して
の観察と対応が“品管”ではなく“貧寒”なのかもしれない）
。この種の例は筆
者を始めとした物理現象解析関係者が常に理解に苦しむ内容である。
もうひとつ対策例を紹介することにする。ある時、ある団体のコーディネー
ターを頼まれた。改善事例発表会での司会役担当の時であった。発表してから
コメントをする。審査の先生方に加わり賞の判定を行う、という内容であった。
この中に歯磨きなどのブラシを製造する会社の発表事例があった。その事例は、
「髪の毛が製品に混入すると顧客の口に入る製品だけに大変問題である。
」とい
う内容で発表が始まり、過去不良を延々とデーター解析し、他社との比較、特
性要因図による解析を行い、考えられる手を次々と打っていった B 社の内容が
紹介された。だが、髪の毛不良はゼロではなかった。そこで、この会社では、
最終的に、
「掃除機をラインに持ち込み、最終工程で吸い取ることによりゼロ化
が図った。」と、いう発表内容であった。要は、掃除機をつけた事後対策を解説
するために前段に長々と話をしてくれただけの内容だった。なお、発表会の内
容の中に、ビデオで人が作業する状況が映っていた。
審査となった。賞は既に素晴らしい改善内容があったので B 社落選、となっ
たが、審査の発表まで時間があったので審査委員の先生談となった。
「事後対策
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ですな、あの発表は・・・」という討論となった。
「あのビデオご覧になられま
したか、作業者が白衣を着て作業するが、現場が暑いので、後ろから製品の方
へ風がながれていました。・・」「そうそう」「あれでは、もし、着装が乱れる、
着装前に毛が衣服に付着する、という状態があったら、確実に製品の方に飛来
するのではないでしょうか？」「私もそれが気になった。」・・・。
審査の先生方は流石である。発表と同時に、筆者同様に問題の原因となりそ
うな内容を見ていたわけであった。工学系の先生なので物理の原理の解析はプ
ロである。要は、この問題は攻め方を全く間違っていたのであった。原理を取
り違えれば対策は異なる。結果オーライという考えもあるが、問題の基を絶て
ば良いわけであり、掃除機は不要、そのエネルギーも、掃除機の定期点検や清
掃もムダな内容であった。こう考えると、結果オーライは認め難いという話に
なった。しかし、この企業の方にこの話は誰も伝えないことにした。
「発表者を
傷つけることになるばかりか、このような点までみられては怖いので発表を控
えようとする。」という主催者の話があったからである。
筆者が体験した問題企業の例を紹介したが、この話は、この種の企業を非難
する目的で初回したのではない。物理現象解析の必要性と原因究明の方法を例
示するのに好適な内容を多く含んでいたからである。また、この種の討論を筆
者は髪の毛対策を進める現場で多く経験してきたからである。髪の毛混入は図
表４－５のような問題を中心に、必ず物理現象が関係する。統計解析、ローラ
ー掛けは事後対策であり、原因の除去ではない。原因の除去（ISO9000:2000 の
是正・予防対策の定義を用いた対策）をしなければ問題再発することは必定で
ある。要は、１問題→１原因→１対策方式を徹底しない限りモグラたたき対策
に終始することになる。
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図表4-5 多く見られる髪の毛の混入原因
１
毛が抜ける
↓
飛ぶ・落ちる
↓
食材に入る
不十分な洗浄
↓
持ち込み

３

２ トラブルに対処する
落下する。
一斉洗浄
↓
上から流れてくる
↓
後で下流で
発見される
４

忙しさに追われる
トラブル対策する時、着装
が乱れる → 落下する

髪の毛問題は物理現象の代表選手である。先の歯ブラシ生産工場における事
例が示すように、衣服に付着していて、後ろから前へ風が吹いていればいつか
は髪の毛は飛ぶ。飛べば、製品に付着する確立により製品に入るか、作業台に
落ち、そのままで残っている。残ったものは掃除すれば清掃器具に付着する。
もし、清掃器具についているのに単に、「掃除できれいにした。」と考える職場
があったとすると、そのような職場で絶対に髪の毛混入ゼロ対策は進まない。
この事態を見て危険を感知し対策しなければ、ヒヤットがあるから、いつかは
顕在化して製品に入るからである。従って、このような感覚がない企業で髪の
毛対策は進まない、というわけである。このような現場では、単に掃除という
仕事を理由なく（考えず）繰り返し続けているだけで、発生原因の探求に全く
問題意識が無いから、改善は何も起きない。問題が起きてからせいぜい討論す
る内容を髪の毛対策としてしまうのではないだろうか？要は、先に図表１－４
で示したが、ヒヤットの段階で問題をつかみ対策する、という行動がないとこ
の種の問題の解決は望めない、と言い切れる。更に、図表４－６に 3 点ほど、
よく起きる事例を紹介するので、皆様には、物理的解析の一例としてご覧いた
だきたい、と考える。
① いったい「人の髪の毛はいつ抜けるのであろうか？」
食品会社で髪の毛の混入が危険視される職場の方々は、いつ人の毛が抜け
るか、自分の特性と対処を食品工場で働くスキルという形で知っておくべき
である。このような解析結果から、筆者が対策を共に進めた会社では、髪の
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毛の洗浄が確実に出来る長さ（絡みのない髪型）の研究、洗浄方法、朝シャ
ワーを浴びる、・・という対策を実施して成果を得た。髪の毛は DNA 鑑定が
可能である。だが、果たして DNA 鑑定を個人別に行い人が特定できたとして
も、それは犯人見つけにはなっても、死亡診断書である。原因究明→予防策
の創出とはならないことに、ご注意願いたい。また、トレーサビリティをい
くら強化しても原因の除去を図らなければ髪の毛対策は進まない。
② ローラー掛けのデーターの利用法は？
次に示す内容は食品会社ならどこでも行われているローラーかけである。
接着テープをローラーに設置したもので、現場に入る前にローラーをかける。
職場によっては 30 分毎にローラーかけの担当者が回ってきて衣服にローラ
ーをかけ、製品への混入を防止するというところもある。当然、ここでは、
現場へ入る前、エアーシャワー室に入る前にかけ、付着した毛の本数を個人
毎に記録させることを行っている。だが、ここで、「ローラーがけは有効で
す。では、毛はどこでどのようなメカニズムで衣服に付着したのであろう
か？」と尋ねると、その解析はなされていない例が多い。もし、この解析が
無ければ、単にローラーかけと記録が残るだけであり、発生源原因対策は進
まない。この対策に当たり、ある企業で付着原因発見賞を設け、原因究明を
行ったことがあった。驚くなかれ、ロッカー室で着替えの時、白衣をかける
場所がなく、床に落とした際に毛が付着する現象や、設備トラブルの際に着
装が乱れ、なおした際に髪の毛に手が触れ落下した。・・・という事例が多
数あがってきた。このように問題が発見されれば改善は進むことは必然であ
る。この企業で１問題→１原因→１対策毎に的確な手を打った結果、ローラ
ーにはもはや髪の毛は全くつかなくなった。当然、この段階で髪の毛問題は
ゼロとなった。ここでの成功例は、当然、全員の志気、問題発見の楽しさも
あるが、加えて、図表４－７に示す QTAT の活用、即ち、発生時点からのフ
ィードバックが早いので、本人が、ローラーかけ直前に行った行為を覚えて
いることが大きく関与した。要は、ローラーがけには、
(ｲ) ローラーを単なる毛集塵の道具としてのみ使う？
(ﾛ) チェック表を作業者の注意喚起や記録だけに留める？
(ﾊ) この２つを評価システムと考え、QTAT 利用と共に、原因究明の道具と
して活用する。
という 3 点の使い方があるが、当然、最良の方式は(ﾊ)である。もし、(ｲ)(ﾛ)
に留めているのであれば、管理システムの不良が問題の原因に障壁を作って
いるだけであり、対策は全く進まない。
③ エアーシャワーで付着した毛が完全に取れるのであろうか？
これも実験の後、関連各社には標準化をお願いしたい内容である。詳細説明は
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省くが、ある企業ではこの実証と研究の末、エアーシャワー室を通る時、強制
的に体を曲げないと通過できない仕組みを設け成果をあげている企業がある。
もし、髪の毛の除去実験と共にこの方式が運用されるのであれば、物理的メカ
ニズム的には有効な工夫である。

