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はじめに
不良・クレームの分析をすると、新製品開発段階で対策すべき内容が全体の 85%付近で
あることが知られている。今回はこの対策を中心にゼロ化に少しでも近づける対策を目的
に５メーカーの方々と進めてきた。なお、ここに至る前に、2000 年に第１期ＴＺＤ研究会
を開催、11 社の方々と発生する不良を物理現象として解析した。そこでは、ゼロ化を図る
手段を開発～適用し、既に発生する不良は物理現象ととらえ、そのメカニズムを解析し１
問題→１原因→１対策方式でゼロ化を実現させる手段を具体化させた。更に、2001 年の第
２期ＴＺＤ研究会では、同じく、１件ずつ発生する不良撲滅対策を進めつつ、製造プロセ
ス全体として不良・クレームを発生させない仕組みを追求した。具体的には、プロセス生
産材に対して「品質保証実体図」、組立製品に対しては「品質機能系統図」の適用を図り、
全員参画で進める品質改善活動方式として品質目標展開図を適用し、ISO9001:2000 対応の
具体論を提示した。この種の対策は既に報告書にて紹介済みであるが、ここまでの活動は
既に存在する製品製造に関する対策であり、それなりに効果があり、産業界の方々から評
価を受け、開発した多くの方式が各社で活用されている。
だが、不良やクレームは最初から出さない対策が必要である。例えば、地球環境問題で
は環境汚染をしてから、また、安全問題ではケガを出してから問題対策しても自慢になら
ない、という厳しい条件がある。従って、予防を重視徹底してきた。だが、不良問題の対
策はまだこの種の対策が十分とはいえない例が多いようである。そこで、今回、新製品設
計段階に多くの与件をＤＲ（デザインレビュー）の中に入れ対策できる実務的な手段の発
掘、という観点で、今回ボランティア的な活動だが、２年間に渡りＮ－ＴＺＤ研究会の名
のもと、５社の方々と、新製品開発段階からの不良・クレームゼロ対策の追求を開始した
その結果、
①

新製品段階で検討すべき事項は追加変更部分に集中した対策を図るべきこと

②

発生原理を素人でもわかりやすい容易、かつ、効果的な検討手段を活用すべきこと

③

新製品開発検討は「情報」を扱う方法であるから、情報を駆使、加工するという面か
ら、徹底したシステム化（IT 化を含め）を図るべきことが明確になった。
本報告書はそのような取組みを探求し、まとめたものである。また。まだ、多くの検討

事項は残るが、多くの方々に、ここまで検討してきた内容をご活用願い、今後の展開・発
展に役立てていただくことを願う次第です。
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第１章 研究会活動経過
第１期、第２期の活動は既に下記の報告書にその活動内容が記載されており、ここで再
度の解説は避けるが、不良対策の要点としてその要点を記載することにする。なお、研究
会の活用内容の詳細と研究報告書などの文献は最終ページに一括して紹介。
（上記購入に関してはURL:http://home.catv.ne.jp/dd/aqcdltdrをご覧下さい。）

１－１，第１期～第２期ＴＺＤ研究会活動とその要点
（１）

第 1 期 TZD 研究会１９９９年１年間の活動（全１１社）の紹介

参画企業名：旭化成工業㈱、岡山積水工業㈱、オリンパス光学工業㈱、㈱栗本鐵工所，
㈱ケーヒン、同和ハイテック㈱、東レ㈱、富士ゼロックス㈱、山之内製薬㈱
横浜ハイデックス㈱
活動の要点

：

直接的に不良に対し、1 問題→1 原因→1 対策で事実と物理現象による不
良・クレームゼロ対策を進めた。点の対策を進めた。なお、以上の対策は、
物理的メカニズム対策により不良・クレームゼロ化の追求を目的としたも
のであり、今回は、下記の２項目は対象とせず、③の物理現象の解析をベ
ースとした解析である。

①

やる気、集中力強化、文化や意識の改革（TQC,TQM)

②

体制・制度・責任態勢の整備（6 シグマ、ISO9000s による文書化）を狙
いとしていない。

③

物理現象として問題（結果）とその発生原因のメカニズムを直接的に現
場、現物を元に解析する。

特に注意して活動した要点は、図表１－１－１が示すように、不良を出してから討論を
進める『死亡診断書検討～対策方式』を産業界から撲滅へ向けたい、という対応であった。
この方式は、現場、現物を重視せず、想定原因を中心に机上の空論を繰り返す方式である。
本来、事前検討段階に活用し、製品実現のための条件設定を行うために活用する統計を、さ
も、統計を眺めて検討すれば原因が想定されるのではないか、と考え、討論の題材に活用し、
参加者の過去の経験や知識をもとにブレーンストーミングを繰り返し、多くの想定原因を挙
げ多くの手を打ち、「当たれば八卦！」ということで対策を模索するという方法がある。ま
た、ある種の発表会で見受けられることが多い、後づけ資料として統計を飾りに活用する方
法がある。本来、問題は現場、現物の上に起きている現象であり、その内容を５Ｍ＋I（人、
方法、計測、設備、物＝設計、情報・管理という要因）と、５Ｗ１H を基に確認し、問題
発生原因の理由、なぜ？の解析を進めて原因と結果の関連、メカニズムを探求する取り組み
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を行うべきである。

図表1-1-1 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ている。１週間データを取り、想像と空理空論で、体験から対策を
創案する方式では、原因に到達する時間と効率が問題となる。また、既に改善は３日程度で終了して、
いるのに、発表に２ヶ月を費やす方式は問題である。以上は、見た目は活発でも問題解決を遅くする
例であるが、日本の多くの企業が実施してきた、理屈に合わない不良対策方式の例である。

以上のような分析に立ち、物理現象として発生メカニズムをとらえる方式を図表１－１
－２のように定めた。また、この種のメカニズム解析を行った結果、研究会参画企業の皆
様は、過去は難解とされてきた不良の原因究明を短期間で済ませた結果、概略図表１－１
－３に示すようなスピードと再発ゼロの状況を現出させることができた。１問題→１原因
→１対策方式は十束ひとからげで問題を解く方法ではない。問題解決は１件づつ、問題の
原因と結果の関係が論理的、また、事実で裏づけされ、その発生メカニズムか物理現象と
して解析され、また、原因に適合した手が打たれれば、再発はゼロとなる。ゼロ実現の期
間は、原因の探求と対策までの時間によることが確かめられた。よく考えれば判ることだ
が、統計は１件づつのデーターの集まりであり、もし、不良統計があるとしたら、１件づ
つをゼロ化すれば、全体はゼロとなる。また、製造上、問題のすくない、やさし製品の場
合は不良統計が低下傾向となるし、逆に、難しい製品になるとグラフが上昇傾向になるこ
とを考えるならば、統計資料を見て一喜一憂するよりも、１件づつ発生する不良をゼロに
することの方が効果的な対策となる。従って、ここで、安全対策に用いられてきた危険予
知対策を図り不良の下にある不安とヒヤット要因を崩し、基準下に生産条件や環境を持ち
込むべきであり、図表１－１－４のような対応を図る重要性が高い。この種の対策も、第
１期 TZD 研究会では試行したが、この種の対策を含め、図表１－１－５に示す報告書にま
とめ、産業界に広く活用願う対応を図った。

2

図表1-1-2 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 ある。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 になる。 この解 析 に当たっては、現 場・現物を基 に、1問題 →1原因→
１対策 で解析を 進 めること が要点 となる。

図表1-1-3 事実分析による成果
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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だった（第１期TZD研究会報告書より）。
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図表1-1-4 不良発生の原理と対策
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
崩落
不安

不良ゼロ
の状態

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 あるわけだが、下を 崩せば、 自然 に上 は崩れる は ずで ある。 もし、基 準の上 に現 出 する問 題発生を 待ち
対策をとる方 式を行っていては モ グラタタ キ対策 になってし まう。従って、危 険余地 の観点 で品質 に関 する条件を
見直し、ヒ ヤットと 不安を撲 滅 する対 策が極 めて重要 になる。

図表1-1-5 第１期ＴＺＤ研究会の成果報告
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）

ここで簡単に、第１期 TZD 研究会で活用し成果をあげてきた手法と利用法の一部を紹介
することにする。図表１－１－６－①～③に示した解析は５W 法というものである。１問
題→１原因→１対策であり、現場、現物を基に、原理図化法という発生メカニズム解析を
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進めつつ問題の原因（真の原因）を探る方式である（５W という名称は５M+I、5W１H、
５回なぜ（Why）?という質問をしながら問題の原因を探るため、５と W をとり５W とし
た）。手順に従って簡単に解説を加えると次のようになる）
。
【手順１】

問題の明示：１問題を書く、％は使わず、金額か件数で示す。

【手順２】

影響度分析：「放っておくとどうなるの？」と、次々質問を繰り返し、影響度
を見る。影響が個人にまで及ぶところまでつめ、問題の重要性
を理解していただく手続きであり、１回行えばこの分析は必要
ない（ここまでの解析例を図表１－１－６－①に例示した）。

【手順３】

５Why？解析：現場で現物を見ながら原理図とともに、問題発生の原因を探
る。ブレーンストーミング方式でなく、５M+I と 5W１H を頼
りに行い。理由は文章で書く（名詞止の表現は行わない）
。

【手順４】 原因となる対象の特定：５M＋I を頼りに原因の特定と問題発生の要因となる
程度や正常のレベルなどを記載する（図表１－１－６－②）。
【手順５】

１原因→１対策：対策案づくりと対策は原理図と実施後の成果を見て確認す
ることが重要である。この例では、油に混入する異物の除去で
あり、図に示すように完全に除去するため油液の静止・沈降と
磁石による吸着策を適用し、フィルターの目づまり→・・・・・
→不良の発生ゼロ化対策の実現を果たした。

図表1-1-6-①
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

売り上げが
落ちる

倒産
リストラだ

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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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1-1-6-② ５Ｗ法

なぜ？の解析

１原因の特定

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！

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：不ルターの設置
方法が問題！

程度：１０％以下が
９０％のつまり

図表1-1-6-③ ５W法 １問題→１原因→１対策へ

現状

対策の実施
対策の実施

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

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

磁石で
鉄粉は吸着

５W 法は研修で学ぶ手法である。実務的にこの手法を活用するためには、現場、現物観
察と共にメモを現場でとりながら解析を進める必要がある。このような内容を解析と共に
記録する対策が ISO9001 が提唱する是正対策となるが、このためには図表１－１－７のよ
うな様式を利用することをお奨めしたい。
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図表１－１－７

５W 法を応用した是正対策書の例

だるま作戦実行カード（現場に行き、現物・現象を確認しない行動はダルマと同じ）
要求事項：不良・クレーム原因除去対策（是正対策）を下記の手順で記入しながら進める
記入者：
発生工程：
発生年・月・日
承認：
是正書 No.
１，不具合現象（いつ、どこで、どのような状況で発生したか？）写真貼付可能

２，発生ﾒｶﾆｽﾞﾑ（子供でも解る程度に図化する。原因と結果の関連を示すこと）

３，原因を除去するための対策内容（１原因→１対策で記載する）

４，その他特記事項

４，成果の確認（結果と技術のキーポイント、標準化の内容など）

成果ﾌｫﾛｰと
承認（印）

承認者：
年 月 日

7

以上が第１期 TZD 研究会活動により得た内容であり、解析手法の一例である。不良に対
する解析手法は５W 法以外にも多数ある。詳細の解説は省略するが、その種の内容を整理
し、図表１－１－８－①～⑤に示すことにする。

図表1-1-8-① 不良・クレーム対策手法の総棚
TZD研究会で用いてきた品質改善・事実分析手法の例
No

手 法

名

活 用 の 要 点

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

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 用ください。
（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）

図表1-1-8-② 不良・クレーム対策手法の総棚
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1-1-8-③ 不良・クレーム対策手法の総棚
No

手 法

名

活 用 の 要 点

１１ ５Ｍ段階改善法

人→方法→計測・治工具→設備→物＝設計の技術発展段
階を考慮して不良対策手段を適用する。ちなみに、ISOに
よる標準化は方法の段階、ポカヨケは計測の段階である。

１２ ヒューマン・エラー
対策図

人が起こ しやすい問題を縦軸に定め 、横軸には対策手法
のガイドを示す 。具体策を調査し、マトリック ス化、実施可
能性を評価した図表化を図り、対策を抽出する。
５回のWhy?を用いて、原因を現場・現物で追求する手法。
５Ｍ、５W1Hをチェックしながら原因とメカニズムを示す。

１３ ５W法

１４ FF（Ｆａｃｔ Ｆｉｎｄｉｎｇ）法 ビデオ、カメラ、デジカメ、各種物理量を計測可能な機器を
用いて、問題の事実、異常や、危険発生要因を捉える。
１５ 原理図化法

Ｎｏ．１４までの内容解析結果を原因から結果を導くメカニ
ズムと共に示す図表や算式などを総称したもの。この解析
で子供に解る程度に原因ー結果の関連がしめされれば、
また、データや事実で示されれば、物理現象として証明さ
れたことを意味する。

図表1-1-8-④ 不良・クレーム対策手法の総棚
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
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図表1-1-8-⑤ 不良・クレーム対策手法の総棚
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。

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、 全て問 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。

第１期 TZD 研究会は、当初、発生する問題の撲滅を完全に行う対策から不良・クレーム
対策の追及に努力した。このような取り組みの中から「発生する問題を待ち、１件づつを
ゼロにすることは大切だが、そのよう行為はモグラタタキ対策に過ぎない！」という発言
が出た。そこで、この対処として予防対策を実施した例を紹介することにする。ここでは、
先の図表１－１－５に基づく対策となるが、多くの対策の中からコピーマシンに対する例
を紹介することにする。
この例は、現存する不良を激減させた例が左側に記載されている。丁度、現在生産して
いる製品不良に対し、先に紹介した５W 法などを用い、短期間に不良を大幅に低減させた。
「だが、モグラタタキ対策であった。」という反省をしている時、折りよく、新機種の立ち
上げ計画があった。そこで、この新機種に対して現場と設計側が１体になり、過去に問題
となったことや、過去の経験から推して問題になりそうなことなどを試作品を目の前にし
て、組み立てシミュレーションを行いながら検討していった。いわゆるデザインインであ
る。その結果、生産開始当初から大幅な不良提言を果たした。図表１－１－９の右側にそ
の状況を示すが、努力の結果、生産開始当初から不良は３件、さらにその後にゼロ化へ近
づけることができたからであった。この事例を含め、事前検討段階から不良対策を図る重
要性と、事前検討は、対策の実現可能性を第１期 TZD 研究会で示した。
第１期 TZD 研究会の成果は１件づつの不良対策に具体的対策手段を提示した点にあった。
点を攻める活動である。だが、製造ライン全体で不良を出さない仕組み、すなわち、点か
ら線の対策と、その横展開、全工場を取り込んだ面への対策が課題として残された。
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図表1-1-9 事前検討対策の必要性と事例
疑問：「発生した問題の対策はモグラたたき
である。」 → 「事前検討法の適用」
７０ 従来機種