図表4-6 その他物理現象に対する解析必要事項の例
① 髪の毛は
いつ抜ける？

昼間に伸びる。
出勤前・朝シャワーを浴びるべきか？
寝る前にシャワーを浴びるべきか？

② ローラーかけのデーター取りと、利用法は？

なぜ？ついた
どこで、いつ、
どのように
着いた？

人名
Ａ １ ０ ０ ２
Ｂ ０ ０ １ ０
Ｃ
０ １ ０ ０

ロッカー室の着替えの状況？ 白衣を床に落とした！
意識高揚、単なる機械的除去は
意味を持たない。→ 要・原因究明！

③ エアーシャワーの浴び方は？
３
不十分な洗浄
↓
持ち込み？

付着実験
テスト

本当に、付着した毛が取れるのか？
完全洗浄方式確認！
標準化
↓
徹底

図表4-7 発生時点問題対策ＱＴＡＴの例
QTAT

即時、問題のフィードバック

即時対策

（Ｑｕｉｃｋ
Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ
Ｔｉｍｅ ｼｽﾃﾑ）

生産ライン

製品の流れ

Ｗ検査
問題発生！

即時、問題のフィードバック

標準通りの
仕事の遵守

問題あれば、発生時点
対策
異常を感じたら、即時連絡

・・・・・
製造ライン
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ｽﾄｯﾌﾟ紐ｼｽﾃﾑ
問題があれば、ｽﾄｯﾌﾟひも
を引き、発生もとへ
即時に連絡する！

（３）髪の毛混入ゼロ化の要点（その人間的側面）
先の対策を進めた結果、残余の問題として、髪の毛を始め、現場で毛が食品
に入る内容の多くは着装の乱れの問題となる例が多い。ある企業では、管理者
自体が着装が乱れた状態だったが、部下にはいつも立派なことを言っていたと
ころがあった。当然、髪の毛問題は減らない状況であった。現場管理者に対し
て、研修で必ず習う内容に「率先垂範」
「子供は親の言うとおりにしないが、親
のする通りをする。」という悪癖を伝える格言がある。髪の毛対策は一種の 5S
対策である。果たして性善説だけでこの問題が解決するか？ということをもう
一度考えてみる必要がある。ちなみに性善説と性悪説管理の差は図表４－８の
ようになるが、髪の毛対策の場合、時に、性悪説、時に性善説の使い分けが必
要である。
では、類似の内容を持つ、また、実践効果が高かった“5S・しつけ対策”に
関与する内容を紹介し、髪の毛ゼロ化対策に当たり、現場管理者が何をすべき
かを例示することにすることにする。

図表4-8 マクレガー博士のX理論・Y理論としつけ対策

Ｘ理論
性悪説
監視と指示が必要
教えてから
適用

個々人にボーナス・ペナルティ制度

Ｙ理論
性善説
自由に任せ能力を発揮！
標準を
厳格に
守る人

適当自分流
方式の人

？
全員訓辞指導式

守らない人は
顧客・企業の敵

守る人は
顧客の味方

わいわい
がやがや
自主活動

問題のある
人がいるが、
気づくのを待とう。
知っている
ハズだから
鳴くまで待とう
ホトトギスかな？
期待？
提案書
標準書
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【事例１】A 社における、歩行・くわえタバコ禁止対策
古くて恐縮だが、筆者がある職場に管理者として配属させられた時の話であ
る。この職場では「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」という 5S 対策の徹底を
行い、職場が規律、標準を守り、不良・故障ゼロ対策だけでなく、お客様がこ
られても恥ずかしくない見せる工場づくりをしよう！という方針が掲げられた。
この内容は企業トップの方針もあったが、ボトムアップ提案を受けて実施へ向
ける、という内容となった。
このため、関係者が集まり結団式を行い、各職場で規律に関する約束ごとが
決められた。この中に「くわえ・歩行タバコは止めよう！」という内容があっ
た。
「ほんの一部の違反者がいるので、その禁止に対し、皆が直接、実施したら
注意する。」ということが決まった。この対策は重要である。守る人と守らない
人がいては規則もない。そこで、工場としては、全工場的にも管理者が支援す
ることを決め、皆に伝えた。
ところが翌日、筆者ともう一人の課長が現場を回っていると、比較的優秀な
班長がくわえタバコで材料を運んでいたのであった。そこで、
「課長、注意され
ませんか？」と言うと、
「うん、だがな、
・・・」という態度であった。そこで、
筆者はその作業者に対し「こら、A さん、何をやっているのだ。昨日決めたこ
とを何と思っている！」と言い、大声でくわえ・歩行タバコを止めさせ（タバ
コを口から取り上げ）、
「止めろ、昨日決めたことを知らないのか！」
「知ってい
ます。」「では、なぜ、何を思って違反をやるのか？・・・」と言い叱咤した。
余りの大声と叱咤だったので、現場で仕事を始めた作業者がサッと目を向けた
ことまでは、筆者も覚えている。だが、すぐに A 君が謝ったので、
「次回やった
ら、
・・・」と言い、
「もうやりません。」というサインまでさせて、その場は済
ませた。
その 20 分後である。A 君が私のところへやってきた。
「先程は済みません。
だが、私がなぜ違反行為を行ったかご存じですか？」と言うのであった。
「わか
らん！何だ！」言い訳かと思った私が少し興奮気味で答えると、
「落ち着いて私
の話を聞いていただけませんか？」というので、
「よし！」と言い、A 君を座ら
せ、話を聞くことにした。A 君の話で私は今まで、なぜ“くわえ歩行タバコ”
が無くならなかったかが判った。A 君の話は次のような内容だった。
「今まで事務所で決めても、違反者が出て直接本人を叱ることはしなかった。
だから、今回の取り決めも、またか、と皆が考えている。だが、今回、あなた
が私を現場で叱りあげたのを見て、皆が注目していたでしょ。」「そうだった。」
「あれで、「今回は本物だ。」と皆であの後現場で話した状況です。要は、朝礼
や会合で総論は言うが、各論は見逃すので、違反者が大手を振っていたわけで
す。たったひとにぎり、しかも違反者を取り締まらずに、きちんと規則を守っ

62

ている人に関係ない話を長々と訓辞するやり方はもう変えて欲しいと思って、
私たちは、昨日「くわえ・歩行タバコを止めよう。」という提案をしたわけです。」
「なるほど。」「今日、私に対するあなたの行動で、皆が、やっと違反者に直接
注意して良い、ということをあなたが示してくれたのは価値があります。」「誉
めるな、それも一理だが、なぜ、君が違反した。」「わざとやったのです。管理
者の姿勢というものが、昨日の取り決めとどうなっているか、今回、本気でや
るつもりなのか？を試しただけです。」私としては「参った。」の一言であった。
A 君の優秀さと行動力はこの職場へ筆者が配属される前から知っていた。正直
言って、叱るには叱ったが疑問を感じながらの叱咤だった。だが、この話以降、
相互注意は工場の親切な行為となり、多くの標準化遵守につながった。今も A
君の“仕掛け”は筆者に良いご指導をいただいたと感謝している。
なお、事後談であるが、この工場では「白線を踏むな！」という張り紙があ
った。よく見ていると従業員の方々が交代で、１週間に１度程度白線の上にペ
ンキで白線を引くということを繰り返していた。先の件の後、ある時、筆者が
現場で打ち合わせ中、白線を踏み汚したのを見て、
「白線を踏むな！」と現場の
方から注意されたことがあった。早速、筆者は「申し訳ない。」と謝り、雑巾を
取りに行き白線をきれいにしたが、少し白線を汚してしまった。
「白線をなおし
ていただいたのは良いのですが、また、上からペンキするのは大変なので注意
して下さい。」と言われ、再度、謝った。このことを朝礼で紹介した。白線を引
く苦労と、管理者といえども、規則違反を注意した行為を誉めたわけであった。
「今後、汚した人にペンキ塗りをやってもらう。今回は私が手伝うのでよろし
く。」という内容だったが、現場では、「この発言は良い。」「ペンキ塗りの立場
になれ！」という話と表示と共にペンキを踏む方は激減した。今も彼等と当時
を語るとき、時々話題にするが、良い思いとなっている。
ここで、この工場で決めた標準化とは何か？を示すことにする。今や、この
考えはどの企業でも踏襲している内容であるが、図表４－９がそれを示すもの
である。
先の『手洗い励行』と同じく、要は、標準化とは『仕事を担当する方が、会
社の代表、プロとして最良の会社の方式を守ることにより、安全、確実、楽で
早い仕事の達成を図る。』という内容であり、極めて大切な内容である。当然の
ことではあるが、この内容を髪の毛対策の根元となる着装の乱れ対策に適用す
べきであることは言うまでもない。
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図表4-9 標準化と守る活動の大切さ
改善の出発点
改善の出発点

ＱＣストーリー
問題発掘
改定

事実分析
創案・テスト

守る活動

標準
新標準
の確立

やりにくい
守れ
ない！

改善

標準化・歯止め

問題抽出
皆で見直し
改善追求

標準化＝安全・確実で楽で早い仕事の追及

【事例２】１回の指導で終了した 3 年も続けてきた、ある工場の 5S 対策
北の地にある、ある中小メーカーB 社の改善指導の話である。この工場へは
管理者研修で数回お邪魔したが、5S の先生も平行して指導に当たっていた。BS、
PL を教育、現場改善の話に入り、各種改善が進むなかで、B の社長様が「改善
と 5S は全く同じようですが？」という話が出た。「いま、こられている先生と
面識は全くありませんが、私も 5S を教えています。御社は 3 年も続けておられ
るそうですが、5S でどの程度収益をあげておられますか？」と問いかけると「エ
ッ！」とされ「わからない？」というお話だった。後で判ったが、B 社の 5S は、
どうも掃除 5S を指導されていたようであった。そこで、筆者は「5S は図表４
－１０のように進めています。」と紹介すると、
「今の管理者研修と同じですね。
アウトプットを先に定めて改善を進める対策ですね！」というので、
「その通り
です。」と答え納得を得た。
この話はこの程度であった。要は、管理者研修で進めていることに 5S が既に
含まれているので、B 社としては、
「5S のやり方を変え、更なる経営直結化を図
り成果をあげる方式としたい。」ということだった。そこで、「なぜ？5S を導入
されたのか？また、続けて 3 年もおやりになってきたのか？」を問いかけた。B
社では食堂に標語、現場には立て看板、職場の壁には写真だらけだったので気
になり、質問を進めた。すると、「5S を始めたきっかけは極めて少人数だが、
駐車場に車にたまった灰皿の灰とタバコの吸い殻を捨てて行く人がいる。駐車
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場は顧客からも見えるし、近所の方々が持てもミットもないので何とかした
い。」という内容が、B 社が 5S 導入したきっかけだった。

図表4-10 経営直結型５Sの要点
５S

対 象と活用の狙い

適用手法

整理

ＩＮ／ＯＵＴのバランス 対策で仕掛減とリードタイム
短縮を評価基準に対策し、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを改善する

ＪＩＴの適用

整頓

「段取り上手は仕事上手」の名のもと、
作業の効率化を追求する

動作経済則

清掃

「清掃は点検なり」と設備の強制劣化の基を絶つ
対策と、各種・発生時点不良対策を図る

清潔
躾

問題発生の潜在問題の予知・予防～未然防止対
策を図る
常に仕事に疑問を持ち、一流の仕事を追及しつ
つ改善を図る・日々改善・努力

ＱＴＡＴ
（発生時点問題対策）

ＰＰＡ
（ﾘｽｸ対策手法）

ﾉｳ･ﾎｱｲ活動

注釈： ＱＴＡＴ：Ｑｕｉｋ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ ， ＰＰＡ：Ｐｏｔｒｅｎｔｉａｌ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ａｎａｌｙｓｉｓ

「では、5S を 3 年続けて無くなりましたか？」とお聞きすると、「少なくな
りましたが、まだ、月に数件ありまして、・・・」という内容だった。200 名程
の従業員が働く会社である。数名の違反者に 5S 研修、標語、・・・と 190 余名
の違反しない方々がおつきあいしていることに、私は驚異すら感じた。
そこで、X 理論適用の提案をした。
「どうでしょう、今月から寒い雪の季節に
なります。B 社の収益は決して良くありません。」
「納得！」
「工場における改善
提案努力者、貢献度の高い方々の順に駐車位置を指定席方式で駐車場の車の位
置を設定する。逆に、灰とタバコを捨てている車の位置の方は、申し訳ないが、
その前後３名の方々と１時間早出、１時間残業、しかし、駐車場に立ち、雪の
降る中で違反者、犯人発見までタチンボ警察をする。3 名が編成を組んで行えば
残業代も寒さの負担も軽減されますし、自分が犯人でないことの証明にもなる
し、最良の策ではないでしょうか？一月に数回も起きるのであれば必ず発見で
きるはずです。言っては何ですが、一般的には、「誰かが捨てた。」と言ったと
しても、雪の中、そう遠くへ歩く方はいないでしょう。また、たいていは、そ
の方が犯人なので犯人に一番被害を及ぼす策を運用すれば良いでしょう。」と話
した。
B 社で早速、この案を取り上げていただきいた。実施へ向けられた。翌日、
朝礼で全員を集め駐車場の指定席化の話と、改善の活性化、その貢献度に応じ
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た位置設定、そして、タバコを捨てる方の捜査システムを紹介し、食堂にも「も
し、タバコを捨てた、という事件があった時より、即日にこの方式を運用す
る。
・・・・」と掲示を出したが、タバコ捨ては、以降、全くなく、このシステ
ムも B 社では１度も実施することはなかった。うれしいことに、提案競争だけ
活発に進み、当時、多数質の高い改善が駐車場の位置の奪い合いと共に進んだ。
なお、提案だけではまずい。多能化教育、スキル向上、標準書の整備、問題の
事前検討の旨さ、整理・整頓といった内容も改善と同等にして改善と自己育成
で全員が燃える暑い冬が過ぎていった。
この例を通して、学ぶべき点は X 理論の利用である。B 社では、大半の従業
員にとって、
「標準的にやるべきことを守っているのに、少数の違反者のために
一蓮托生は無い、この規則の適用依頼、会社がよくなった。」ということだった。
この話は髪の毛対策と、先の事例とは一見関係無いように見えるかもしれな
い。だが、今まで髪の毛対策の前に、この話は必ずと言ってよい程、紹介し、
着装の乱れに対する対策に応用してきた。では、髪の毛対策への応用例を紹介
することにする。
【事例３】 着装を正す、現場で活用する鏡の使用
着装の評価は食品産業では重要な現場管理者の管理項目である。この対策に
対し C 社で指導した内容を例示することにする。現場管理者の行動が弱いため
に、徹底が如何に難しい課題となっているかが、ここに示す対策事例でご理解
願えると信じる。ちなみに、現場管理者の仕事は国際的には下に示す 3 つの業
務とされている（この項目は現場責任者の責務である）。
(ｲ) 任せられた責任を全うする＝責任は免れない。
(ﾛ) 部下育成を図り目標を達成する。Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈｅｃｋの輪
を回す。このため、フォアマンの方々は、現場では各種の目標提示
と共に、率先垂範でお手本を示し、部下育成と目標達成を図り、少なくとも、
自分が任された職場から髪の毛問題を１件も出さない、という行動をとるべき
ことになる。ところが、一般に、
「○○ちゃんが頑張ってくれているので、着装
が問題だが、まあ、あの程度は良いのではないか。」としたり、「やたら注意を
すると部下に嫌われるから、
・・・・」という行動が、やがて、先の歩きタバコ
や駐車場の灰やタバコ捨てになる。
こうなっては、誰がその責任を負うのだろうか？筆者には理解できない。現
在、日本の多くの職場でカンパニー制度というものが適用されている。
『現場は
現場で管理する』という活動である。現場管理者は小会社の社長という形で現
場を任されるシステムである。このような社長現場のところで、もし、食品に
混入した髪の毛問題が発覚したら、この会社では、今、多くの企業で大きな話
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題となっているコンプライアンス問題そのものを起こし、図表４－１２に示す
現場管理に問題をきたしていることを意味する。