手
直
指
数

９

新機種・ＤＲ対策
５
３

１ヶ月

１ヶ月

その後

不良対 策で一 番大切 なこと は事前 検討段 階であり、最 初から出さない 対策で ある。 コピ ーマ シンを製造 する 企業
では、 TZD研 究会 による手 法を活用し て大 幅な手 直し指数 の低減を 図った。 だが、起 こっている不良を ゼロ化させ
ても、 その対 策は「モ グラたたき対策 である ！」と考え た。 そこで、類似 新製品 に予 防対策を 中心とし た不 良対策
の手法を適 用したその 結果、 大幅な指数低 減、更 に、 その後 の努力 で、 ゼロ化を 得ること が出来 た。
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（２）

第 2 期 TZD2001 年 1 年間の活動

参画企業（６社）：

愛知カシオ㈱、旭化成マイクロシステム㈱、旭化成メディカル㈱、
㈱小松製作所粟津工場、丸井織物㈱

第 2 期の主要な活動：第２期 TZD 研究会では、第１期 TZD 研究会で課題となった点～
線→面への展開を進めた。品質保証実態図・品質機能系統図で不
良の出ない品質保証ラインと、製品づくりを具体化させた。更に、
品質目標展開図を用いて、全員参画品質改善（継続的改善～品質
国際的一流化戦略への展開）までの具体策を進めた。
第２期 TZD 研究会活動の主要事項を簡単に解説することにする。先述のように第２期は
１件ずつの不良問題を再発ゼロにする～予防対策を図る内容であり、点の対策であった。
参画企業６社の方々も、まず、この対策を指向したが、対策効果は第１期と同じ内容とな
った。従って、この課題を終了し、不良・クレームを発生させない仕組みづくり探求の課
題の追求に入ることにした。
図表１－１－１０は取り組みの経過である。一般に、工場が不良を出さない仕組みづく
りを「品質保証システム」という。簡単にその内容を述べると、各製品の製造プロセスを
明確化させ、ものづくりのキーファクターを明確にさせ、維持管理することにより不良を
発生させない環境と管理体制をつくることが品質保証体制である。第２期 TZD 研究会では
このような思想に立ち具体的に不良を発生させない生産プロセスをどのように表現し、具
体化させて行く具体策を調査～対策へ向けた。

図表1-1-10 不良対策の方向
点から線の対策へ
不良対策の取り組み
点の対策

不良を発生させた
↓
早期対策が必要

事後対策から
発生時点対策

製造
ﾌﾟﾛｾｽ

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
良品づくりと、そのメカニズム
の明示 → 品質保証実態図

QT AT

QT AT
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不良ゼロ
生産ラインの
追求＝品質保証

各種調査の結果、多くの企業では QC 工程図を活用してきたことが判かった。一般的な
QC 工程図は、図表１－１－１１で示すような形態をしている。だが、実際に不良やクレー
ムが出たとき、その見直しを図ることや、QC 工程図の改定を現場の実作業に反映させると
いう活用は稀であり、ほとんどの企業は親会社への書類提出が目的である。また、よくて
も教育用資料に留まっている、という状況が実態であることが判った。そこで、ものづく
りの原理と製品製造に重要な技術とその管理ポイント、即ち、ものづくりのキーファクタ
ーを明確にするデーターベースをつくり、試す試みを行うことになった。

図表1-1-11 ISO9001:2000の要求事項と
ＱＣ工程図適用上の問題
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
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

No

→ 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 と品質 機能系 統図の 創出～ 活用研 究となった。

なお、第１期 TZD 研究会でも同様の問題があげられ討論された。その中から次のような
手段が提唱されつつあったので、第２期 TZD 研究会ではその具体化と活用面での工夫を図
ることになった。以上が対策の要点である。
(イ) 品質保証実態図：製造プロセスを記載し、その上に、ものづくりのキーファクター
評価基準、もし問題が発生した時は、QTAT(Quick Turn Around Time)を廻し早
期発生原因をつかみ、対策する内容を図化させた方式。図表１－１－１２がそのイメ
ージを示す。
(ロ) 品質機能系統図：組み立て製品は、製品全体に対する品質・機能の要求があるが、そ
の内容は下位へ部品ユニット→部品→ものづくりのプロセスという形で展開され、各
展開要素が個々に、VE における原価低減時に用いる機能展開図の形と全く同じ構成
で品質要求の個々の要素が展開させる。同時に、途中にあるひし形で示した内容が示
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すように、定められた評価基準を満足させる構成が必要になる。このような解析方式
を図表１－１－１３に示し、運用の詳細は第２期 TZD 研究会で作成した報告書をご
覧ねがうことにしたい。ここで既にこの図表を活用し効果をあげている企業は大きな
不良低減を果たしている例を紹介することにする。

図表1-1-12 品質保証実体図のイメージ
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
ＱＴＡＴ

最終品質 保証

品質保 証実態 図に使う原理図 化法のイ メージを上 図で示 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 すようになり、もうひとつの 工程である 塗装工 程の管 理ﾎﾟｲﾝ ﾄは
右上のよ うになる。要 は、誰 が見ても押さ えるべき技 術と その要 素、さらに、 物理量と 管理ポイントを示し 、管理 ～
改善（技術向 上を図る）ベ ースと する。 また、問題 があれば発 生時点 でとらえ、原 因究明 ～再発 防止を図る 。

図表1-1-13 品質機能展開図の構成
最終製品への
品質要求

ユニット→
各部品への
品質要求展開
ユニットＡの
品質要求

最終
品質要求

評価
基準

契約・仕様書
各種基準
不良等の 事例

最終製品への
品質要求
部品Xの
品質要求

評価
基準

部品Y
品質要求

ユニットBの
品質要求
ユニットCの
品質要求

部品Zの
品質要求

例：
評価技術
測定器
評価項目
管理方法

部品Wの
品質要求

評価
基準

部品Xの
作業手順

作業標準

例：
標準手順
教育・評価
適正評価
・・・・・・

品質機 能系統 図は、装 置（プロセス）型産業 やラインでもの づくりを行 う製品 保証 に対し、 組み立 て製品 の品質
保証を一覧 化させ た様式 で ある。この手法 はＶＥ（価値 分析）に用いてきた機能系 統図をヒント にし て生ま れた。ま ず、
組み立て製品 に要 求される最 終製品 の要品 質求を記 載 する。次 に、 この品 質要求 は各 ユニットに分担され 、個々 の
評価基準を パスし た内 容で構 成させる。 各 ユニットは 部品 で構成さ れ、個 々の部 品は個 々に品質要 求を分担し 、
品質要求 の展開 が構成 させる。部 品は製 造プロ セスを経 て、定 められ た手 順で製 造される ので、 そこに品 質をつくる
作業手順 への要 求が必 要になる。以 上が品 質機能 系統図 の構成 である。
この図 は製造 現場や 部品納 入者 に対し ては，製 品全体 の構成 と個々 の ユニット， 部品，更 には 作業の 内容の 関連
がつか める。ま た、製 品設計 者 にとっては、作 業内容 と製品 設計条 件との関 連がつか めるので 、 デザイン・インの場
で現在， 既に、多くの企業 が活用 し、成果を あげつつ ある。
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事例は医療部品を製造する企業である。ここでは、過去、突発的な不良が月数件ほど
発生し、現場で管理を強化する、設備点検を強化するなどの策を展開してきたが的を得
た対策には至らなかった。そこで、ものづくりのプロセスをプロセス全体として明確化
する。ものづくりの原理を明確にする。管理ポイントを明確にする、
・・・という処置を
行い。完全ともいえる標準を基に現状の生産プロセスを見直した。その結果、ヒヤット、
不安に相当する部分が発掘され不良ゼロ生産ラインの実現を見た。この種の内容は他の
TZD 研究会メンバー企業にも拡大中であるが、同種の効果が得られつつある。なお、こ
のような実践から、品質保証実態図、品質機能系統図の活用は、単なる不良・クレーム
対策に留まらず、将来へ向けての品質向上を戦略的に進めるデーターベースの図表とし
ての意義が大きいことが判ってきた。その状況を図表１－１－１４に示すことにする。
なお、この内容は各社の極秘事項に触れる内容なので詳細までは示すことができないが、
ここまでの内容を多くの企業で研究願いたい内容として紹介をこの程度にとどめ、各社
の研究課題とした。

図表1-1-14 品質保証実態図、その要点のまとめ
品質保証実態図と
品質機能系統図の
特徴
１、一覧でものづくりの
要点が判り、管理が
容易にできる。
２、過去対策した問題の
ﾁｪｯｸが出来る。
３、技術改善・革新
の基盤となる

極秘種類であり公開は出来ないが
ISO9000s:2000が提唱する品質保証
を示す文書の整備が可能
世界一流 品質 づくり
のための 継続的 改善

ﾜﾝﾍﾟｰﾊﾟ
品質革新
戦略図

作業指導

日々の品質改善
再発防止検討対策

技術改善 ，予防
・不良対策会 議

品質保 証実態 図を活用し 、成果を あげている、ある 企業の 活動を例 にとり 、その 要点を示 すこと にする。
品質保証 実態図 はワンペーパ ーで一 覧性の 高い資料 なので、技術 改善や 現場指 導に、その 一部を活 用
する ケース が多い。具 体的 には、日 々、不 良が再 発しない仕 組みと 運営が 出来ている か？更 には、 生産
活動の場 で、もし、不良 が出 た場合 、何が 問題か ？について検討し、 原因の 除去が 完全か 否か？ の検討
に使 う。このような使い方と 共に、ISO9000Sが提唱する品質No1への継 続的改 善の題 材に使用し、 品質を
世界一流 ﾚﾍﾞﾙ に高 める 努力を進 める 題材と なる。

点から線への展開は、やがて工場や企業全体という面の対策へと展開してゆく必要が
生じる。面への展開は第２期 TZD 研究会を活動するのに並行して実施に移された
ISO9001：2000 とリンクさせる内容である。そこで、第 2 期ＴＺＤ研究会では、図表１
－１－１５に示すように、ＪＭＡで活用され実績も評価も高いＴＰ展開図（総合生産性
向上のために活用する図）をここへ適用することとした。ＴＰ展開図適用の理由はＩＳ
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Ｏ9000：2000 の規定そのものを目で見る形で実現させる仕組みが既に存在していたから
であった。

図表1-1-15 ISO9000:2000規定とＴＰ展開図の照合
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
用

リンク

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 ひとつである。この対策
に、 ＪＭＡで活用し て来 たTP 展開図を 適用 する こと
にする。 その手 順はISO9000に規定さ れている内 容
そのものだからであった。

1,目標設定

JMA・TP展開図

では、ＴＰ展開図の中身について、要点のみだが、簡単な解説を加えることにする。
第 2 期ＴＺＤ研究会では、ＴＰ展開図をそのまま品質目標展開図と変名し、活用できる
ので『品質目標展開図』の名に変えて活用を図った。図表１－１－１６にその構成を示
し、下に作成手順を示すことにする。
【手順１】目標の設定：トップ目標値を記載する（％でなく、金額または件数で示す）。
なお、不良やヒヤット、技術改善や機会損出の考えもここに含めるとよ
い。
【手順２】目標展開：「上から下まで火の用心！」という管理のまずさを伝える格言
がある。目標をトップから順に企業の下位組織に展開し、どこで何を行
えば目標達成につながるか、また、各担当が担当する具体的課題が目標
にどのような貢献値になるか、迄を示して行く。
【手順３】施策ガイド設定と活用：横軸が企業の組織、担当とそこに定めれられた課
題となると、その課題は早期かつ高効率で消化する必要がある。そのた
めには、その組織が保有する最も有効な手法の適用が望ましい。このよ
うな観点で施策をガイドとして縦軸に示し、縦・横のマトリックスを構
成し、最良の対策を個々の課題に対する施策という形で検討し、マトリ
ックス上に割り付けて行く。なお、このような検討対策は全社的、また、
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顧客の立場で行う。このため、職場間を越えた討論が運営される例が多
い。いずれにせよ、この手順で目標達成の具体的テーマが設定、登録さ
れる。
【手順４】

目標達成活動：個々の施策に対する改善活動（点や線の対策）

【手順５】

成果の収集：個々の施策が実った内容を個々に確かめ、成果を集計し、
合計値を求めつつ目標達成状況を管理する。

図表1-1-16 全員参画 品質目標達展開図
品質目標

Ｐ

（１）目標設定

（５）成果
の創出
と達成

（２）目標展開
施策ガイド
（３）
施策
ガイド
↓
施策
の
選定

施策

Ｄ

（４）具体的
活動

施策
施策

施策

施策

施策

Ｃ

施策
施策

施策

目標達成状況をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
品質目 標展開 図と作成 手順は 上の図 のようになる。手順 １は 目標設 定、２は 目標展 開。品 質目標 の展開 は各工 程
に展開 し、各工 程の課 題、改 善目標と 整合さ せる。その後、 施策の 具体化を 効率よ く図る ため、３の施策 のガイド
を提供し、目 標達成 と具体 的施策 の関連を 図上でｭﾐﾚｰ ｼｮﾝを 行う。 目標達 成検討 が終了 した後 は、４の具体 的活動 、
成果の集 計、となり 、これ でＰ－Ｄ－Ｃの 輪が完 備される 。以上 がＴＰ展 開図応 用によ る品質 目標展 開図である。

以上、第 2 期ＴＺＤ研究会では、第 1 期ＴＺＤ研究会で課題となった内容を含め、点→
線→面の対策を進め、不良・クレーム対策ゼロ化のツール準備を行った。
だが、第１期、２期 TZD 研究会による対策を完成させても不良・クレームはゼロにはな
らない。その理由は、もし、ここへ新たに新製品が事前検討不足でのままで問題を持ち込
む状況があると、新たな事後対策を次々と追加する状況となるからである。その対策とし
ては、デザインインという形で不安・ヒヤット対策を進める方法を提示したが、ここに示
した内容では十分な対処とはならない。そこで、新製品開発段階からの不良・クレームゼ
ロ対策の追求が必要になり、この度、N-TZD 研究会発足に至った。
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（３）N-TZD（新製品開発段階からの不良・クレームゼロ追求）研究会の
発足に至るまで
N-TZD 研究会をスタートさせたが、その目的と、活動全体の内容を示すことにする。な
お、本研究会報告書は報告よりも、各社でマニュアル的な活用を願うこととした。このた
め、ここには研究会活動で検討を進めた主要事項のみを記載することにする。
(イ)

N-TZD 研究会活動の目的と予定（募集要項より）
N-TZD 研究会発足の目的（要点のみ、案内文より）

【案内】
「貴社ますます・・・ 。各種調査によりますと、不良・クレームの要因は製品開
発設計段階に、その 85%を検討対策すべきことがわかっています。特に、ライフ
サイクル短命化・新製品創出が主力となる日本における製造業にとって、この対
策は経営の重要課題です。過去、筆者達は JMA にて製造部門を中心に不良・クレ
ームゼロ対策を進め、成果をあげてきましたが、今回、その活動を広げ、その源
流に当たる本テーマの対策を図りたいと考えました。毎回、土曜に開催する。性
格はボランティア的な研究会ですが、本内容に、ご関心をお持ちの企業の方々の
御参画をお願い申し上げます。簡単ながら、下記にて、研究会開催のご案内まで。
(有)QCD 革新研究所
((社)日本能率協会

代表取締役

中村茂弘

TP マネジメントコンサルタント・選任講師担当)