図表4-11 現場フォアマンの責務
フォアマン＝第一線の経営者
① 任せられた責任を全うする。
② 部下育成を図り目標を達成する。
③ Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈｅｃｋの輪を回す

牧童頭
＝ﾌｫｱﾏﾝ

権限委譲
経営トップ＝牧場主
中間管理職

牧童頭から部下の雇用、
牛を運ぶ経路、途中でかかる
費用、・・・・・全権を任されて
田舎から商業地へ牛を運び
販売してくる。

ラインマネジャー

従業員

図表4-12 企業不祥事の原因 経済同友会アンケート
(2003年2月4日発表 企業不祥事の原因を２つ選ぶ調査より
・調査対象者：経済同友会会員所属企業の代表者及び東証1部、2部上場企業の代表者2,468人
・回答者数及び回答率 ：643人 、26.1％

経営者のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
（企業法令遵守）に関する
意識やリーダーシップの欠如

73.2％

暗に不正を助長するような
風土、営利・業績第一主義
などの社内体質

56.5％

不正を早期発見する社内の
チェック体制の未整備・整備
不備などの社内体制

38.1％

企業間の競争激化、業界の
暗黙の習慣などの経営環境
従業員のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに関す
る意識など
その他

17.3％
10.9％
0.8％

「小企業が集まり会社全体になる。個々の小企業が責務を果たさないで全体
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が良くなるハズがないのである。」このような話を C 社でしたが、「理屈は判る
が、着装の乱れは大切、毎日の朝礼で注意するのですが。
・・・」ということだ
った。筆者は、その話を聞き、この方は、問題は知っているが対策手段（問題
解決手法）を知らないのが問題であると感じた。そこで、
「注意だけでなく、本
人に事実を知らすことを行っていますか？」と聞くと、「注意だけです。」とい
うことだった。そこで、
「本日、現場を見学させていただいているとき、あなた
の職場で 20 名働いておられる方々の内 3 名が着装が乱れ、髪の毛が出ていまし
たね。」
「はい」
「危険な状況だったでしょ！」
「はい」
「本人に自覚がありますか？」
「注意するのですが、それほどでもない。まだ大丈夫、職長、なぜ、この程度
を注意するのですか？」と言われてしまうので、段々と注意しづらくなって現
在に至っています。」「本人の自覚や気づきに頼る（待つ）のですか？それはそ
れで理解します。しかし、人というものは、自分の姿を自分では見えない。見
えなければ自覚はできません。ゴルフをやる素人が自分は格好良い、と思って
イメージしてプレイするが、ビデオで見ると自分の姿に愕然とするそうですが、
それと同じです。誤解しないで下さい。部下の仕事の内容をビデオで盗み撮り
して指摘せよ、という悪い方法を言っているのではありません。鏡を職場につ
けて作業員が自ら自分の姿を見て、正しい着装か？乱れが起きているか？を目
で見て判るようにしてはいかがですか？」「鏡は製造現場につけられません。」
「なぜですか？」
「ガラスが割れ、食品にでも入ったら大変なことになるからで
す。」「何も、美人や美男子姿を見ようというのではありません。金属性の鏡が
あるではないですか？それを作業者の前に置き、少しでも着装が乱れ、」
「・・・・
でも鏡が職場のところにあり、着装が乱れたとき、その場でなおされたら、食
材に髪の毛が入ることもあるし、・・・」「何も考えていないで否定ばかりして
いるから前へ進まないのです。鏡をみて着装が乱れた、と気づいた人が着装を
正すには、正しい着装を鏡の横に貼り、標準として示す。乱れた時どのような
問題につながるかノウ・ホアイを書く、同時に、着装は決められた場所で直す
こと、と表示して直させれば良いではないですか？」
「そこまでやれば徹底でき
ます。」
「いつやるのですか？」
「すぐやります。」
「すぐとは？」
「明日までに・・」
ということで、この話は決着した。
この後、C 社ではこの対策が取られたが、現場関係者には大変評判が良かっ
たそうである。以降、作業者の着装の乱れもなくなり、現場からは「着装の悪
い人を注意するのも良いが、模範者を誉める方式にして欲しい。」「本来、職本
業としては着装をキチッとすることが作業者のスキルなのだから、守る人は給
与に反映し、守る人を増やす。逆に、守らない人に緩やかなペナルティ的な方
法を実施すべきである。」という提案がなされていったそうである。
なお、この職長、
「自分の今までの考えを鏡に照らした結果、自分の発想が止
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まっていたことが問題発生要因の対策阻害になっていることに気いた。」と言い、
「着装の乱れもデーターとしてつけさせる。つけて本人を責めるのでなく、着
装が乱れた原因究明を即座に行うという、不良対策研修で得た QTAT の攻め方
を思い出し、実施したことが着装の徹底に大きく関係した。」と話していただい
た。また、後日、
「結局は研修で指導を受けたように、設備のトラブル、作業の
やり難さ、作業姿勢の改善など、次々と改善を進め、着装の乱れ自体を減らす
内容にまで対策が進展していった。」という報告までいただいた。この話で、性
悪説は『鏡をつけ本人に実態を見せる方式とする。』ということになる。だが、
このために、着装のあり方を客観評価する仕組みが運用され、問題が標準との
関連で客観的に判る仕組みが QTAT を運用する内容に高まった内容は性善説と
なる。
事後談だが、ここでは「現場はこのように、問題が見える対策、皆が自主的
に注意をする対策が必要である。ここでも標準を守る対策を望んでいたが、職
長の頭の切り替えが出来ていなかったので、今回のような内容の実現がなかっ
た。」ということであった。何も筆者が指導するまでの内容ではなかったようで
ある。現場の方のお一人の方が過去、職長に提案した、金属製の鏡導入に関す
る提案書を見せてくれたからであった。この内容には C 社の職長も大いに反省
していた。否、「その提案を受ける力量が無かった。」と言った。だが、そのよ
うな話が出来るようになったことに、筆者は価値があるように思う。問題が解
けないで、もんもんとする毎日から抜け出て、今は、問題があればどのように
解こうか？という対応や、皆の意見、他所のやり方を研究する、というように
現場の管理者の方々が行動を変えてくれたからであった。人は心の壁を破ると、
また、この種の成功体験をすると、人が変わったように行動が変わってくる。
また、この方がこの種の行動で成果を納めて行ったことが、他の職場でも管理
面で大きな変化となって現れ、自主的に職場の問題を改善して行く状況が広が
ったことは、X＋Y 理論適用の好例ではないだろか。
なお、鏡はひとつの手段であり、TZD 研究会で得た『目で見る JIT 標準化』
の活用の一例である。この内容を図表４－１３に示しておくので、皆様にはこ
の話を基に、多くの面での拡大をお願いしたい。
今回の話に直接関係ないかも知れないが、一例だが、英国の食品メーカーで
この方式を紹介したところ、ケチャップ生産切り替え時にバルブの分解掃除・
洗浄・再組立に用いていただいた。ノウハウの伝承、確実で早い洗浄に大きく
寄与した例である。これも、ひとつの標準化応用の例として、皆様にはご参考
願えれば幸いである。
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登録された標準書

実務的にそぐわない

図表4-13 目で見る標準化対策
『JIT標準化』対策のｲﾒｰｼﾞ
重要事項3点を
常に視野の中に
入れ作業時に
確認！しつつ作業
遂行

ﾜﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ
標準化

書庫型標準書管理

JIT標準
頭上、机など
作業現場から
離れた位置に
掲げた標準化
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標準書