【研究会発足の目的】過去、JMA・TZD 研究会を 17 社（1 期 11 社、2 期 6 社）と共に進
めてきた内容を基に、新製品開発段階からの不良・クレーム対策を目的に、2 年に
限り、異業種交流方式で本研究会を開催致します。なお、本研究会は ISO9000 シ
リーズの取得対策・審査や、TQC 活動の活性化、6σなどの体制や運営に関する研
究会ではなく、直接的に物理現象の解析を行い、技術的に不良・クレームの要因
の除去を目的とした内容です。
【御参画に関する件】１）、1 社 2 名、各回・各 1 日、費用：2 万円/回（会議費、資料代のみ）
２）、異業種交流方式で、全 12 社までギブ・アンド・テイク方式
行います。
３）、締め切り：2002 年 3 月末（定員になり次第締め切ります）。
このような募集に対し 5 社の申し込みを得て N-TZD 研究会はスタートし今回の
報告に至った。

18

(ロ)活動の要点（経過の順に略説）
第 1 回：2002 年 5 月 25 日(土）10：00～17:30
１) 自己紹介
２) 新製品開発段階からの不良対策

文献紹介と討論

研究会時使用した文献：① 小冊子「不良・クレームゼロ対策の進め方」
② 事例集「すぐに役立つ不良・クレームゼロ対策」¥2,600 日刊工業新聞発行
③

CD-Rom

④

第 2 期 TZD 研究会活動報告書（2002 年

「不良・クレームゼロ対策の総合化」¥3,000

㈱博映企画発行

販売開始のもの）

￥3,000 ㈱恵造社（2002 年 3 月販売開始）
⑤

「新製品開発段階からの不良・クレームゼロ対策」研修会で使用のテキスト

第 2 回：2002 年 7 月 27 日(土)
①

各社における「開発設計～生産移行のステップと品質上問題点と対策」
（1 社の発表 45 分程度）

②

紹介を受けて討論今後の課題など、討論とまとめを行った。

第 3 回：2002 年 10 月 19 日(土)
失敗事例の文献を利用して、新製品開発ステップにおける
①

品質問題再発ゼロのシステム化

②

事前検討事項を確実に、スピードアップして進める方法の勉強会を行った。

第 4 回：2003 年 2 月 15 日(土)
デザイン CAE を中心に、ソリッドワークス社より講演を受けた。

①

従来の CAE より安価で効果的だが、CAE 活用可能分野に対象を限って活用
すべきこと、また、得た結果を何らかの方法で検証し、頼りきりにならない対
策が必要である。だが、CAE 対象分野には驚異的な結果がスピーディーに得ら
れる。ことが解った。
②

自由討論で、DR 段階に検討すべき課題を全社で討論、課題を明確にして調査
検討すべき課題を１０数点挙げ、今後、検討を進めることにした。

③

次回、新製品成功の秘訣は評価技術にある、という一面があり、NASA、犯罪
捜査、各種匠技術の評価～IT 化の事例を研究して、DR～試作評価段階の対策
と事前検討の進め方を討論することにした。

第５回：2003 年 4 月 15 日(土)
① ＮＡＳＡの宇宙開発技術、犯罪・事件の鑑定技術などを含め、問題対策手法の
調査方法の検討と評価内容の検討を通し、各種の評価技法を調査、相互に検討
した。
② 戦争兵器（イラク戦争）で用いた最新兵器と、各社で活用しているセンサーや
コージェネレーション開発における評価技術、特殊塗料メーカーの色配合、レ
ンズ磨きの自動化への IT 活用などに関するビデオ放映内容を見て、評価技術
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に関する討論を進めた。
③ 各社の製品評価技術の紹介を相互に行い、技術交流を行った。
特に効果があった内容はトヨタ GD3 を用いたデザインレビューで新製品開発
期間の短縮と、検討事項の早期対策化が図られた内容の紹介であった。
第 6 回：2003 年 6 月 21 日(土)
①

田口メソッド、物理の原則など製品品質に関する物理的メカニズム解析に役立
つ用件を製品実現の要素として文献紹介し、討論した。

②

各社の DR 内容を紹介、事前検討手法の適用と検討を行い、参考にすべき点と
更に改善すべき点を相互討論、整理した。

ここまでの検討内容は予定のコースであった。また、第 6 回で当初、予定した全てのテ
ーマは終了となったので、次回で研究会のまとめを行い、年内に報告書のまとめ、発行の
運びとすることにした（従って、当初は 2004 年 1 月を最終としていたが、7 回で全内容を
終了することとなった）
。
第７回：2003 年９月 20 日(土)
いままで活動してきた内容をまとめ研究報告書として見直し、ＤＲにおける品質問題、
事前検討対策の在り方を検討しまとめとした。
①

研究報告書の見直し

②

各社事例、記載内容の紹介

③

全体を通して研究開発段階に行うべき対策をガイドラインとして審議した。
以上
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第２章

不良対策の要点：
DR 段階からの対策と、各社の取組み

２－１

基本的なＤＲステップと、不良・クレーム問題

ＤＲ段階からの不良・クレームゼロが如何に大切か、という点に関与するデータを紹介
することにする。図表２－１－１はその例である。ある AV メーカーのクレームを解析した
内容である。先に、不良・クレームは製品設計段階に、その 85%が関与すると言われるが、
その内容を示す一例である。この例では 86 件の事例を解析したものだが、本来、事前検討
で対策すれば 98%が検討できたこと、また、開発設計部門の責務として対処すべき課題が
85%を占めることが分析されている。この数値はその後多くの事例と比較したが似たような
数値であり、一般に製品設計段階で 85%の問題を対策すべき、という内容を示す重要な解
析例として、その後、多くの企業で参考されてきた内容である（これに、製造や製品評価
の事前検討課題が加われば 98%という内容になるわけである）。いずれにせよ、製品設計段
階や製造の事前検討の必要性がここに示されている。

図表2-1-１ ＡＶ製品のクレーム分析結果の例
本来の
活用
AV製品のクレーム分析結果
No. 品質・不良発生内容
１

件数

設計事前検討時
のモレ約98%

発生率％

設計事前検討モレ
QAテストモレ

８４

９７．６８

２

２

２．３２

３

設計責任

７３

８４．９０

４

生産技術責任

５

５．８１

５

QA（検査）責任

５

５．８１

６

生産部門責任

３

３．５０

本来、事前検討で品質問題を
対策すべき事項だった内容が９８％

設計部門として
事前検討
すべき
内容を
抽出
設計責任
すると
８５％

なぜ？クレーム
を出したのか！

一般的な話で恐縮だが、では、新製品開発ステップについて、各社でどのような手順が
活用され、何が問題になっているのかを解説することにする。新製品段階から事前検討を
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進める方式は図表２－１－２のようなステップが一般に使われていて、これは新製品の基本ス
テップであり、歴史を経たステップである。

図表2-1-2 代表的な研究開発ステップとＤＲの位置づけ
製品企画
製品企画
過去受注ｻﾝﾌﾟﾙ
過去クレーム
新技術・評価技術
・・・・など

基本設計構想
②構造図
のDR

設 計

①企画内容
のDR

③試作図面
のDR

試 作
各種試験結果
変更要求内容
・・・など

設計変更
評価

量産準備
量産ﾃｽﾄｽｹｼﾞｭｰﾙ
設備管理基準
標準化と教育
ﾏﾆｭｱﾙ・・・
検査指示書・・など

⑤量産化
のDR

④試作完了品
のDR

顧客要求の確認
ライバルの動向
技術の推移・・等

DRチェックリス ト
設計標準・検査基準
試作・試験ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・・・・など

量産ｽｹｼﾞｭｰﾙ
QC工程図
各種標準書
・・・など

量産化
新規要求事項
改善点のｸﾚｰﾑ
販売関連情報各種

製品販売

新製品開発は、まず、企画を立て、経営会議で稟議書を審議しながら新製品開発企画の
実行可否を進めることを出発点であり、このステップは、正に、ISO9001:2000 の規定をマ
クロである。一般に、各社とも、このステップを着実に守れば、未経験なアン・ノウン・
ファクターを除き、事前検討はほぼ完全に近い形で進み、新製品は各種問題が少ない状況
で量産化に向けることができると信じ、使ってきたし、筆者達もそう信じている。このた
め、具体的な活用としては、このステップを基に、より実務的な内容に高めるため、例え
ば、各種標準化を駆使したものだが、図表２－１－３のような内容で活用した例が多い。
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図表２－１－３

実務的な新製品開発～量産化のステップ(A 社における活用事例・詳細)
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だが、本音を漏らすと、実務的には、これらのステップを忠実に進めても、新製品開発
は、全く問題なく、全て絵に描いたように進む例は少ないのではなかろうか？もちろん、
不良・クレーム発生の問題の多くは、このステップの問題ではない。むしろステップの中
味と、その運用上問題が大きいからである。即ち、どのように有効な方式を提供しても、
その運用に欠陥が生じれば問題は必ず発生するわけである。では、どのような点に問題が
あるのであろうか、これも一般的な話で恐縮だが、多くの企業では次のような課題が挙げ
られている。
① 新製品開発担当者は日々時間に追われ、あらゆる局面からリスクを検討対策する時間
的な余裕は充分に取れない、という事情。
② 職場や組織の溝が関与し、新製品研究開発者と現場関係者のつなぎが悪いという問題
や、担当者に任された結果、一人で全てを検討するには力量の面でどうしても限界を
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きたす。
③ 新製品立ち上げに当たる人々の受け入れ体制の不備や、技術上の対策に未検討の内容
が残ったまま現場に生産を丸投げした結果、問題に追われる、など、である。
ここに社内コミュニケーションや人間関係までが関与した。思った程にこの有効なステ
ップが効力を発揮しない例があったりするわけである。このように、折角有効なステップ
があっても、その効力を発揮しない理由は、究極すると、
「“忙しい”
」の言に代表される結
果となる。このため、トラブル対策に追われた関係者が事前検討に充分な時間が割けず事
後、問題の処理に追われた結果、更に、次の事前検討が不十分になり問題に追われるとい
う現象を、産業界では『悪魔のサイクル』の名を付け、ここからの脱皮を模索している。
そこで、今回は、図表２－１－２のステップを実務的に活用してきた各社の実状を把握し、
各種対策を討論することからＤＲのあり方を把握することにした。

２－２、実務的に DR を活用し、各種検討対策を図っている
各社の事例と検討
Ｎ－ＴＺＤ研究会では、参画メンバー企業に類似する企業を含め、類似企業を調査しな
がら、ＤＲの実体を探り、その工夫点を探ることからＤＲのステップ運用上の問題と対策
の模索を開始した。

（１）材料関連・サプラーヤーにおける新製品開発事前検討のステップ
まず、納入先がある程度決まっている企業の例を紹介することにする、この例は、製品
顧客からの図面を貰い、プラスチック製品、鋳物や製缶品を製造する企業によく見る例で

25

ある。この種の企業における新製品開発から量産化に至るステップを図表２－２－１に示
すことにする。図表に示すように、左側が顧客要求を受け、製造条件を決めるまでのステ
ップであり、右側が検討内容の主要事項である。市場調査は顧客要求内容をいかに正確に
つかむか、また、最終製品を鋳物という自社技術を使ってどのように満足させるか、とい
う内容を検討することからＤＲがスタートする。顧客ニーズに合わない製品の製造は立派
な不良だからである。ここで問題となる点は、顧客は鋳造・成型技術については余り知識
がない、また、知る必要がない、という点である。一般に、製品提供を受ける多くの企業
では、今までの経過から、製品図面を出せば、要求に合った製品は提供されている、とい
うことがここに大きく関係する。また、２社購買という制度から、自社のニーズに合う製
品提供をしてくれる企業であればそちらを選定すれば問題は解決することも、顧客がＤＲ
の中に入ってこない大きな理由のひとつになっている。「餅は餅屋に任せる！」というわけ
である。

図表２－２－１

A 社（成型品）における取組みと DR 対策

【新製品開発ステップ概要】
市場調査

【検討内容】
要求の可能性見当(固定客先より)特注品依頼

製造・製法の検討

① 過去の技術実績・情報を利用
② 技術難易度の評価

設計検証
①
製造条件を
決める

DR

基礎技術、要素技術毎に担当を決め(専門家)事前
対策を充実する対策を図る。

②

不安事項を抽出→テスト製造で見込みを立てる

従って、このような条件下では、信頼されるサプライヤーとして、また、専門メーカー
として、社内技術をどのように駆使して行けば、製品の機能・品質条件を満足させ、コス
ト的にもメリットの多い内容が提供出来るかが課題となる。一般にこの種の企業は歴史あ
るベテランが活躍する例が多い。そこで、DR の要点は『専門家を定めて集中した検討を図
る』という方式が多い。従って、その権威者の経験がないことが問題につながる例や、技
術伝承を期待する新人や応援者が担当すると検討モレが生じる例、ベテランといえども忘
れる、という人間的要素に問題が関与する例が多い。この種の対策はノウハウの公開と標
準化、技術情報の蓄積と必要時に簡単に引き出して活用する技術手段の整備がテーマとな
る。このケースの場合、DR の場に活用可能な、論理的、定量的な問題解析手法を確立しな
ければならない。このためには、技術体系化させ、補完データとともに技術を整理し、新
製品具体化を検討する時、即座に活用できる環境整備が必要になる。このためには、個々
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の技術の難易度を明記するなどの処置と共に、各種の技術的な要件を管理可能な環境にし
ておく必要がある。特に、

鋳造品は図面に全ての情報を蓄積し、そのような製品条件(方

案)に基づく指示に従えば、個々のベテランに適確な作業要請を適確に出せば、また、現場
における製造方法の変化が少なければ、製品製造上の問題は極めて少ない状態で生産を立
ち上げることが出来るであろう。また、この対策は一般的な製造システム運用の条件とな
る。従って、製品製造前に、DR を設け、徹底的に問題をつめることが大切であり、前のプ
ロセスで検討してきた内容にモレがないかを追求する事前検討プロセスが重要である。こ
の図表は、簡単だが、このようなシステムと取組みを示す内容である。

（２）部品関連・サプラーヤーにおける新製品開発事前検討のステップ
次に示した図表２－２－２は自動車部品や家電製品など製造をメーカーのＤＲである。
ここでは製品不良は絶対に出さない仕組みが自動車メーカーから要請されているため、企
業におけるＤＲは不良対策情報を生かした新製品開発手順を重視したＤＲとなる。特に、
自動車用音響機器などは、家庭用と異なり、振動、高・低温両者の過酷な環境の中で活用
される。この面に、事前に充分検討項目と、知識、蓄積データがあれば、過去情報の活用
を基にした検討ステップがスムーズに進む。だが、グローバル化に対応して、各国におけ
る環境条件の全てを網羅した注意・検討項目やデータなどを準備しているか、というと必
ずしもそうではないことある。この種の対策に当たっては、現地で類似製品を使っている
状況を調査する、クレームの実態調査を充分に行う、といった対策が必要になることがあ
る。このような対策内容を DR 時に対処すべきテーマになる例が多い（このような DR 検討
方式が、この製品の持つ特質である）。従って、図表中に示した内容は、DR 前に過去クレー
ムの原因究明～原因の除去を図る対策を示す内容であり、DR に入る時に、この種の対策を
促すことを示した内容である。このような検討が欠落した場合、トラブルの未然防止検討
が DR の場で出来ないばかりか、DR の検討内容も意味のない検討会議になる恐れがあるか
らである。考えてみれば判ることだが、世界中に販売してしまった自動車が、もし、販売
後、重大なトラブルを発見され、さて、回収、問題のない部品と交換ということになると、
顧客の信用が失墜する問題、無駄な時間と手間の追加は事前検討の費用や時間を費やす。
それに比較して「事前検討の時間と費用は事後処理のそれとは比べものにならない程少な
いはずだから、行うべき」という内容を示した内容である。この種の企業では、FMEA（品
質問題の事前検討手法のひとつ）や３D（3 次元 CAD）の活用が盛んである。これは図面
が出来てからの製品の機能と品質検証手段であり、ここには、その種の手法を駆使して、
あらゆる角度から事前検討や、過去の問題の繰り返しを絶無にさせる狙いがある。