重点部を
抽出～活用

５，５S＋ISO9001:2000＋HACCＰと異物ゼロ化対策の融合
ここで解説する内容は全て食品の異物対策の付帯事項である。今まで各社で
取り組み質問されたこと、更に、勉強を深めたいこと、更には、全員参画で食
品の異物対策以外に展開したときにでも利用いただければ幸いである。

（１）危険険率評価と改善の進め方
危険度評価は NASA（米国航空宇宙局）アポロ計画時に生まれた KT 法の一
つ PPA（Problem Potential Analysis）の中で大成され、世界に広がった手
法に詳細に紹介されている。具体的にリスクを評価する際、次の算式とウエイ
トで評価する。
【リスクとその評価】評価式とウエイトの設定法
Ｐ：Probability

× Ｓ：Seriousness

（発生可能性）

（事が起きた時の重大性）

Ｐ：Probability

Ｓ：Seriousness

５：必ず起きる。

５：起きた時は致命的！

４：起きる可能性が極めて高い。

４：かなり影響大

３：５：５の可能性である。

３：影響は出るだろう。

２：ほとんど起きないであろう。

２：影響は少ない。

１：絶対に起きないと思われる。

１：影響は無いと思われる。

次に、リスク対策となるが、対策案は過去の事例と創案で作成の後、次のよ
うは評価を行う。なお、このような検討を行う基本形を図表５－１に示してお
くので、ご参考願いたい。
【対策成果の評価】 対策案の評価法
Ｅ：Effects

×

（対策案適用の効果）
Ｅ：Effects

Ｆ：Fulfillment
（実現性）
Ｆ：Fulfillment

５：効果は極めて大きい。

５：必ず実現できる。

４：かなり効果大きい。

４：実現性は高い。

３：効果はあるだろう。

３：実現できるかも知れない。

２：効果はあまり無いだろう。

２：実現はむづかしい。

１：効果は全くない。

１：出来ないと思う。
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図表 5－1 リスク対策の様式の例
①

計画の目的
と期限

No.

②実施事項

④ 項 目 No.

⑤想定したリスク

（抽出分）

③各項目のスケジュール(日程と項目)

⑥理

由

⑦P

⑧S

⑨対策案
予防/緊急時

の内容

⑩E

⑪F

⑫リスク低減
予想・見積値

【記入の手順】①プロジェクトの目的と期限などを表題として記載する。②実施項目を挙げ、③ｶﾞﾝﾄﾁｬｰ
ﾄや PERT でスケジュール化する。なお、リスクが想定される分野は二重線や○印をつけ、危険が予想さ
れることを示す。④危険が予想される項目を再度記載し、⑤リスクを想定する。更に、⑥危険が予想され
る理由を書きリスクの内容を明確にする。⑦P(発生可能性)を数値で示す。例えば､想定した問題が必ず起
こると予想した場合は５を評点として記入する。⑧S(重大性)を評価する。例えば、致命的な影響がある時
は 5 とする。⑨対策案（予防策と緊急時用の対策に分けて対策案）を創出する。⑩E（案を適用した時の
効果）を数値で見積もる。例えば、極めて効果があるなら５とする。⑪F（案の実現性）を見積もる。極め
て実現性が高ければ５とする。⑫E と F の内容を見て⑦､⑧で見積もったリスクがどの程度低減されたかを
評価する。以上の対策にもかかわらず、この計画の危険度が余りにも高い場合、この計画自体の見直しが
必要になることがあるが、プロジェクトのリスク対策が整い､危険度の回避､対策案が出来れば、実行に移
す運びとなる。

リスク対策に対する創案は評価の後、最初に想定したリスクをどの程度低減
したかを判定する。このような手続きを経て、リスクが警戒範囲を超える内容
になったとき、解析は終了とし、実施策を適用する。なお、その課程をあえて
抜き出し解説すると図表５－２のようになる。
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図表５－２

リスク評価～リスク対策の流れ、その要点

①【リスクの評価】

Ｐ：Probability × Ｓ：Seriousness
（発生可能性） （事が起きた時の重大性）

Ｐ：Probability
５：必ず起きる。
４：起きる可能性が極めて高い。
３：５分５分の可能性がある。
２：ほとんど起きないであろう。
１：絶対に起きないと思われる。