図表２－２－２

B 社における品質重視の DR システム
（自動車用音響機器/部品を例として）

新製品開発ステップ概要

参考にすべき点
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クレーム

不具合の原因を徹底究明
① 発生状況の調査

①

問題点対策書

② 事実の把握
③ 原因究明(メカニズム,再現テス

チェック

品質・技術部

トと、なぜ？の解析)
④ 適切な対策と検証

②

再発防止対策書

⑤ 水平展開
⑥ 対策の実施、効果の確認

再発防止の解析と

⑦ 源流へのフィードバック」

源流対策

⑧ 対策の完了

DR 対策への実務的活用により

品質機構検討書

過去トラのゼロ化へ努力する。

DR 前に過去のトラブルをチャート化し、検討する

FMEA

過去のトラブル(過去トラ)の DB 化

３D の併用

（３）携帯電話、パソコンなどライフサイクルが短い製品における
新製品開発事前検討のステップ
次の図表２－２－３に示したのは携帯電話の部品を製造する C 社の事例である。ご承知
のように、携帯電話に代表されるように、IT 利用の機器はライフサイクルが極めて短い上
に、製品検討時間も極端に短い中で生産を開始しなければならないことで知られている。
加えて、小型軽量化という条件で新製品へのチャレンジが開始する。このような環境の中
で製品開発～製造を行うには、まず、顧客の要求事項を早く、また、いかに正確に掴むか
が出発点となる。だが、この情報は顧客の側でもまだ完全に固まっていない状況であるこ
とが多い。そこで、短納期で製品化を図るためには、現在までに判っている情報だけでも
早く、しかも正確につかむ必要がある。このことを右側の図表の記載内容で示した。この
情報が入ると製品企画が検討される。製品企画は即座に、試作で製品化の条件を確かめる。
確かめつつ設計条件～製造条件、評価方法も決めて行かねばならない。価格も同時に検討
しないと採算性に問題が出ることが予想される。従って、ものづくりと設計検討を繰り返
す、という製品特性があり、研究室の試作工場がそのまま量産工場に変身して行くと言っ
ても過言でない状況で検討と対策が進む製品特性を持つ。要は、製品製造のデータ収集と
共に DR を進め、そのスピードと製品化の程度が製品を世に出し、顧客要求に対応するこ
とになる。従って、過去情報は生産の現場で蓄積しておいて活用する。試作～データ解析
は都度実施しながら蓄積する、といったような取り組みが、ここでは必要になる。要は、
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できるだけ混乱を生じないで、技術的な開発と検討対策の早期化を計るために DR＋試作一
体化ステップを運用する、という内容がこの製品環境を持つ、というのが、この製品の開
発検討に特徴的な内容である。

図表２－２－３

C 社、早期製品開発と検討のスピード化対策
（携帯電話機用部品を例として）
顧客使用の確認、製品化日程の把握

顧客要求

新規部分の明確化

↓

①構造、②材料、③評価項目・方法

製品企画（DR０）
↓

DR

試作仮設計（DR1）

↓
試作製作・移行評価
↓
技 術 部 門 内 検 討

① 構成、②

短納期対応

試作設計（DR2）

超スピード化の要求

↓

設備、③

必要工程、

④

評価方法、⑤新技術の開発要否

⑤

原価企画(採算性見当)

早期使用の決定,客先の使用変更へ
の対応、過去トラの折り込み・・・

（DR3）

↓

↓

(過去のトラブル)

試作、評価、問題点の抽出

量産試作

↓
量産化の事前検討

（３）建材などの製作販売を行う企業の新製品開発事前検討のステップ
次に図表２－２－４には建材、家具などを製造する例として、D 社の方式を取り上げ解
説することにする。この種のメーカーは新築や立て替えに伴い、家屋やビル設計者の図面
が出来る途中で要求事項としてメーカーに相談が来る。従って、設計者や工事業者という
顧客との詳細な打ち合わせの内容と要求の把握が極めて需要になるが、これ事態が顧客を
含めたデザイン段階からの DR に相当する。製品は、この段階を過ぎると、企業内の蓄積
技術を駆使して、図面製作～製造へ進むことになる。つくる製品は 1 品たりとも不良があ
ってはならない。途中で顧客から追加されるリクエストの項目を含めて製品化が進行する
場合もある。

図表２－２－４

D 社、据付工程まで含む製品化対策（住宅機材を例として）
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営 業
仕様検討

顧客との詳細打ち合わせ

開発部門：資材調達
↓

図面展開

構想設計

工事現場どから寄せられるクレーム解析
①

送付部品のエラー

↓

～

開閉器が動かないなど
(技術対策が必要な内容)

業者・設備・・・選定
～

↓

リクエストに類する機能向上など

仕様書
↓
試

作
↓

納入仕様書
↓

設計仕様評価
①

FMEA、CAD、CAE 評価

② 試作・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
③

信頼性評価など

QC 工程表
↓
量

受け入れ
産

納入・業者による据付

体制ｼｽﾃﾑ化

だが、顧客サイドで外部業者の方々にお願いし、製品の組み立てを行う時、部品一つが欠
けても、また、間違った施工や、部材を破損させる、ということがあってはならないため、
各種の資料類の準備も製品設計段階の重要項目になる。更に、製品のばらつきがあると思
わぬトラブルも発生する危険性が高いため、FMEA、CAD、シミュレーションなどを繰り
返し、事前検討と共に、シリーズ化した製品の量産化を検討する。このような意味合いか
ら、図表の右のステップに記載された各段階に DR が必要になる。この種の DR の特長は、
外部据付工事とシリーズで量産する標準化された製品を、顧客の要求にしたがってオプシ
ョン化し、これも標準化して生産し、顧客の側から見ればバラエティ化を図る製造方式、
という点にある。

（４）装置ものや新車開発など共同開発部品生産を行う企業の
新製品開発事前検討のステップ
最後に示す事例は自動車向や装置を共同開発、または、デザイン・インの形で開発を進
める企業の例である。ここでは、新車開発部品製造 E 社の例を図表２－２－５に例示する
ことにする。なお、この製品は先の図表４－２－２、B 社とは異なる要求を持つ製品であり、
自動車の一部になる部品の開発～生産の対策である。部品開発は新車の開発に同期する形
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で全ての検討が進む。E 社の場合、部品は自動車の一部であるが、新車開発そのものと見
ていただいた方が正しい内容かもしれない。一般に、日本では新車開発は 3 年毎、長期に
渡り社運を賭けて開発が行われる。従って、慎重な新製品検討プロセスと共に、ひとつひ
とつの条件を吟味しながら新製品開発が進む。はっきり言って、スピードも大切だが、よ
り高く、他社を凌ぐデザイン、技術のチェックを完全にすることに重きが置かれた開発が
重点となる。そこで、ここでは初段階の検討の DR は製品コンセプトそのものの検討に重
きが置かれる。次の特長として、通常、部品メーカーは技術開発段階から設計段階に参入
しない限り、後で部品の売込みをしても取り上げていただけない、という傾向がある。こ
のため、ここでは新たな要求を満足させるため、過酷ともいえる要求をクリアーさせる製
造技術・価格・品質上の対策が必要となる。しかし、自動車の構成が全く新規になるわけ
ではなく、少しづつ変化するので、技術的には、固定的に変化しない部分と、変動要素を
区分し、変動部分に大きな技術革新を図る、という対策が多い。以上が新車開発に伴う部
品開発のステップと DR～技術開発の要点である。

図表２－２－５

E社

クレームの活用と対策（自動車向け部品）

P0 ：新製品開発の提案、コンセプト

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ立案、DR

P1 ：技術開発計画の立案
P2 ：製品設計・製造ﾌﾟﾛｾｽの開発

要求事項が高く
↓

P3A ：実機試作・市場テスト

↑

現状とのギャップ
発生

P3B ：工場バッチ生産
制限付き市場投入
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P4 ：量産市場拡大

固定(既に有する技術)
↑

↓評価と対策

変動(新たな技術開発)

このように DR、特に、品質、技術的開発に各社各様、また、製品環境や特質に応じ、実
務的かつ、効果的な研究開発ステップの整備と、運用が必要になる。
従って、先に示した、図表２－１－１のような一般的なステップは基本だが、活用ニーズ
に従って個性を持ったステップと DR の方式を構築～運用して行く必要がある。要は、DR
のステップを顧客ニーズの変化、ライバル各社の技術進展に伴う技術開発、更には、製品
ライフサイクル短命化の時代の要求に対応した形で、独自に実務的、また、効果的なもの
に特徴づける必要がある。だが、共通課題として、次の課題は盛り込むべきである。即ち、
①

クレーム・不良の再発ゼロを目指すこと、

②

本来、事前検討すべきチェック項目の検討スピード化対策を確実に行うこと、

という 2 点である。
このような内容をＮ－ＴＺＤ研究会で検討した結果を図表２－２－６に例示すことにす
る。なお、一般的に、多くの企業において DR 段階の検討事項は異なるが、その企業で、
全く今までにつくったことのない製品を製造する、というケースは少ないのではないかと
思う。多くの企業は既存製品に改良を加えながら新製品を生んで行く、現状の技術を発展
させながら新製品を創出する。現状の製品と新技術を発展させながら、今まで対象として
いなかった市場へ参入する、というケースが多い。このような時、図表２－２－７を用い
て、それらの用件、特に、固定部分と区分して、今までの変更点を重点的に事前検討する
と、多くの問題を効果的に予防へ向けることが容易化すべきである、と考える。また、新
製品開発の検討は情報を扱う技術である、となると、その中身を解析して、利用可能な情
報システムの中に位置づける道を切り開いて行くべきであり、ここに IT の活用を模索する
道も探るべき、という方向づけが考えられる。以上の見解は調査にもとづく、本研究会に
よる討論の結果である。

図表２－２－６ 今回の検討内容の整理 【注釈】
（ ）は対策案の例を示す。
No

主たる今回の検討内容
開発ステップ

１

自体の整備

課

題

参考事例など

・スピードアップ

ISO9001：2000 の検討

・確実な DR の実施

事項の配慮と整合

・予知しなかったトラブル

その他、各社が示した

の折込
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詳細な DR ﾌﾛｰと検討

（IT 化、DB 化の充実、予測

内容

ノウハウの分析）
クレームの取り扱い

・多数出現するクレーム量の
消化方法の探究

２

A 社：クレームを分類、
区分、機械化して関係

・クレームの区分方法とスピー 者に速報する対策。
ド・再発ゼロ対策方式の整備 B 社：品質機能展開図
・再発ゼロ化のための確実な
フォロー

を用いた解析と再発ゼ
ロの監視方式
C 社：イントラネット
の活用と目で見る管理

顧客との
３

使用打ち合わせ

・顧客とメーカーのギャップを A 社利用のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、
埋める対策

３D（CAD）利用技術

・チャレンジ技術の開発による E 社：新製品 DR・その
トラブルの消失対策
・顧客要求の区分方式ｼｽﾃﾑ化

道のプロ投入方式
F 社：評価試験の方法

固定(対応済み)／変動（テス
ト要の技術対策項目）／新規
（実験と評価検討が要る課題）
仕 様 検 討 ～ 試 作 ( 含 む ・評価技術（試作ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ）の F 社
４

DR)～量産時

確実性とスピードアップ
・現場の実力・受け入れ体制の

試作～量産移行の
スピード化
B 社、D 社：協力会社の

強化
（CAE、過酷テスト、ｸﾞﾛﾊﾞ-ﾙ

ﾚﾍﾞﾙ UP 対策

化に対応した課題の対策方
式の開発）
では、このような検討の中から、固定部分は既に製品化もなされ、技術も確立している
のであるから、変化させる事項と新規検討内容を重点的に検討する内容をクローズアップ
させ、この種の検討に役立つようにしてゆくベースデーターづくりのために作成した図表
２－２－７の構成を簡単に解説することにする。図表の縦軸は新製品開発～量産化のステ
ップ、縦軸が検討事項である。事前検討項目の内容は固定的なものと変動的なものがあり、
その区分を明確にしておく必要性を示している。実務段階では、新規のものはその内容だ
けでなく、仕様条件や先進企業が経験した情報を入手する行動が必要になる。その上で、
根幹となる要求事項を明確にして技術の源流的な面まで対策を追及する姿勢が必要である。
そのような対策をとった上で、管理面で指示徹底を図り、製品実現に向ける内容は、その
項目と内容、指示システムと責任者を定めるなどの処置を駆使してゆく、というのが、こ
の種の DR を補完する管理システム活用の要点である。

33

この解説の参考になりそうな事例を紹介することにする。これは、建設機械を極寒地の
ソ連に輸出した、ある企業の対策の例である。車の大型タイヤを装着したシャベルカーの
受注に対応した、という内容であった。日本で製造してきたメーカーは極低温の地で対応
できるよう各種の項目を挙げ、実験と共に見事、新製品を新市場に送り込むことができた。
現地での評判はよく、テスト走行で引渡しも済み、稼動が始まって 1 週間の後、現地から
戻ったがほっとしている時、技術人にクレームが入った。その内容は「朝、シャベルカー
を運転するドライバーが酔う」ので困る、という内容だった。調査すると、その状況は酔
いは車が上下動する時に発生するという内容であり、日本では考えられない事態なので技
術者が現地に早速飛ぶことになった。現地に行き､現物を見た結果､理由はすぐに解った。
酔いの原因は、夜使用した車を朝までとめておくと、丸いタイヤが凹み、そのまま固まっ
てしまい、これが原因でガタガタと上下動する、というものであった。要は、重力で凹ん
だタイヤがそのままの固まった状態で運転されるためにこのような現象が起きてしまった
わけであった。早速、タイヤ止めを工夫､製作し対処した結果、この問題は解決した。
この教訓は固定部分の問題はクリアーしたが、現地でしか起きない変化部分の問題の検
討が、予想を越えた内容であったという例である。一度このような経験をすれば、2 度は同
じ問題の発生はないはずである。なお、この種の問題を系統的に対策するひとつの方法と
して図表４－２－７のような様式を用いて検討すると、良いのではないだろうか、という
討論を研究会で行った（なお、このような考え形は、後述するが、トヨタで行われている
DRBFM の活用と関連が大きいことがわかった。この内容については４章以降で解説する
ことにする）
。
以上、本研究会で討論したここまでの内容は、現状分析を基に出来うる手を如何にう
つべきか、という対策であって、決して革新的、夢のような内容ではない、と考えた。狙
いは以下の２点であり、本研究会としては、この対策を実務的に進めることひとつのテー
マと定め、その後の研究を進めた。
①

クレーム・不良の再発ゼロを目指す。

②

本来、事前検討すべきチェック項目の検討スピード化対策

そのため、ここまでの調査研究事項を基に本研究会メンバーは自社の立場で対策項目をあ
げていった。その他、その種の内容を図表２－２－８に示したのでご参考願えれば幸いで
ある。

図表２－２－７
No.
１

DR 時に検討すべき内容の投入表

新製品検討ステッ 固定的

変動的

新規の

源流の

指示

プとクレーム区分

内容

内容

技術改善

徹底対象

技術

製品設計時検討の
モレ
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他

２

技術開発が未完成
のまま生産着手

３

指示・連絡すべき
事項が不充分

４

現場の人的・設備
的問題の折込不足

５

現場管理上の問題

６

製品問い合わせ

７

新規技術開発要求

８

超クレーム（金取
り目的のｸﾚｰﾑ）

図表２－２－８

今回の検討内容の整理

No 主たる今回の検討内容
開発ステップ
１

自体の整備

課

【注釈】（ ）は対策案の例を示す。
題

・スピードアップ
・確実な DR の実施
・予知しなかったトラブル
の折込
（IT 化、DB 化の充実、予測

参考事例など
(山形ｽﾘｰｴﾑ)検討ｼｽﾃﾑ
と ISO との統合
その他、各社が示した
詳細な DR ﾌﾛｰと検討
内容

ノウハウの分析）
２

クレームの取り扱い

・多数出現するクレーム量の
消化方法の探究
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(東北ﾊﾟｲｵﾆｱ)クレーム
を 3 つの区分で処理機

・クレームの区分方法とスピー 械化する方法の利用
ド・再発ゼロ対策方式の整備 (文化ｼｬｯﾀｰ)品質機能
・再発ゼロ化のための確実な
フォロー

展開図を用いた解析と
再発ゼロの監視方式
(山形ｽﾘｰｴﾑ)イントラ
の活用と目で見る管理

３

顧客との
使用打ち合わせ

・顧客とメーカーのギャップを (東北ﾊﾟｲｵﾆｱ)
埋める対策

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ、３D

・チャレンジ技術の開発による （CAD）利用技術
トラブルの消失対策
・顧客要求の区分方式ｼｽﾃﾑ化

（FCI ｼﾞｬﾊﾟﾝ）
新製品 DR・その道の

固定(対応済み)／変動（テス プロ投入方式
ト要の技術対策項目）／新規 （日本ﾒｸﾄﾛﾝ）
（実験と評価検討が要る課題）
４

評価試験の方法

仕 様 検 討 ～ 試 作 ( 含 む ・評価技術（試作ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ）の (日本ﾒｸﾄﾛﾝ)
DR)～量産時

確実性とｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
・現場の実力・受け入れ体制の

試作～量産移行の
ｽﾋﾟｰﾄﾞ化
(文化ｼｬｯﾀｰ、山形ｽﾘｰｴ

強化
（CAE、過酷テスト、ｸﾞﾛﾊﾞ-ﾙ
化に対応した課題の対策方
式の開発）
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ﾑ)協力会社のﾚﾍﾞﾙ
UP

第３章

調査検討事項

N-TZD 研究会では、事例を基に、新製品開発検討段階から、効率よくＤＲを行える方法
を模索するため、各種の調査を行い検討、ガイドラインのような内容へまとめることを目
的とした。そこで、各種の調査内容と、その評価検討した内容を紹介することにする。

３－１，世界的に有名な新製品開発検討方式
ＴＲＩＺ、ＣＥ、６シグマ
まず、世界的に有名な TRIZ、CE(コンカレント・エンジニアリング)、６σという 3 大手
法を見直すことを含め、その運用面の改善への切り口を探りたいと考える。なお、単にこ
の種の手法を見て感心していても意味がない。各社でこの手法の要点をどのよう生かすか、
というものの見方が必要になるが、そのためには、まず、５M＋I という物の見方が重要に
なる。５M＋I は人(Men ＆

Women)、方法（Methods）、計測（Measurements）、機械・

設備（Machines）、物（Materials＝設計）、情報と管理（Information）である。この５M+I
の局面でこのステップを見直すと、情報処理という内容が新製品開発～量産立ち上げ・販
売の成否を左右していることがわかる。この見方は大切である。即ち、新製品開発の検討
過程の多くは、情報を扱う仕事と、判断を適確に行う仕事だからである。そのためには、
次の５つの観点を頭に置いてステップを見て行く必要がある。
① 企画段階からのステップを定めること、
② 全員参画で事前検討を進める対策、と同時に、
③ 適確にこのステップへ有効な情報を集め、審議し、
④ 効率良く目的とするアウトプットを出す対策を図る。
⑤ 以上の内容を効率的、かつ、重要検討項目を逃さず検討する対策を進める。
以上のような準備の基、世界３大新製品事前検討手法を見てゆくことにする。

（１） TRIZ と DR
TRIZ はソビエトで生まれ、アポロ計画やスペースシャトルなど、宇宙開発で有名な米
国 NASA（米国航空宇宙局）で活用がなされ有名になった手法である。田口メソッドと共
に NASA で活用され有名になった手法である。その要点を示すと図表３－１－１のようにな
る。このため、多くの企業で、発明や新製品開発段階にアイデアを創出するツールとして
活用されてきた。また、TRIZ は特許の発明メカニズムをロシア人ゲンリッヒ・アルツシュ
ーラーが理論体系化した手法であることで知られている。
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発明を得る手順は、図表、右下の手順の 3 番目に当たる内容であるが、その手続きは膨
大な特許を統計的に解析し、目的として定めたニーズを具体化する発明と、要素技術につ
いて IT を駆使して引き出す技術体系を示したものである。この方式を確立した TRIZ 発案
者アルツシューラー氏の発想の原点は、特許を生み出す時の学者や技術者達の思考メカニ
ズムの解析にあった。氏はこのメカニズム体系化し、27 分類の問題発生内容をキーとして
縦軸に並べ、また、横軸には 27 分類問題解決策を示唆するキーを並べ、縦軸と横軸で構成
するマトリックスを作成した。次に、この各枠に設けられたボックスにアイデアを入れて
DB(データーベース)化を図る。このような環境整備の基、この問題解決のステップを設け、
この DB を利用しながら問題解決策を図る、という運用が TRIZ の構成である。

図表3-１-1 ＴＲＩＺの生い立ちと構成・ステップ
１、TRIZの生い立ち
ロシア人ゲンリッヒ・アルツシューラーが理論体系化した膨大な特許を統計的に解析し、発明を
引き出す内容としたものを米国NASAが注目、研究開発のスピード化を実現した内容として注目
をあびてきたもの。T RIZ:Theory of Inventive Problem Solving の略

NASA 戦略計画

NASAにおける問題解決手順

技術ﾆｰｽﾞ

TRIZの手順
問題定義技法

新しい技術概念を意図的に生成する
プリンシプル インフェクト
矛盾問題を
科学効果を
解決する原理 有効利用
するための
辞書

プレディクション
標準的な
発明手段
技術進化の
トレンド（予測）

パラメトリッ ク概念実証
ロバスト設計・環境試験
飛行実験のための 新技術準備完了

日本では、多くの企業が TRIZ をアイデア発想を広げる手段として活用してきた。だが、
その結果を聴取すると、
「最初、TRIZ を使えば夢のように解決策が IT から取り出せると考
え、活用に注力してきた。だが、TRIZ の考え方は参考になったが、今までそのような例は
少なかった。やはり、アイデアは皆で考える。または、探す方法をとっている。実際のア
イデア発掘の仕事では、今、活用していない。
」というお話が多い。この問題に対する解は
1999 年 10 月 15 日、日経 BP 社の講演会がなされた講演内容で解けた。ここでは、NASA
で TRIZ を実務的に使い、現在は NASA においてこの手法の拡大と実務的な指導をなさっ
ている Julian O．Blosiu 氏の講演会があったわけであるが、NASA で新技術の開発を行う
条件を考えると、
「NASA の計画は宇宙開発であり、例えば、火星には何年までに何の調査
をする。その課題は○○である。宇宙の探索は○○を行い、そのときには○○を知りたい
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ので、○○の調査が必要になるのでそのための○○を調査するセンサーが必要になる。
・・・」
という内容だった。既に、長期の課題と研究テーマは決められているわけである。更に、
もし、例えば、小型電池の開発にアイデアが必要になるとしたら、その分野の専門家を集
め意見をもらえば、最先端に相当する技術やヒント、アイデアなど、たちどころに入手で
きる環境がある。聞けば当たり前だが、NASA は新製品開発に極めて特殊な環境がある。
図表３－１－２はその事例のひとつを示すものである。「火星探査船を火星に送る。地中に端
子を打ち込みセンサーで水の有無を探る。その内容を電波信号として母船に送る。」という
課題であるが、「技術的課題などは、関係社の知識 DB で列挙できるのでなんでもない。」
ということであった。

図表3-１-2 火星における水の有無探査装置の開発例
矛盾の解決
改善点
・深く入る
＝速度の増大
攻撃角度

劣化事項
・ 形状
・ 信頼性
・ 対象物への
有害な作用

減衰用に摩擦
を利用

主要事項に対するアイデアの例
・ 入れ小式人形
・ 迅速なクッション：エアーバッグなど
・ 場の利用
・ その他、多数

最初の案

改善型

図表に示された課題に TRIZ では“矛盾点”という名がつけられている。「NASA では、
この種の課題自体の列挙はアイデアが具体的なユニット図のイメージで示されると、即座
に関係者が集まり、項目を挙げる。また、その項目は、以降の工程でアイデアを評価する
チェックリストとして使われる。」ということだった。また、アイデアも図表に示したよう
に改善アイデアが関係者を集めた会議で創案される。要は、アイデア発想に対し、別に TRIZ
を使わなくても、
「NASA でアイデアをつくる手続きは、その道の権威者を集めれば済む。」
という話だった。また、
「具体的にアイデアを集める手続きを再度、整理すると、関係者を
集める。討論する、アイデアをしぼる、採用したアイデアをテストする。」という過程であ
り、TRIZ の活用はここに何も見ることができなかった。だが、
「アイデア発想自体には TRIZ
を使わないが、NASA では TRIZ の手順を上手に使っている。」という説明もあったが、そ
の内容は、先に図表３－１－１の右下に示した手順の活用だった。要は、矛盾を見つけ、
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アイデア発想～抽出の過程で TRIZ の矛盾の排除に TRIZ の手続きを上手に活用した結果、
機能部品にあたる水検地センサー＋送信ユニットの実現が有効に行われて行た。その状況
を図表３－１－３と図表３－１－４に示すことにする。

図表3-１-3 水探知の情報を送る電池システム（検討
前）
極低温用電池の条件
① 極低温で液の粘度
は上昇する。
② イオンの移動が
出来ず、電力が
得られない。

電池のオリジナルシステム

太陽光線

抽出：価値あるアイデア
・ 熱供給法
・ 有害な因子の除去
・ 有害因子→熱利用

放熱装置

光線を集中させる

電池

集光装置

陰極
放電

陽極

電解質
塩
溶媒
添加剤

セパレーター

電流発生

原理：３８案
予測：８５案
効果：４３案

イオン

充電

図表3-１-4 水探知の情報を送る電池システム（検討後）
要点：電池の基本原理を利用
しながら、ＴＲＩＺを活用し、
革新的な構成を創出する。

改良型極低温用電池

太陽光線

集光装置

放熱装置

電池
セパレーター

集光・散光、発生

陰極
放電

充電

電解質
塩
溶媒
添加剤

イオン

陽極

２つを比較してご覧いただくとご理解いただけると考えるが、太陽電池を用いて信号を
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送る電池を考える場合、放熱の問題、極低温でイオンが動かない、このために電池が作動
しない、という問題が発生することがわかる。信号を送る構成は地球上で成り立つが火星
では成り立たないことがわかる。そこで、TRIZ の活用となる。まず、矛盾する課題を明確
にした後、課題を解決する対策を見つけて行くアプローチである。ここで、一般には、先
に述べた 27 のキー技術分野から、矛盾を活かし福となすアイデアを IT の活用を図り発掘
することになるが、先述のように、NASA における TRIZ の活用は違っていた。解決策の
創出に対し、NASA のスタッフは『TRIZ のステップと解析方法を活用』しただけであり、
アイデアは、その道の権威者が集まり創案したわけであった。
「27 のチェックポントは参考
にするが、いちいち IT を用いて DB の中味を見なくても対策案は考えつくよ！」というこ
とだった。その結果は次のようになっていた。衝突のクッションを圧電素子とする。圧電
素子は衝撃で発電するのでこの発電力を電池の電源にすればよい、と考え、従来の太陽光
発電の代替とする、イオン流を媒体とする蓄電池も省略して、センサーで水を検知した時
点で即座に信号を送るシステムとする、という内容であった。「結果を見れば何でもない対
策に見える。しかし、TRIZ の手順の中にある「矛盾を味方にしてアイデアを生む」という
手続きが、この技術の実現を早め、多くの技術上の問題解決を総合的に行うアイデアの採
用を促した。
」という、NASA、TRIZ 指導者、Julian 氏の説明であった。世界の頭脳を集
めた NASA では、あえて、TRIZ の DB の中を検索して探す、という方法を取るケースは
少ないようである。TRIZ を活用し、問題を感じておられる方々に、この内容が参考になれ
ば幸いである。

（２） CE
CE（Concurrent Engineering）は図表３－３－５に示した内容であるが、
「1980 年
代、米国の自動車産業は不況、その中で日本車が売れ、設けている。この差を米国で調査
した中に、新車開発の期間が日本企業に全くかなわない」という内容を基に生まれた手法
である。即ち、米国で新車開発～製造立ち上げ迄の期間をいかに短縮するか、という研究
を進めた結果、また、日本の研究開発～製品化までの期間短縮の研究を米国式に解釈し、
体型化して作成した新製品開発ステップである。このため、CE の中味を見ると日本では「既
に日本でやっている研究開発～量産化の技術そのものである。」とみなされた。だが、その
後も米国では CE の地道な研究と開発が進められた。その例としては、2000 年 5 月に紹介
された NHK「IT 革命の衝撃」という番組があった。そこでは、GM 社がｅ－GM というタ
イトルで CE と IT を結合させた形で新車開発を進めている内容が紹介されたわけだが、こ
の内容は多くの産業界に衝撃を与えた。その理由は、GM でグローバル対応の環境の中で部
品を調達する SCM の取組みをフォード、クライスラーと共同で進めている内容、更には、
注文を受けてから 10 日間で顧客が個々に注文する新車を製造して届ける工場建設を進めて
いる内容が放映されたからであった。また、その内容は、バーチャル・リアリテイのよう
な IT 技術を駆使しており、従来、自動車の試作にクレイ・モデルを使ってきた方式を更に
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１／3 新製品開発期間短縮し CE を戦略的、低コストで大成する、というものだった。

図表3-１-5 ＣＥの要点
生まれた動機：米国における自動車の開発が 7～ 8年に対し、日本の企業は
3～ 4年であった。 この差を埋めるため、日本の企業の新製品
開発ﾌﾟﾛｾｽを研究、体系化した。
当時の米国式は
完全に終了させてから次に移る方式