②

①リスクの大きい項目
を抽出する。
②リスクの理由と
程度を明らかにする

④【対策成果の評価】

③①予防策を立てる：予防とは問題の未然
防止を狙いとしたもの
②緊急時対策を立てる：予防策を実施した
にもかかわらず、問題が
発生してしまったときに
とる対策

Ｅ：Effects
× Ｆ：Fulfillment
（対策案適用の効果）
（実現性）

Ｅ：Effects
５：効果は極めて大きい。
４：かなり効果大きい。
３：効果はあるだろう。
２：効果はあまり無いだろう。
１：効果は全くない。
⑤

Ｓ：Seriousness
５：起きた時は致命的！
４：かなり影響大
３：影響は出るだろう。
２：影響は少ない。
１：影響は無いと思われる。

Ｆ：Fulfillment
５：必ず実現できる。
４：実現性は高い。
３：実現できるかも知れない。
２：実現は難しい。
１：出来ないと思う。

低減程度の見積もり：効果、実現性が高いと見込まれる対策
駆使した結果、どの程度リスクが低減したかを見積もる（例：発生確率４
→２に低下、重大性５→２）。

図表５－２に示すように、リスク対策は二つの道に分けられる。一つは予防
策であり、もうひとつは緊急時用の対策の準備である。予防策とは、例えば、
風邪をひかないための健康管理の項目や、火事の予防、例えば、火のもとを断
つ対策、消化設備の配備や訓練、非常口や誘導責任者の設定などが、その例と
なる。だが、どのように火のもとを断っても風邪をひく、出火をする例がある
かも知れない。そのような時、緊急時対策を発動することになる。風邪をひき
かけたら大事を取って寝る。医者に見てもらい早めに対策する、とか、出火と
同時に消火器を使い火種を消す。障害者や老人、子供を非難させる。消防車を
呼ぶ・・・・といった具合に、問題発生に対し、早期に問題の消失活動をとる
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対策が緊急時対策の例である。
予防策と緊急時策の列挙に当たっては、過去の経験の利用、他例に学ぶ、創
案する・・・といった、手段の探求と、蓄積が大切である。ここまで、リスク
の評価項目の代表例として、発生確率（P）×事が起きた時の重大性（S）につ
いて解説したが、リスクにこれ以外の項目を付加することもあるので追記して
おくことにする。ここで紹介する内容も、結局は P と S に集約される内容だが、
更に詳細を分析したくなることがある場合に用いる評価法を紹介させていただ
くことにする。項目は緊急性（U）と拡大指向性（G）という評価項目である。
緊急に手を打たなければ、被害が大きくなる場合に緊急性の項目を､先の P、S
に追加して用いる。評価は下に 5 段階評価と共に示すが、極めて緊急な問題解
決が必要～緊急性は全くない、という内容を 5 段階に分ければ、リスクの追加
項目として利用することができる。問題には、緊急性は無いが放置しておくと
段々と火の手が広がり、やがては、手がつけられなくなるケースもある。これ
を拡大指向性という。これも、先の緊急性と同様に評価基準を定め、必要に応
じて使う評価基準である。極めて影響大になる～影響は他に全く及ばない、ま
での 5 段階を定めればリスクの評価の対象になる。もし、P、S、U、G 以外の
項目があれば、この種の項目をつくり、評価基準を設けて評価～対策を考えれ
ば、リスク対策は形となる。
U：緊急性（Urgency）
（待ったなしのタイミングで手を打たなければ取り返しがつかなく
なるという危険性）
G ：拡大指向性（Growth）
（放置すると、後で取り返せない事態になるという危険性）
リスク対策は事前検討､事前対策がその中心となる。だが、時には、リスクが
現れた時の対策も考えておかなければならないケースもある。このような場合
も、つぎのような対策を準備しておくと良い。
【技術的手段】
①、事前対策・事前検討の重視を前提とする。
②、リスクの分散を図る。
③、制限をして安全域より手をつける。
④、強化する（資源の投入、ガ－ドを固める）
⑤、ル－トを変える（次策、代替案切り換え）
⑥、早期に部分撤退する。
⑦、保護策を利用する（保険、他所へ転嫁）。
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⑧、強気に頼る（泣き込み、駆け込み寺）
⑨、オ－プンし、全員から知恵を集める仕組みをつくる。
（２）全員参画改善運動の進め方
食品への異物混入対策は一部の方々の活動では発生の撲滅が大変難しいこと
がある。そこで、工程、職場毎に実態を調査し、品質保証実態図を利用した取
り組みが必要となる。このようなとき、ISO9001:2000 に定められたマネジメン
トシステムの運用が重要になってくる。以下、全員参画改善を目的に目標展開
図を解説することにする。
異物対策に当たっては、現状分析に基づく不安・ヒヤット対策が極めて重要
になる。目標値はこれを基として作成する。目標の達成は重要である。その目
標は、次に、目標達成活動に入るが、このような目標達成に当たり、
「上から下
まで火の用心」という取組みなっては意味がない。そのためには、ISO9001:2000
に示された目標展開→実務的活動を活用することをお奨めしたい。そこで、図
表５－３を示し、この具体策に TP 展開図の活用手順を紹介することにする。こ
の方式は極めてビジブルで有効な手段である。そこで、図表５－４に TP 展開を
示し、
『目で見る全員参画目標達成図』への利用方法の詳細を紹介することにす
る。ＴＰ展開図は実に簡単な構成を持つ。また、作成手順を記載すると次のよ
うになる。
【手順１】目標設定：新製品開発～立ち上げに至るリードタイム短縮目標
原価・品質対策の総合目標を明示する。
【手順２】目標展開：総合目標達成のため、各工程に目標を、まず、トップ
ダウンによる展開をする。また、見直しをボトムア
ップ方式で行い、各工程の課題、改善目標と整合さ
せる。
【手順３】施策ガイド：その後、施策の具体化
を効率よく図るため、施策のガイドを右側から提供し、
目標達成と具体的施策と目標達成の関連を図上でシミ
ュレーションする。
【手順４】具体的活動：目標達成検討が終了した後は、具体的活動に入る。
この対策は通常、どこでも行っている、1 件毎に具体策、
スケジュール、担当、・・・が記載された 5W1H 表に
実施内容を書き、実行へ移す。なお、このような手続
きで、個々の対策が総合目標とどのような関連を持つ
か、また、貢献値はどの程度あるか？という内容も、
ここで明確する。
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図表5-3 全員参画で品質向上を進めるには
現実的に品質改善
目標達成ステッ プ

ISO9000:2000にみる品質目標達成内容
規定２．３ 品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛｰﾁ
a) 顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに,
期待を明確にする。
b) 品質目標方針及び品質目標を設定する。
c) 品質目標達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任明確にする。
d) 品質目標の達成に必要な資源を明確にし、提供する。
e) 各ﾌﾟﾛｾｽの有効性及び効率を判定するための指標を
適用する。
g) 不適合を予防し,その｣原因を除去するための手段を
決定する。
h) 品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの｣継続的改善のためのﾌﾟﾛｾｽを
確立し、適用する。

2,目標展開
3,施策の選定
と資源の配分
4,具体的改善活動
5,成果の創出と確認

リンク

用

適

全員参 画による 品質改 善目標 達成活 動をいか に
進 めるか？とい うテ ーマに移ること にし ま す。資源
の有効活 用（全員参 画による品質 改善活 動）は
ISO9000sの重大テ ーマの ひとつです。この対策 に、
ＪＭＡで活用し て来 たTP 展開 図を適用 する こと に
しす。 その 手順はI SO9000に規定されている 内容
そのもので す。

1,目標設定

JMA・TP展開図

図表5-4 ＩＳＯ９００１：２０００と今回の対策の融合
PDQC(品質目標展開）図

ISO9000:2000 2.3 品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛｰﾁ

（１）目標設定

a) 顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに期待を明確にする 。

（２）目標展開

b) 組織の品質方針及び品質目標を 設定する 。

施策ガイ ド

c) 品質目標の達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任を 明確にする 。

（３）
施策
ガイド
↓
施策
の
選定

d) 品質目標達成に必要な資源を 明確にし、提供する 。
e) 各プロ セスの有効性及び効率を 測定する 方法を 設定する 。

目標値：１００

（４）具体的
活動

施策

施策

施策

３０
施策

３０

施策

４０

施策
施策

f) 各プロ セスの有効性及び効率を 判定する ための指標を 適用する
（５）実績（成果）の収集

g) 不適合を 予防し、その原因を 除去する ための手段を 決定する 。
h) 品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの継続的改善のためのﾌﾟﾛｾｽを 確立し適用する 。

品質保証実態図
ISO9000：2000が定める ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ の内容 は次の 通りで す。 この内 容の全 てとは言い ませ んが、 大半の 要素は
ここま で解説し てきた品質目 標展開 図盛り込 むことが 出来ま す。最後 の項目 は品質 保証実 態図 に盛り込 むことが
出来ま す。
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【手順５】成果の集計：目標達成活動がスタートし、個々に成果創出がな
されて行くと、その内容は目標：達成の対比で確認
しながら成果集計ととなり、これでＰ－Ｄ－Ｃの輪
が完備される。以上がＴＰ展開図の構成である。
なお、ISO9001:2000 全体の構成を図表５－５に示すが、ISO の狙いは顧客満
足を得るための製品実現である。このためには、製品実現を縦糸とするならば、
QMS のパフォーマンス向上を目的としたマネジメントの活動が、そこに必要に
なる。これが横糸となる。この両者の活動で顧客志向の製品が提供されるわけ
だが、この活動自体を、まず、トップマネジャーがレビューする必要がある。
レビューとは先の図表５－３に示した目標展開～達成活動に他ならない。この
状況を図表５－６に示すことにする。なお、この目的は問題の根元の除去であ
り、図表５－７の考えで行われる内部監査で各種改善と具体化を進める必要が
ある（外部監査は規定への準拠であるから当然のことと考えるべき内容となる）。
また、以上のような内容を運用し、食品の異物対策は全員参画で日常的に行う
改善活動と一体化させること、そして、改善したシステムを維持向上して行く
ことが全員参画の要点となる。

図表5-5 ＩＳＯ９００１：２０００と今回の対策の融合
ISO9001:2000の構造
顧客満足

顧客要求
８．２．２
内部監査
５．６
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

５．３品質方針、 ５．４．１品質目標
５．４．２品質ﾏﾈｼﾞﾒ ﾝﾄｼｽﾃﾑ計画
６.資源の運営管理

材料の投入
ISO9000:2000について解説し、
今回の手 法との 関連 づけを
整理 すること しま す。
ISO9000ｓの狙いは、顧客要求
を基に、いか に良い製品を
提供 するﾌﾟﾛｾｽを 維持管 理、
改善して行くか 、にありま す。

７．製品実現
８．４データの分析
８．２監視と測定

８．５．２是正処置
８．５．３予防処置

【注釈】図中のNo.はISO9000ｓ：2000の規定の番号を示す。
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良品の提供
ISO9000sを活用し品質改善
成果をあげるためには、内部
監査と、 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰなどを
通し、品質 改善を すすめる 事
が大切で す。その時、定 量的
なデータと事実 解析 による
改善を進 める べきです。

図表5-6 Ａ社における、品質改善に効果的な
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄレビューの項目の例

防ぐべき
問題の飛来

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄレビューとは
狙い(規定5.6.3ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ)；
１、品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ，及びﾌﾟﾛｾｽの有効性の改善
２、顧客要求事項への適合に必要な製品の改善
３、資源の必要性
No.

項 目

マネジメント・レビュー項目の例

１

品質方針・目標 トップ方針を受け、各人が品質対策上，重要な項
目３つ程度を決め、維持改善を行っているか？

２

設計・開発

デザインレビュー時に過去不良が再発しない対策
を確実に行っているか、そのトレースはどうか？
・・・

３

品質保証体制

再発した不良が品質保証実態図で評価され、再
発防止が確実になっているか？

４

資源の配分

品質改善に適正な人材と技術投入がなされてい
るか？また、問題解決に遅速はないか？

・・

・・・

ﾁｪｯｸ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

品質改善 に効 果的 な活用 がなされ てきたA社 のﾏﾈｼﾞﾒﾝ ﾄﾚﾋﾞｭｰを紹介 しま す。ご 参考 になれば幸い です。

図表5-7
項目

内部監査と外部監査の差異

審査登録機関による監査

社内・内部監査による監査

ISO9001の規定への適合
組織が決めた内容との不適合の
有無のﾁｪｯｸ

発見された不適合及びその原因を除
去するために遅滞なく処置がとられる
ことを確実にすること（規定３．２．２）
経営上,重要品質課題を設け対策案
（具体策）検討と提示。とられた処置の
検証及び結果の報告まで

ﾁｰﾑ
構成

サンプリング方式により、書類、状
況聴取、証拠となる記録等、３者
の整合性のﾁｪｯｸ（監査活動）
ISO9000s審査資格を持つ専門家
によるメンバー構成

要求

ISO90001の適合性の判定

不良・クレーム減プロジェクト・ﾁｰﾑ

目的
実施
内容

ｲﾒｰｼﾞ
審査機関内に問題有／無の発掘

不良・クレームの予防の対策に最適な
メンバー、製造技術に詳しい専門家

←原因の摘発～
対策→成果創出
メンバーを代えても成果を出す取り組み

内部監 査について もコメントを 加えてお くこと にし ま す。ISO9001規定8.2.2の解釈ですが、審査 機関の 露払い的 な
活動もひとつ の方法 かも知 れませ んが、我 々は、ISOを取 得,有 効活用 して成 果をあげるために、 表の右 に示 すよう
な解釈をし、 内部監 査を活用 してきまし た。 不良撲 滅に役立ててきたA社 における例 で す。
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（３）現場管理者の強化と標準化の徹底（ＨＡＣＣＰ＋５Ｓ対策）
① 現場管理と時間分析～現場管理力強化
管理という仕事はなかなか目にとらえにくいものである。ある企業で従業員
にアンケートをとったことがあった。問題を挙げる、という方式もあるが、
「あ
なたがすぐなりたいし、なれると思う仕事を挙げて下さい。」として創造的なア
イデアを求めた時のことである。ここでは、90%を超える方々が「現場管理者
にならすぐなれるので、なりたい。」という答えが返ってきた。その意味がわか
らないので「なぜ、そう思うか？」と再度アンケートしてもらった。すると、
「現
場管理者は現場応援して汗をかき仕事をしていると思っている。部下に勝手な
ことを要求するし、
・・・疲れるとタバコをして長々と事務所で休んでいる。あ
れなら私にもすぐできる。しかも給与が高い。だからやりたい！」というもの
であった。更に、
「だいたい管理者というものは、設備のトラブルを無くす。部
下を教育する。新製品が投入される前に設計者と現場との打ち合わせを企画・
実施して問題を少なくさせるべきである。
・・・・・・これをやらないから、我々
は忙しいし、改善の時間をとり職場を良くすることが出来ない。今の管理者を
止めろとは言わないが、私がやった方がずっと良い。」という内容だった。
この会社では「このような優秀な現場を放置するわけには行かない。」という
ことになった。管理者研修と現場改善を進めた結果、この種の不満は無くなり
収益性、人材育成が大きく進んだ。この例を見て判る通ることだが、
『管理者と
は何をやるべきか人か？』がテーマとなる。特に、異物対策に対しては、先の
髪の毛混入の髪の毛対策の原因撲滅を含め、管理者のあるべき姿と活動のアウ
トプットを明確にすべきだと思う。そうしないと、図表５－８に示すように悪
魔のサイクルに簡単に落ち込む危険がある。そこで、このようなケースにおい
ては、そのような実態を含め、筆者は現場管理者の方々に、まず、時間分析を
行っていただいている。分析用紙は図表５－９のようなものだが、アウトプッ
トを決め、インプットを明確にする、という対策である。
要はアウトプットを決め、現場管理を管理していただくわけであるが、先に
解説したように、現場管理者が直接に自分の職場と部下を管理せず、高額な設
備投資などによる異物対策を待っても、ことは起きない。事を起こすには、日々、
現場活動の中で衛生管理、髪の毛や虫の発生源対策を進めているかを自分でも、
また、誰が見てもわかり、着実に行うため、日報を利用した活動計画～フォロ
ーシステムを運用することが肝要である、この分析・記録表は、このような目
的で活用する道具である。筆者はこの分析表を図表５－１１のガイドラインと
共に多くの企業で用いてきたが、既に、短時間で現場管理者のレベル向上が図
れた、という実績を得ている。その理由をある食品会社で分析したところ、次
に示すような内容となった。
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(ｲ) 時間分析で無駄な作業が判り改善した結果、余裕が出来たので行うべき仕
事と改善が進んだ。
(ﾛ) 記録という事実で、管理の仕事が確実に消化されているかが判ったので、
管理という仕事とアウトプットの中身が関連づけれられた（ムード的な管。
理がなくなった。）
(ﾊ) アウトプットを考えてインプットする（時間の活用法）ため、仕事の優
先づけ、実施の確実性～部下育成までが大きく進んだ。

図表5-8 悪魔のサイクルのイメージ
後手の対策
追われる
仕事

相次ぐ
トラブル

出来ぬ、充分な事前検討・対策
と改善の積み残し

急ぐ決定

潜むリスク
を対策しない

報告・対策
繰り返し

無駄な会議
と徹夜の作業

80

図表５－９

個人別時間分析用紙

氏名：

月日：
（例）朝礼

8:00

本日狙い（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）：

12:00

16:00

13:00

17:00

14:00

18:00

15:00

19:00

16:00

20:00

メール整理

電話対応
9:00

10:00

11:00

12:00

本日の反省：

図表５－１０

改善点：

個別時間、日々集計表(一部記載例を含む)

項目

月日

１、朝礼

メモ
10

10

20

30

２、連絡(メール、打ち合わせ)
３、会

議

４、日報整理
５、調

査

６、現場応援
７、現場指導
８、改善検討
９・・・・・
10・・・・・・
日々掛かった時間(分)

累計値(分)例１：1 日目；10 分
2 日目；30 分＝10＋20
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時間合計と
改善見積値

図表5-11 現場の職長の１日の仕事（ガイドライン）
７：３０

出社
現状把握
朝礼準備
朝礼
現場視察

現場

①夜勤の作業状況把握 ②連絡簿の内容把握
③上司、工程担当と打ち合わせ
８：５５
現場
①ラジオ体操前、勤休確認、健康状態確認
②始業前簡単な指示、 ③ ３分間朝礼
９：１０
現場
①重点工程の指示（各人毎） ②不良などの確認と
対策、各種手配 ③応援者の作業指示・確認
④安全・故障点検と指示 ⑥特急品対策
９：３０ 作業計画管理 事務所 ①作業計画・納期など確認 ②協力会社など手配
（簡単な打ち合わせ）
指示 ③治工具など手配・進捗把握 など
１０：１５
現場管理
現場
①午前の進捗把握 ②新たに発生した問題対策
③各種記録・点検簿・把握～午後の各種指示
１２：００
昼食
食堂
①食事しながら簡単な打ち合わせと連絡・交流
１２：４５
会議・
事務所 ①課題の打ち合わせとフォロー各種
打ち合わせ
②各種教育・改善テーマの対策～フォロー
１４：００ 現場管理
現場
①現場の作業進捗フォロー ②改善の促進指導
③安全教育、新人指導、設備点検など
④生産進捗フォロー～対策 ④明日の手配各種
１７：００ １日の仕事の 事務所 ①作業日報の集計と分析 ②苦情処理・改善指導
整理・把握
③翌日の準備
１７：３０～１８：００
事務所 ①夜勤への引継対策 ②自主改善グループ指導
→現場 ③その他（勉強会への参加・自習など）