構想設計

詳細設計
プロットタイプ～設計 変更～ 製品化

移行が
必要

時間

構想設計

→

日本式では、大幅な権限委譲と共に
平行同時に仕事を進めていた

詳細設計

プロットタイプ～設計 変更～ 製品化
時間

→

では、CE の構成を図表３－１－６に示すことにする。CE は４つのゾーンがある。ひとつ
は支援技術であるが、自動車産業において行われてきた事前検討法に、有名なクレイ・モ
デル・システムがある。この基本は 2D(2 次元)で図面を書き検討するだけではつかめない、
また、表現が難しい形状を粘土で模型をつくり検討する方式である。風洞実験などにもこ
のモデルは使うが、事前検討手法の例である。このような対策は今まで、山ほど、行われ
てきた。データも蓄積している。そうなると、今度は、過去のデータを利用して、クレイ・
モデルをつくらなくても、バーチャル・リアリティで実験できる環境が整えば、IT でこの
検討が進む期待がった。このような発想は、既に、米国、自動車製造で有名な GM で実施
されている例が公開された。その他、CE の事前検討には、DFM（製造容易性：Design
Manufacturing）、DFQ（品質の事前検討：Design for
for

for

Quality）、DFA(組立容易性：Design

Assemble)がある。この対策は、品質のみならずコスト低減と納期短縮に大きく関与

する内容であり、当然のことだが、現在は、ここにリサイクル設計の要請が加味している。
このように CE を見ると、その内容は DR のステップで行う内容そのものであることがわか
る。
CE は米国が日本の JIT を研究する中で生み出した手法とされている。JIT を管理面に活
用した点と、IT 活用による対策が図られている点が特徴である。この内容を図表４－３－７
に示すことにする。
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図表3-１-6 ＣＥに見る４つの切り口
支援技術
・ ソリッドモデル
・ IT ＋ネットワーク

ツールと原則

継続的ﾌﾟﾛｾｽ改善

CE

・DFM (製造容易設計）
・DFQ（品質機能展開）
・DFA（組立容易設計）

・流れ化(小ロット化）
・ﾚﾋﾞｭｰのｼｽﾃﾑ化

組織革新

JIT の活用

・適宜機能別ﾁｰﾑ制
・大部屋体制と
壁を越えた活動

リサイクル性も
配慮

図表3-１-7 ＣＥにおける時間短縮の要点
同時進行による
ｵｰﾊﾞｰラップ
① ﾌﾟﾛｾｽの同時進行
② 情報の共有化
③ ﾌｫｰﾏﾙな手続きの
簡素化と削減
④ リスクの分散化
⑤ 抽象度の高い情報
の段階での検討の
促進（判断の権限
を委譲）
同時化率 LT
米国 74% 18 ヶ月
7 ヶ月
日本 99%

JIT原理の製品開発への適用

JIT
①
②
③
④
⑤
⑥

小ロッ ト生産
製品別ﾚｲｱｳﾄ
工程間の連携
分散管理
部品ﾒｰｶとの連携
品質の造りこみ

⑦ 物・情報の流れ
づくり・一元化
⑧ 短LT ・少い仕掛

製品開発
①
②
③
④
⑤
⑥

小ﾛｯﾄの情報処理
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 方式
同時開発
自律化ﾁｰﾑ運営
部品ﾒｰｶの参画
設計変更の低減

⑦ 情報の流れづくり
(目で見る管理・ IT化）
⑧ 短LT ・少開発仕掛

同時率が大きくLTに
寄与することを発掘

図表３－１－７の左側に示されたように、要点は、同時化率にあった。これが新製品開
発リードタイム 18 ヶ月と 7 ヶ月の差異である。そこで、JIT を研究開発部門へ応用し、こ
の対策に努力した。まず、研究開発の仕事のプロセスを解析し、内容を区分し、平行同時
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に流す対策を図った。米国の CE 研究家達は、新製品開発の仕事の区分を細かくすれば、そ
の内容は専門的になる。従って、最良の人材を投入して、確実で早く終わる仕組みを、テ
ーマに応じたプロジェクト・チームという組織で対処する、という仕組みをつくっていっ
た。更に、仕事の小ロット化を進める必要があった。この対策に当たっては、仕事を細分
化し、アウトプットとやるべき手順を決める方式を定めた。このような対策で、仕事の中
味とアウトプットが決まれば、最適メンバーを決め、平行同時に小ロット化された仕事群
をスケジュール化することが可能になる。このような方式を新製品開発全体のスケジュー
ルと整合し、目標管理と共に進め、CE の基本構成を構造化させた。プロジェクト全体の運
営はリーダーが管理する。また、関係者と密なる相互のコミュニケーションが必要になる。
そこで、この対策に IT、テレビ会議の利用、大部屋制を用いた手法を駆使し、人間関係の
強化などにも役立つ方式にした。以上の対策で、JIT を利用し、平行同時に仕事を進める体
系が出来あがったわけであった。
このようにして作成～活用が図られた新製品開発ステップは図表３－１－８に示すような
効果が出た、とされている。

図表3-１-8 CEによる問題解決の要点
手

法

① 組織的横断開発チーム
② 設計段階からの問題対策
組立容易設計（ DFA)
製造容易設計（ DFM)
品質機能展開（ QFD)
田口メソッドの利用

③ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ・ｼミュﾚｰｼｮﾝ技術

官僚的組織の特徴
競合的・政治的、閉鎖的
変革に批判的
権力主義的、組織対立的
狭い機能分野で 努力する。

CEの適用効果
① 初期＝抽象段階→多くの選択肢可能
② 概念設計で全要素を考慮可能になる
品質向上効果
設計・製造コストの低減
ﾘｻｲﾙ性な どを含めた総合的改善
③ 目で見てわかる事前検討方式と共に、
製品開発期間の短縮化が可能になった

質的効果
部門間の壁を作らず強調的
新しいｱｲﾃﾞｱ導入に意欲的
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾞﾙな取り組み
広い視野と相互交流の活発化

要点は図表の上半分に示された内容である。即ち、①開発プロジェクトに存在する抽象
的な要件を具体的にし、アウトプットと実施要件や手法までを JIT の考えで具体的に分解
し尽くすことが、②初期、概念設計の段階で実施すべき課題の明確化と仕事の小ロット化
に貢献する。また、その内容は、その道のプロを集めて行うプロジェクト・チームによる
タスク･フォース活動が運営される基になる。このように仕事が具体的になれば、日程管理
やリスク対策は③に示した目で見る管理で表現は可能となり、結果として、事前検討も円
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滑になる、というわけである。
以上のような条件が整えば、新製品開発ステップのスピードアップは可能になる。また、
事前に、ネック工程を知っていれば、将来、何を、どのように改善・革新すれば、更なる
研究開発ステップのスピードアップへつながるかがわかる。米国では、このように CE をと
らえる、構築したわけであったが、ここに学ぶべき点は、CE は毎回、新製品開発の度に、
新製品開発 DR ステップをつくることが事前検討につながり、また、実行しながら、その
現状把握や仕事の進め方の評価を行う仕組みが備わっている、という内容である。

（３） 6σ（シックス・シグマ）
６σは経営品質賞などの動きと共に米国から 21 世紀に入る直前に日本に入ってきた手
法である。その生い立ちは図表３－１－９であり、取り組みの内容は図表３－１－１０で
ある。

図表3-１-9 ６シグマの生い立ち
米国ﾓﾄﾛｰﾗ社 1980年代
の危機感
日本産業

米国産業

GE 社の取組み
モトローラーが生んだ考えと行動
（1979年：カルビン会長）
・自社の品質ﾚﾍﾞﾙはﾜｰﾙﾄﾞｸﾗｽの
高い目標が必要
・品質ｼｽﾃﾑをﾌｧｯｼｮﾝにするな！
↓
・100万個に 3.4個以下ならOK!

モトローラ社

６σアカデミー
を創設、大学でも
教育・普及

成功体験を
普及した
TI 社

A社

BI社

・・・社
・・・社

1992年に
成果を公開

ウエルチ氏が戦略展開
「 GEより生産性の高い企業は
世界に沢山あり、学ぶべき！」
↓
①10社を世界中から 抽出調査
例：ﾌｫｰﾄﾞ、ｾﾞﾛｯｸｽ、ﾎﾝﾀﾞ、
ﾋｭｰﾚｰﾄﾊﾟ;ﾂｶｰ、東芝など・・
１～2週間滞在して 調査
②どのようなﾌﾟﾛｾｽを踏ん で
一流化を達成して いったか
を整理
③絶えざるﾌﾟﾛｾｽ改善に重点
を置いた。
以上をﾍﾞｰｽに3ヶ月基本の６σを
学び、独自のｼｽﾃﾑをつくり展開
大きな 成果を得る。

なお、GE 社の６σに知ることができる。特徴としては、
① 統計手法を事前検討段階に使用して、最初から不良を発生させない対応を図ること、
また、
② 製品の最策段階に入った時、６σという厳しい管理限界で不良発生要因を押さえ、
不良発生をゼロ接近のまま生産を続ける。体系を維持・向上させること、
③ 一流企業をベンチマーキングして、続的改善を続けること、
などが、その特長となっている。また、この状況は図表３－１－１１に見ることができる。
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特に今回の課題と関係深い製品設計段階からの品質改善上の対策、DR に関する対策内容を
抽出し、DR 上の要点を整理することにすると、以下に示すような項目となる。
【５σが重視している主要な活動要旨（GE 社の場合）】
・ Customers

Satisfaction

・ Cost of Poor
・ Internal
・ Design
・

for

図表３－１－１０
項

目

１

対

象

Quality

Performance

Supplier

No.

：顧客満足
:劣悪な品質が招くコスト面での損害
：自社の改善・生産性

Manufacturing ：生産前に製造性を設計する

Quality

：サプライヤー品質

各種品質改善手法と６σの関連
QC →

TQC →

TQM

６σ

統計手法を中心とした結果のま 一流企業の生産ﾌﾟﾛｾｽと比較し、CS
とめ、QC サークル改善と発表会 目標を含めたｷﾞｬｯﾌﾟを埋める努力を

２
３

手

法

４

活動の動機
範

囲

が最高の改善とする活動

重視する。

QC７つ道具、モグラたたきの

最初から不良が出ないﾌﾟﾛｾｽ革新と

事後的不良対策

維持向上活動

不良・ｸﾚｰﾑの発生→低減対策

顧客重視で CS、品質目標の達成

目に見える不良問題が解決すれ 全体最適を追求し、目標を達成する
ばテーマは終了（部分最適）

５

目標と達成
ｱﾌﾟﾛｰﾁ法

品質意識の向上をベースとした ６σコンセプトを中心とした経営の
改善活動

質の改善、原価低減を含む

では、本論である６σにおける DR 対策の要点を紹介することにする。2002 年 JMA で
行われた生産革新大会の品質改善事例紹介では、日本 GE 社、東芝の 2 社が６σの取り組
みの発表がなされた。その時、その会場の司会を担当させていただく好機を得たが、両者
とも６σの発表内容は「新製品開発段階から６σのステップを使わなければ意味がない１」
というお話をされた点が極めて特徴的だった。特に東芝においては、その後、2003 年 1 月
に「６σ利用して研究開発～製品販売スムーズ化までの期間を半減する。」という内容を新
聞報道された事実を見ても、６σをこの面に有効活用されていると判断される。６σは顧
客志向を重視した取り組みである。このため、従来、多くの企業で当たり前に用いてきた
科学的問題解決法とは、多少異なる科学的問題解決手順を、新たに採用している。
では、６σにおいてどのような科学的アプローチが使われてきたか、という点に対し、
従来の科学的アプローチと内容と比較して示すことにする。図表３－１－１２をご覧いただき
たい。図表の右上に示した内容が一般に用いられてきた科学的アプローチである。この内
容は、分析、総合、評価という手順である。この手順は仮説を設けて行う解析を行い、仮
説の成立を証明すれば、科学的解析は終了した、とする内容である。
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図表3-１-11 ＧＥにおける６シグマの活用体系
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

事業目標設定
目標展開
具体的活動

部門別の目標展開
～業務設計～改善の推進
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ～成果創出

CS範囲の設定 → 品質設計 →
セグメント→戦略

・業種や規模
・地域特性
・特定顧客の特質
・特別用途の把握

・企業戦略
事業戦略の見直し
・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略
づくり
・顧客が求める
品質レベルの認知

・機 能
・品質ﾚﾍﾞﾙ
・ RASという
信頼性
利便性
安全性の
理解
↓
・商品化対策
・生産設計

生産～販売対応 → 顧客ｻｰﾋﾞｽと満足度
・生産技術ﾚﾍﾞﾙの向上
・部品調達内容
・生産能力の向上と
ﾌﾚｷｼﾌﾞ ﾙ化対策
・生産設備最適化
・生産L/Tの短縮
・低コスト対応力強化

・ｽﾋﾟｰﾄﾞ改善
・品質保証、A/S内容
・顧客への情報提供
・顧客からの信頼性
（維持・向上）
・ｻｰﾋﾞｽ水準/差別化

・製品の顧客評価
・価格設定の妥当性
・販売促進と顧客の
受け入れ性
・販売業者のﾒﾘｯﾄ
(付加価値）
・販売ﾁｬﾝﾈﾙ
・販売力/ﾗｲﾊﾞﾙ対応

流通上のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
・納入期間、ﾀｲﾐﾝｸﾞ
・配送網と在庫回転
・デポと供給状況
・流通費用

図表3-１-12 ６シグマと一般的科学ｱﾌﾟﾛｰﾁとの差異
６σによる科学的アプローチ
１、観察
五感の全てを駆使して変化を明らかにしつつ
観察を行い、その対象と特質を明らかにする

２、分類

一般に見られる科学的分析
１、仮説の設定
２、分析（VEはアイデア発想～抽出）
３、総合
４、評価

対象とその特質を整理した後、目的との関連
において構成要素を分類、定義する

３、測定：必要·重点項目の定量化を量る
４、収集して組織化
ﾃﾞｰﾀを収集、記録を行いつつパターンの類似性、
特徴などを比較、分類、明確化する処理を行う

５、予測し、推論する
６、変数を明確にする
推論に基づく仮説を立て、仮説を実証する方法
を考える.

７、まとめあげる：現物や図面で具体化する.

シックスシグマへの利用
１、定義：顧客と要求を定義する
２、測定：問題となっているキーを
確定して、ﾃﾞｰﾀ収集する

３、分析：今まで達成していなかった
根本原因を明らかにする

４、改善：改善案をつくりテストする
５、統制：具体化へ向け、開発～実行
するが、このための文書化も行う.