5S＋HACCP 面の対策
多くの優良企業では、
「現場管理は管理者を中心に行い、工程間にまたがる問
題、全社の重点問題を中間管理者とスタッフの方々が行うことが経営管理上の
体制としては好ましい。」とされている。図表５－１２それを示した内容のひと
つである。図表はピラミッド組織からフラット組織化を示唆する内容である。
既に、外食専業で有名なマクドナルドや牛丼の吉野屋、コンビニなどでは IT を
活用する時代になったので、5 店舗を一人の管理者が管理し、店の改善や売り上
げ増強、新店舗の新設～軌道に乗るまでの対策をスタッフやかつてピラミッド
組織で中間管理として働いていた方々が当たっているそうである。
このような内容の実現は、アウトプットを先に決め、部下育成と改善の余力
を部下に与えてきた管理方式の改善の方法論に大きく左右されるが、一般メー
カーにおいても、このような内容は同等視することが出来る。図表５－１３は
中間管理者が部下育成に力を注ぐ比率とそれにより得られる効果を示す。図表
が示す通り、この差は歴然と出ている。多くの食品工場の職長クラスは多忙で
あることが多い。部下も同様である。まず、このことが、ここまで示した食品
異物対策の改善に目と手が及んでいない条件となっているので、まず、関係者
のゆとり、時間の改善を生む対策をすべきことになる（人件費節減、プレイン
グ・マネジャーの名の基に現場応援ばかりをしている現場管理者が多いので、
②
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このような表現とさせていただいた）。問題の重要性と対策すべき内容はここに
述べてきた内容でほとんどご理解いただけると思う。

図表5-12 TM研究会アンケートに見る部下育成と、
中間管理職の活動差異
2001年9月実施22社、300名の中間管理職の方々のご回答内容を
TM研究会で検討した結果
１、秋田日本電気㈱ 総務部様
２、鹿島北共同発電㈱ 動力グループ様 ３、富士ゼロックス㈱ 経営品質推進部様
４、㈱ＮＥＣライベック 総務部様 ５、日本信号㈱ 久喜事業所様 ６、鈴鹿富士 ゼロックス㈱様 ７、エナジーサポート㈱様
８、ＦＡＳＬ：富士通ｴｲ･ｴﾑ･ﾃﾞｨ・ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ㈱様 ９、日立電子サービス㈱ ＭＩ推進センター様 １０、ＮＥＣ エンジニアリング㈱様
１１、㈱沖サプライセンタ様 １２、㈱ケーヒン様 １３、ニチアス㈱様 １４、甲府日本電気㈱様 １５、ライオン㈱様
１６、ＮＥＣ フィールディング様 １７、日立国際電気㈱様 １８、旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ㈱ 延岡製造所様
１９、㈱日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ 総務部様 ２０、キヤノン㈱様 ２１、東北パイオニア㈱様 ２２、㈱ＮＴＴドコモＤＩＧ推進室様

ピラミッド組織 → ﾌﾗｯﾄ組織
経営トップ

望まれる姿

経営トップ
中間管理職

中間管理職

ラインマネジャー

ラインマネジャー

従業員
部下を束ね
統制指揮

従業員

① 変化対応形
② 自立形
③ アウトプッ トの
確実性を高める

図表5-13 アンケートの結果（結論） 要は人づくり
要は人づくり
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ方式

部下育成への
投入工数

７：３

＋α

個人の
改善

トラブル発生の程度
３．５：６．５

予算達成度

ﾁｰ ﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
活動

６：４

見解：感性的な表示であるが、部下
見解：感性的な表示であるが、部下
育成に熱心な中間管理者と
育成に熱心な中間管理者と
熱心でない中間管理者の
熱心でない中間管理者の
活動／成果やﾄﾗﾌﾞﾙの差異は
活動／成果やﾄﾗﾌﾞﾙの差異は
右図のような内容になる。
右図のような内容になる。
戦略的に部下育成と成果創出
戦略的に部下育成と成果創出
を図ることが、中間管理者に
を図ることが、中間管理者に
は求められる。
は求められる。

TM研究会報告 「チームマネジメントの進め方」㈱恵造社販売中（FAX(03)3260ｰ4862）

各種改善が出来ない理由は、設備投資が遅れている、というよりも、むしろ
現場管理者と作業者が問題は知っていて、また、教えれば出来るのだが、時間
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がとれず、仕方なく対策を放置している。また、このことが各種改善対策だけ
でなく、部下指導・育成などのネックとなっている例が多い。要は、まず、ゆ
とりを生み出す策を展開し、正しい教育と改善の実行があれば、必ず、食品に
おける異物撲滅は図れるはずである。また、ここに HACCP で用意されたチェ
ックリストの利用が有効となる。このような意味合いから、まとめとして、図
表５－１４－①～③を紹介させていただきつつ、本書のまとめとさせていただ
くことにする。どうか、多くの企業で本書を一助とされ、食品異物問題を皆無
にしていただくことを願う次第である。

図表5-14-① HACCPに見る食品異物対策の要点
参考：Http://www.foodesign.net/7gennsoku~poinnto.html
前髪を出さない
○と言いたいが
もう一歩、お客様の
ため、プロとして
欠点ゼロ、模範的な
着装ができることが
大切！

耳を出さない耳を出さない
イヤリング・ピアス・ネックレスを外す
爪は短く・マニュキア・指輪をしない
着装は規定に従い、いつも清潔に

食品を置く台、台車は床からのはね水やゴミの汚染を減らすため、出来るだけ高い位置へ
床からの
跳ね返りが
無い位置：60cm

作業台以下は汚染ゾーンの考え方
モップなどが
入れられる
位置：25cm
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段ボールなどは
できるだけ製造室
に入れない

図表5-14-② HACCPに見る食品異物対策の要点
・ドアーを開け放さない
・需要箇所は２重にする
必要部のみ開閉する
・開閉は短時間とする

引き出しが
ある机やキャビネット
は出来るだけ避ける

作業台の下や
壁際にものを
置かない

ゴミ箱を近くに
置かない

掃除は見えない
所も丁寧に

作業台、棚の下は20cmは空ける。
（掃除が確実に出来る幅）

排水は停留なく

必要工程は
ビニールで囲う

学んだことを
すぐ実践

HACCPのチェックリストを学ぶ

食品のこぼれを発見
髪の毛の飛散危険性を発見

対策検討 → すぐ
改善

図表5-14-③ HACCPに見る食品異物対策の要点
異物対策に関与するチェック項目
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

建物、搬入口の隙間をなくす。
床に近い位置に食品や食品容器などを置かない。
ドアーを開けっ放しにしない。
手で取っ手を持ちあける方式を肘や体であける方式に工夫する。
長靴と履き物（出社時の履き物）は区分、明示して置くことを徹底する。
掃除の方向は上流から下流へ、排水溝の遠くから行う（床にも明示・標準化）。
粘着ローラーを活用する（表面は４回に１回で取り替える）。
引き出しのある机はなるべく製造室に置かない。
安全・安心
ゴミ箱を食品のそばに置かない。
快食→健康
施設・設備・機械の保守点検を確実に行う。
原材料の使用、各種の機材など掃除点検担当（責任者）を具体的、細かく決め衛生・清掃管理を
徹底する。
製品の試験成績資料を確実に保管・管理する。
掃除道具は吊し方式とし、確実な清掃管理を図る。
衛生教育を確実に行う。
監査方法を明確にする。
異物ゼロ化の仕組み
原材料の受け入れ、食品等の衛生管理、取り扱いを明確化、
異物・クレーム
基準

HACCP
の使命

製造プロセスの問題を
予知・予防して無くす！

崩落

異物ゼロ
の状態

以上
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