過去、多くの発明や発見を行う際に科学技術の世界では活用され、歴史はあるし、権威
も高い手順であり、今も多くの企業で用いられている内容（ゴールデン４ステップ）であ
る。これに対する６σのステップはもう一つの科学的アプローチであり、このステップは
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考古学の世界で用いられてきた手順である。考古学では、現状調査を相当熱心に行わなけ
れば当時の状況がつかめない、とされている。現在、我々が知る知識や環境条件でいろい
ろなことを判断してしまうと、大きな判断ミスを犯すからである。現実を「色眼鏡でみる」、
「時代錯誤が甚だしい」という事態になることを避けるため、まず、現場、現物をよく観
察せねばならない、という方式を重視する。従って、一番目（最初のステップ）に観察を
持ってきたことに大きな意味を持つ。この内容はそのまま顧客のニーズ把握に役立つ、と
６σの開発者は考えたそうである。観察したデータを分類しながらデータにあるべきニー
ズを語らせる、という基本がこのステップの要点であり、CS という顧客の声、真のニーズ
探求のもとにしているわけである。
この手順だけだと、単なる手順の紹介であり CS も概念に終わる。そこで、６σにおいて
は、CS とは何か？内容にていて、図表３－１－１3 に示す CS 解析を方法論の一つとして提
供している。VE で活用する機能展開法の下位展開法を利用したわけである。６σ以外にも
CS 解析を具体的に行う手法を提供している手法は世の中に多い。その多くはプラス思考を
強調したに留まる例が多いが、リスク対策も、ここへ必ず加味する必要がある。プラス指
向で得た内容を失敗させないためである。６σも「行け行けどんどん」で CS 対策を進め、
失敗すれば、６σが定めた「Cost of

Poor

Quality:劣悪な品質が招くコスト面での損害」

を自ら作ってしまう。そこで、「マイナス影響項目のチェックに関する要点」という内容と
共に、その歯止めを準備している。以上のような内容を示すのが図表３－１－１４である（こ
の内容は TRIZ で示した矛盾点の対策方式と似た内容であり、新製品開発の成功率をあげて
行くためには欠かせない要件である）。
以上、海外、特に、世界的に有名な 3 大 DR 手法を述べさせていだだいた。ここに共通
する点や、個々の手法が持つ特徴があるので、品質面を重点にその種の内容比較・検討し
た状況を図表３－１－１５にまとめた。ご参考願えれば幸いである。なお、この種の方法論は
ISO9001：2000 と極めて似ている点が多い。また、オーバーラップしている内容も多い。
従って、どの手順をつかうべきか、という決定は、各社でご判断、また選択願いたい。
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図表3-１-13 ６σに用いる「顧客ニーズ把握分析法」の
特徴 ： 要求基準を顧客に合わせて確認する
レベル１

レベル２

レベル３
ｽﾋﾟｰﾄﾞ

ｵｰﾀﾞｰ後のｽﾋﾟｰﾄﾞ
味
レストランの
食事

食べ物の状態

見栄えﾞ
温度
アイテム数

ﾒﾆｭｰの選択性
絵と解説の提供

評価： TZD 研究会による品質機能展開図と類似の解析で顧客ﾆｰｽﾞと
要素との関連を体系化している

図表3-１-14 ６シグマにおけるマイナス影響項目の
チェックに関する要点
顧客ニーズの把 握

１、顧客について考え、顧客のことについて話し合うこと
２、顧客が会社をどう認識しているかを評価し続けること
３、顧客の利益になるように、優先すべき問題を解決すること
４、親切の価値が経済価値以上の状況では、顧客に屈服するか、妥協するか、付加価値を
与えること
５、不注意な間違えやまずい処置をした真実の瞬間を誠実に直し、不当な扱いを受けた客に
償いをすること
６、不満足な顧客や特別な要求を持っている顧客の状況をいやそうとする場合には、
「どんなことでもする」方針に従うこと
７、ｻｰﾋﾞｽの質を守るためには、システムを再設計し、資源を再展開し、それを阻害する場合
には排除すること

１、内部での失敗 → 再発ゼロの対策を求める
２、外部での失敗 → 同上の対策
３、コントロール／検査 → 検査は検死官の役目しかない。工程で品質を造り込むこと
４、遅延 → 待たせて良い印象は得られない
５、用意／準備 → 顧客に苦労させる製品の使用方法は改善すること
６、移動 → ｽﾋﾟｰﾄﾞを競い生産しても、不良を出すのは意味が無い。ｽﾋﾟｰﾄﾞ生産しても
不良が出ないﾌﾟﾛｾｽを確立することを先行せよ！
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図表3-１-15 新製品開発段階からの不良ゼロ対策、
３大手法、そのDR面からの対策の特徴
No.

手 法 名

新製品開発段階からの不良対策に利用すべき点
① 特許検索から評価内容を抽出、適確なアイデア の

１

２

３

TRIZ

抽出（アイデア発想法と併用）
② マイナス影響を加え，アイデアの適確性を高める点

CE (ｺﾝｶﾚﾝﾄ
① 業務進行の平行・分割化と問題の分散ﾁｪｯｸ
・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ) ② ３つの事前検討項目（ DFQ 、 DFM 、DFLC）の折込
③ 職制・階層など壁を越えた活動
① ＣＳ(顧客志向）項目の十分な検討）
δ
６
② 科学的アプローチを参考にマイナス影響の折込
③ ISO9000s ： 2000 に類似した詳細な事前検討事項の
実施要求～徹底
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３－２

トヨタのＧＤ３

（１） トヨタGD3の取り組み
3-1 項では、海外における新製品開発ステップと各種の事前検討手法を紹介してきた。共
通する内容は、それぞれ、新製品開発ステップを設け、事前検討の重視し、新製品を顧客
志向で間違えなく提示して行く、という内容であった。このような内容は日本における多
くの企業で行われているが、その質とスピード(ISO9000：2000 が示す効率と有効性)が新
製品開発ステップの適用の良否、ということになる。では、日本で優れた企業がどのよう
にその種の問題の対策に当たっているか、についてトヨタの例を参考に、既に、多くの場
で発表されている資料を基に、その要点を紹介することにする。
トヨタで行われた事前検討手法はGD３という名で著書や講演会で公開され、産業界では
多くの企業が盛んに勉強している。GD３はFMEAを駆使した手法であることがその特徴で
ある。また、この内容は吉村達彦著（基：トヨタ勤務、現：九州大学大学院教授）の著書
「GD ３ 」に詳しく記載されている。GD ３ の意味は、Good
Discussion（良いデスカッション）＋Good Design

Design（良い設計）＋Good

Review（良いデザインレビュー）を

同時に行う手法体系、とされている。FMEAそのものは、1950 年頃、米国のグラマン社が
新しいジェット戦闘機の開発の時、油圧機器を用いた操縦システムを具体化させる際に開
発、適用されたことで有名な方式であり、既に世に知られた手法である。その手法は 1960
年に人工衛星開発に適用、多大な成果をあげた実績と共に、産業界では更に有名になり、
世界に広がっていった信頼性工学の手法のひとつであり、その基本的な構成は図表３－２－１
に示す通りである。
読者の方々には、ここまで解説してきた内容を見てわかる通り、FMEAも事前検討段階
で問題をいかに見つけ事前対策を図るべきか、という内容を示すものであり、先にNASA
開発KT法によるウエイトづけを行い、リスクを想定、対策案を探し、徹底的にリスク低減
を図る対策である点は共通した内容を持つ。要は、だれが見ても当たり前で行わなければ
ならない対策をいかに効果的に進めるかが、これらの手法活用の要点となる。この点に関
し、GD３の運用方法を見て行くとトヨタにおける徹底の素晴らしさに気づく。例えば。図
表３－２－２－①と②に示すが、トヨタではリスクの抽出を副社長が中心になり、相互に問題
を討論しながら、失敗を活かす工夫をしてきた歴史がある。これには敬服すべき内容が多
い。正に、企業として失敗を活かす、という取り組みを実務的、系統的に進めてきたから
である。
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図表3-２-1 FMEAの解析手順の要点
実施対象を決め、各構成部品の機能を確認する
分解ﾚﾍﾞﾙを決定する
構想図、システム設計書などを調べて、機能別
ブロックを選定する
信頼性ブロック図、各機能別ブロックを用いて、
サブシステムの信頼性ブロック図を選定する
ブロック毎に故障モードを列挙する

頻度・致命度などを評価する

その他
故障の発見方法
改善対策
致命度
検出性
厳しさ
頻度
故障モード
機能
品目

FMEAの記入用紙に要点を書き込む

故障評の価点を設定する例
(C1 ×C ２×・・・・C5) １／５ ＝CSとする
C 1：故障影響の大きさ
【例】 10点：任務達成不能
9点：任務達成不能、このため代替品
を適用し、一部は対応させる
～・・・・～
1点：任務にほとんど影響なし
C ２：故障影響の範囲の広さ
【以下点数
C ３：故障の発生頻度
設定基準は
C4 ：故障防止の難易度
類似して
C5 ：新規設計の度合い
いるので省略】

ＦＭＥＡの様式例

故障毎に推定原因を記入する

弱点の改善→高信頼性の実現

影響度

対策・検討を進め設計面の対策につなげる

図表3-2-2-① トヨタにおけるリスクの抽出
設計とは？：「機能」を「形」にする「技術」
設計とは？：「機能」を「形」にする「技術」
失敗を企業の財産としてｵｰﾌﾟﾝ共有化する
取組み → 副社長が中心になり不具合を
題材にして議論する体制を運用してきた。
失敗事例展示会も開催

再発防止ゼロ化に努力

問題解析
の視点と
教訓の
引き出し
に厳しい
指導！

ロバスト設計の活用：
ロバストとは？→「専門技術を高めるだけに目を向けず、関連の分野に興味を
持つことによって、安定なｼｽﾃﾑをつくることが世の中の期待
（未然防止）に合致し、結局、新しい技術進歩を見つけるきっ
かけになる」という考え方と、その実践を示す。
制御では「外乱に対する安定性を重視した制御を示す。」
従って、田口メソッドにおいては、第1段階で安定を重視したロバスト設計を行い
第２段階でアウトプット最大になるようにチューニングを行う手順をたどる。
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図表3-2-2-② トヨタにおける失敗の取り扱い
弱点探しの思想

GD3 の思想

「現実に起こってしまった
問題の原因を究明し、解決
することである。」

失敗を責める
責任問題にする

再発防止とは？
「その問題が起きない
ように防止すること」

おっ！
なんだ！

情報の
一元・
共有化

問題解決とは？

失敗対策
事例の蓄積
~資産化

①問題発見自体が発明に
①問題発見自体が発明に
通じる創造的行為である！
通じる創造的行為である！
②困っているお客様を助ける！
②困っているお客様を助ける！
トヨタ自動車の監査改良
トヨタ自動車の監査改良
「副社長を中心に、
「副社長を中心に、
不具合を題材にした議論・
不具合を題材にした議論・
解析を通し、どう再発防止を
解析を通し、どう再発防止を
行ったかを技術的に議論する
行ったかを技術的に議論する

では、このようなシステムを活用し、どのように新製品開発ステップを定め、DRを駆使
しているか、について、その要点を解説することにする。図表３－２－３がその内容を例示し
たものだが、新製品開発時ステップは基本形そのものであり、特に他社と比べて変わった
ところはない。一般に、多くの企業では、DR運営上の問題として、DRは行うが、形式的
行っているだけ、しかも、品質面で検討すべき事項の多くが漏れ、結果として不良対策に
追われる例がある。この種の内容を産業界では『形だけのDR』という言い方をしている。
これに対し、GD3の活用はFMEAが中心となるが、トヨタ式は徹底してFMEAを各段階で
駆使している。また、その名称はDRBFMという名称、Design Review based on Failure
Modeの略称である。DRBFMの概要を図表３－２－４に示しことにする。DRBFMはDRの
場で一貫して用いる事前検討手法だが、先の図表３－２－１、右下の様式を図表３－３－
４に示す質問で補いつつDR時に検討すべき内容を取り上げ、進めて行く方式が特徴となっ
ている。
DRBFM の検討様式を図表３－２－４と比較し、質問のステップと検討事項を示すと、
図表３－２－５－①と②のようになる。この図をご覧いただくと、DRBFM が事前検討段階
で製造容易性を含め、あらゆる問題を事前検討して行く中核になっていることがわかる。
ここには、自動車に独特の内容であろうか、種になる新車の案を変更しつつ、変更点の心
配ごとをこなすシステムである、という、自動車独特の新製品開発システムになっている
状況が示されている。
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図表3-2-3 トヨタＧＤ３における新製品開発ステップ
とＤＲの位置づけ
形式的な
DRになって
いないか？

製品企画
製品企画
基本設計構想
DRBFM
構造図のDR

設 計

① 開発時、何回もDRは行っているが、
問題がなかなか摘出されない。
② 全ての問題を摘出～事前検討したか？
自信が持てない。
③ 問題が繰り返す度に
会議が多くなる。

DRBFM
試作図面のDR

試 作
設計変更
評価

量産準備
DRBFM
工程のDR

DRBFM
試作完了品のDR

量産化

各種検討・
解析事項
① 設計に反映すべきか？
② 評価へ反映すべきか？
③ 製造工程へ反映
すべきか？

図表3-2-4 トヨタＧＤ３に用いるＤＲＢＦＭのステップ
FMEA
基本

DRBFM （Design Review based on Failure Mode)
応用へ

設計者：何を変えましたか？

DRBFM ﾜｰｸｼｰﾄ
設計者：心配な点はありますか？

ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝの場で検討

関係者が見て、他に心配点は？
設計者：心配が実際に現れる場合は
どのような場合ですか？

設計者：お客様にどのような影響を
与えますか
関係者が見て、他に影響はないか？
設計者：あなたは心配点が出ないように
どのような対処をしましたか？
関係者が見て、他に対処すべき事はないか？
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知恵 を集 約 ！

関係者が見て、他に原因はないか？

図表3-2-5-① トヨタにおけるでＤＲＢＦＭのステップと
定められた様式への記載事項
何を変えま したか？
心配な点 は ありま すか ？
他に心 配点は ？
心配が実 際に現れる 場合は
どのような場合 ですか？
他に原 因は ないか？
お客様にどのよ うな影 響を
与えま すか？
他に影 響は ないか？
あな たは心 配点が 出ないよ うに
どのような対処を しまし たか？
他に対 処 すべき事 はないか ？
部
品
名

変更点

変更点が
もたら機能
の損失？

機
能

変更点 に

どのような場合

お客様

よる心配点

に生じる か

への影響

ほかに心配
ごとはないか？
DRBFM

要因
原因？

対策検討の
DRBFM へ
DR会議

他に考える べき
要因はないか？
DRBFM ？

図表3-2-5-② トヨタにおけるでＤＲＢＦＭのステップ
と
何を変えま したか？
定められた様式への記載事項
心配な点 は ありま すか ？
他に心 配点は ？
心配が実 際に現れる 場合は
どのような場合 ですか？
他に原 因は ないか？
お客様にどのよ うな影 響を
与えま すか？
他に影 響は ないか？
あな たは心 配点が 出ないよ うに
どのような対処を しまし たか？
他に対 処 すべき事 はないか ？

問題点抽出
DRBFM

心配ごとを

優

除くために
どのような
設計を

先
度
？

DRBFM で示
された設 計へ
反映 すべき
項目？

DRBFM で示
された評 価へ

担当
期限

担当
期限

したか？

想定する問題

反映 すべき
項目は？

DRBFM で示
された製 造
工程へ反 映
すべき 項目？

対策の具体化
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担当
期限

対策の
結果？

DRBFMを含め、どのような事前検討システムを用いても、DRの中味と運営の内容が不
良を出さない決め手となる。この対策をGD3ではどのように行っているか、について見て行
くことにする。図表３－２－６はGD3におけるDRの進め方を示した内容の一例である。この
図表に示す如く、GD3では、DRに当たって、次の 3 点が実施されている。
① あらゆる意見を聞き、解析を進める。
② 出来得る視点で解析し、教訓と対策可能性を引き出す、という点に配慮しながらの
DR を運営している。ここには、リスク対策にモレが生じるのは会社のシステムとそ
の運用に未だ改善すべき点がある、という立場でものごとを考えて行く取り組みがな
されているようである。本研究会でも GD3 を体験された企業があったが、ここに記
載した内容を忠実に実施した結果、
「自分の責任で問題が発生するのではなく、問題解決の
方法を見つけ、防止することが設計者の責務と自覚した。
」という内容が製品設計者の方々
に強く認識された、という感想を得ている。

図表3-2-6 ＧＤ３におけるＤＲ（Good

Design Review）

の要点

事前検討・対策
事前検討・対策
に活かす
に活かす

①見えるところを見る

②見えないところ
を見る

想定原因
想定対策
＝空理空論対策の
恐れあり！

③比較して見る。
並べて見る。
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④簡単な方法で見る。

３－３、

事件調査と事実発見

新製品開発に当たって、特に、目標とすべき製品実現のためには、単に、新製品を創出
すれば良いというだけでなく、製品を評価する評価手段や道具（機器など）の配慮が必要
になる。特に、技術的な問題を解析する場合、その内容が事件捜査に似ていることがある。
このような意味合いから、異分野で同種の取り組みがなされている、殺人や事件解決に努
力する科学捜査の進め方を研究した。その結果、事実分析を基に調査する内容に多く、参
考にすべき点が発掘されたのでここに紹介することにした。

（１）科学捜査の事例と分析
【事件１】

顔写真から犯人を割り出す技術

以下、事例と共にここに紹介するのは国際的、歴史的に有名な科学捜査成功例ばかりで
ある。まず、そのひとつである顔写真から犯人を割り出すことを成功させた事例を紹介す
ることにする。
ドレフュス氏という人物がいた。この方は機密情報漏洩の張本人として、国家反逆罪の
嫌疑をかけられたが、「まったく身に覚えがない」という事件であった。しかも、氏はユダ
ヤ系、捜査の中心人物であったアンリ少佐は妬み屋として知られた人であり、直感だけで
犯人に仕立てあげてしまった。その事件の証拠は､単に、性別、年齢、髪の毛の形と色、肌
色、それにいかにもぼやけている顔写真が添えられている程度のものであり、本人とは断
定できなかったからであった。
その後、この事件はトリノ大学医学部教授のロンブローゾ氏の科学的検証によっては、
解決されるに至った。ロンブローゾ氏は、犯罪の人類学的研究に専心していた方だが、犯
罪者の頭蓋 383 個を解剖し、5907 人の体格を調査するという、今ならばおぞましさを感じ
させる研究を進め、犯罪人の人類学的特長を自分なりにまとめあげ、
「生来犯人」という観
念を作り上げていたからであった。そこでは、過去情報を徹底的に整理し、その中から人
的な特徴を浮き彫りにして行く方式が採られた。一種の統計の応用でる。研究の成果は次
のような内容である。
(ｲ)

一人の人間について、11 個の測定項目を定めた。

(ﾛ)

11 項目で二人の人間が完全に一致する確率は 400 万分の 1 と特定できる。

このような分析を用いて捜査を行ったベルティオン氏がこの事件を見事に解決させた。
ある捜査官がある容疑者の身元を探しあぐねていた時、ベルティオン氏を思い出した。こ
のため、早速、その容疑者であったドレフュス氏をベルティヨンの作業部屋に連れていっ
た。そして、人体測定を行った結果、11 項目を頼りに分析を進める方式で一致を見た。ま
た、偶然にも、その容疑者の名乗る名前が過去の記録簿にあり、顔の特徴が一致していた
し、容疑者として登録されていた 5 人の一人だった。だが、この時点で、捜査官は「これ
はもう、今回も偽名であることに間違いないと直感した。」そこで、「生来犯人」理論を用
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いて彼を問い詰めた。その結果、容疑者はあっさりと自供し、自分の本名を明かしたそう
である。写真がぼやけていても犯人を割り出すことが出来たのは 11 項目のチェックポイン
トで判別が可能であり、反論できない事実が示されたからであった。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
この事例においては、調査に基づき蓄積したデーターとその活用法が述べられている。
まず、過去の蓄積情報を分析・整理し体系化する。次に、この情報を検索し、現在問題と
なっている事例と照合し結論を得るという情報システムである。新製品研究開発における
取り組みにもこれに似た事例が多くあるはずである。例えば、過去クレームの再発防止の
チェック、更には、新技術や問題解決法を集め、整理したデーターベースを利用して解決
策を得る策などである。IT 化に当たっては照合技術を含め、過去の蓄積情報の利用が極め
て重要になるが、この事例はそういった局面が利用すべきである。
【事件２】モナリザ失踪、指紋による犯人の割り出し
ベルティヨン氏は、指紋法の発明者として伝えられている。本当は誤った解釈だそうだ
が、そうなってしまっている。この話は別として、指紋が犯罪捜査でいろいろと手柄をた
てる事例を頻繁に耳にするにつれて、彼もようやく指紋法を自分の人体測定法に部分的に
加える決心をしたそうである。そして、顔写真と指紋を組み合わせた方式として、一般に
は「ベルティヨナージュ」の名で知られる個人識別票を編み出した。折しも、この指紋判
定が難題な事件を解決してしまうことになる。1911 年 8 月 21 日、レオナルド・ダ・ヴィ
ンチの名画「モナリザ」が忽然とルーヴル美術館から消えた。休館日の月曜日のことであ
った。捜査官たちは犯人にたどりつく目撃証言や証拠物件の収集にやっきとなった。だが、
間もなくガラス・ケースだけが、館員専用の階段で発見された。そのうちの一人がふと、
窓から斜めに差し込む太陽光線に反応するように、ガラス・ケースの一部に楕円形をした
小さな斑点状の影模様の見られることに気づいた。よく見ると、まぎれもない指紋の跡で
ある。
この時代、既に、指紋の検出はフランスの医師オベールが、汗の中の塩素を硝酸塩と反
応させて、指紋を白い隆線としてはっきりと見えるようにする方法を考案していた。そこ
で、早速に指紋を取られ照合しながら犯人探しが開始された。その結果、レオナルド、本
名をペルージアと称するペンキ職人が、ルーヴル美術館の休館日に,ペンキ職人仲間が美術
館で働いていた情報と共に、仲間を訪ねる装いで、警備員の目をかすめて館内に侵入した
ことや、モナリザを盗み出したことまでが解けた。後で判ったことだが、ペルージアはこ
れまでに数回にわたる窃盗の逮捕歴を持っていた。この事件では、特に、指紋一致が言い
逃れのない犯人特定をなした事件であった。
現在、指紋はコンピュータを用いて一致度を見る手法が開発されている。この功績はヘ
ンリー氏とされているが、彼のかたわらにはいつもいた二人の優秀なインド人の指紋専門
官、アジズル・ヘイク氏とチャンドラ・ボーズ氏の援助で出来た分類法によるものとされ
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ている。ここにも多くの技術開発の苦労があったそうである。だが、指紋をＸ軸とＹ軸の
二座標軸平面に中心点となるべき指紋形状（指紋の中心点やデルタ）を定めて、それを規
準にして微細形状の位置や方位を照合する方法が開発された結果、今、我々が見るような
照合方式が完成したとのことである。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
今や指紋判定は犯人特定手法の代表例である。また、耳紋という検証技術もこの応用で
ある。人が耳をドアーなどの押し当てると後がつくが、その模様が人によって異なること
を識別して個人の特定をする判定法である。目の網膜のパターンを識別して防犯機に活用
する技術も IT 化の進展と共に進んでいる昨今である。だが、この判定法が開発された当時、
この手法は新技術であった。この新評価技術をこの事例では３つの方式で具体化させ犯人
特定に利用している。①指紋の分類と整理による検索・犯人特定方式の確立。②ここには
詳しく解説していないが、偶然だったが、ガラスについた指紋は 15 度～30 度の角度で存在
がつかめることが判った。このような探求技術、そして、③硝酸塩を用いて画像を明確化
させる画像処理技術があって、問題解決が早まっている。このように、この事例を見ると、
新たな評価技術はその利用法の探求が事実分析に極めて大切なことがわかる。評価技術の
発達と駆使によって製品評価と共に技術の進展が大きく進むことは、科学技術界の自明の
理となっているが、この事例はその種の内容を示す例である。
【事例３】銃のライフルマーク分析
銃を発射すると、銃に固有のライフルマークがつく。この鑑定法の発見と活用は 1927 年
6 月にローウェル・コミッティー氏による。新しく開発したライフルマーク分析を用い、氏
は早速、銃器鑑定の技術に採用した例があったので紹介することにする。ある殺人事件で
ある。そこでは、氏は、サッコ氏から押収した銃を実際に発射して、弾丸と打殻薬莢を回
収し、被害者から取り出した弾丸や犯行現場で回収した打殻薬莢などと比較すれば、サッ
コ氏の銃が反抗に使われたかどうかを判断する手がかりが得られるはずだ、という見解を
持った。サッコ氏は「犯人ではない。」と言い張るが銃の所有者であり、発射した疑いがあ
ったからであった。早速、コミッティー氏はサッコ氏の拳銃を用い分厚く詰めに綿に向け
て弾丸が発射した。打ち込んだ弾丸は、詰め綿に打ち込まれるため損傷は少なく、使用し
た銃器のライフルマークをよく再現しているはず、という条件での発射だった。この試射
弾と、死体から取り出した弾を比較した結果、ライフルマークは正に、サッコのコルトか
ら発射されたものであった。このため、サッコ氏は言い逃れが出来なくなり全てを自白し
たわけであった。
その後、この解析はアルカポネの時代、米国における「聖バレンタインデーの大虐殺」
で使われた。1929 年 2 月 13 日カポネが復讐に出た事件のことであった。7 名がマシンガン
で腹、胸、頭を打ち抜かれ、血の海の中に倒れ込んだ。警察の手入れを装って、手下を送
り込んだカポネの巧妙な報復であった。結論は簡単であった。ライフルマークの照合の結
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果、大虐殺事件に使われた弾丸、打殻薬莢の痕跡、形状とも、試射のものとよく一致し、
大虐殺事件の犯人達の犯行の行動や、その事実関係が科学的に立証ていったからであった。
この技術は、その後、比較顕微鏡という評価技術と共に、更に発展していった。そして、
この技術は新たな事件解決の道具となっていった。その例は次に示す事件で活用された。
その後、ある事件が米国で起きた。事件に残ったものは小さな木片だった。そこで、ケー
ラーの専門である顕微鏡による調査を始めた。まず、たて木 16 と欠落部分のあった床板と
が相互に比較された。幸運なことに、両方の間を埋めると思われる木片も発見されていた。
それを間にして、16 と欠落部分のあった床板の木目模様を顕微鏡下で割れ目をあわせたが、
割れ目が全く一致した。また、屋根裏の床板を 5 センチほど狭くして 16 をつくったときの
切れ端も見つかった。16 とその切れ端を合わせてできた材木片の年輪模様を調べると、ほ
ぼ完全に一致していた。さらに実験的な検証も行なわれた。そこで、分析官は、まず、ハ
ウプトマンの家のガレージから押収したかんなで、梯子の横木に使われたと同じポンデロ
ーサマツ材の板にかんな痕をつくった。その痕跡を梯子の横木の痕跡と比較した。カンナ
の刃には、多少とも刃こぼれが生じるので、それがかんなの個性ともなるのである。梯子
の横木 1、6、10 のかんなの痕跡と、ガレージから押収したカンナによる痕跡はよく一致し
ていた。
この種の 2 者一致照合技術はこのような事件解決と共に、各方面で応用技術が開発され
ていった。例えば、そのような例の一つに米国におけるリンドバーグ愛児誘拐殺人事件が
ある。この事件は、人の声の周波数成分・分布状況を図に描いた声紋を、人の声の識別に
利用する研究が開始されたことで名が知られる事件である。1945 年ごろにベル研究所がサ
ウンド・スペクトルグラフと呼ぶ音声分析装置を開発したことも、この種の照合技術の発
展を大きく助けたそうである。以来、この装置を利用する技術も世界に大きく広まったそ
うである。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
銃の弾道検査も今や有名な照合法のいとつとなっている。加えて、この事件ではカンナ
傷も弾道検査と同じ扱いを行い、事件の照合信頼性をあげた例を示している。この例は、
弾道検査だけに評価技術を限らず、同じ手法を弾道→カンナ傷、・・・と応用して行くこと
を示唆している。この種の例に示すように、ひとつの技術知見の発掘がきっかけになり、
多くの展開を見せた例は科学技術には多くの例を見ることができる。例を示すことにする。
古い話になるが、各種Ｓｉ材料を開発当時、水素気中でＳｉを用いた電池開発を進めて
いたグループが水素切れで実験を失敗した結果、Ｓｉの表面に酸化膜を発生させるという
事故があった。この内容はそのまま放置されればそのままだったが、集積回路を模索する
グループがこの事実を利用したことから P-N ダイオードを実現させた。この技術はその後、
大きく進化し、現在の超 LSI の発展の基をつくった。例は、対象は異なるが評価技術の開
発が製品の進歩を大きく促した、という例であり、技術的な発展面で弾道検査の発展と類
似性が高い。弾道検査→木片の照合→カンナ傷の照合・・・といった展開は、ひとつ評価
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技術を応用展開することの重要視を示唆するからである。
【事例４】DNA 鑑定
現在、DAN 鑑定は多くの事件の場で活用され、有名になっている。この技術が最初に開
発され、活用された時、極めて面白い例があったので紹介することにする。王妃マリー・
アントワネットの子ルイ 17 世は 1792 年 8 月 10 日の人民蜂起に端を発した王政転覆によ
り、パリのタンプル牢獄に両親と共に幽閉された。翌 93 年 1 月 21 日、父がギロチンの犠
牲になったあと、母も間もなく処刑された。10 歳という年若い王子も 95 年に死亡したと伝
えられた。しかし、それが身代わりの少年であったとのうわさが流れ出した。そのためか、
「自分こそルイ 17 世」と称する人間がたくさん現われた。そこで、イギリスのレスター大
学遺伝教授ジェフリーは、科学誌『ネイチャー』に DNA 指紋法を発表した。この方法によ
ると、指などの指紋法と同じぐらいに、個人の一人一人を識別できるというものであった。
その当時、多くの報道も手伝って、
「遺伝子指紋」の名が世に広まった。ところで、ルイ 17
世にまつわる話だが、真偽を確かめる調査が、200 年ほども経って、ベルギーの研究者たち
によって開始されたが、両方の DNA 型はまったく違っていた。母子である事実は微塵もな
かったわけであった。幽閉されたルイ 17 世が死んだとき、遺体は解剖され、医師が心臓を
持ち出していたが、その心臓は長い間、寺院に手厚く安置されていたそうである。調査に
当たって、関係者は、母アントワネットの遺髪と、この心臓の組織との DNA 型が調べた。
そして、この DNA 鑑定結果では、寸分の違いもなく両方は一致し、まぎれもない母子であ
ることが証明された。ルイ 17 世は幽閉後、病気にかかって 10 歳で死亡したというささや
かな歴史的事実を、科学捜査の新しい手法が解き明かしたことで、DNA 鑑定は一躍有名に
なった。ちなみに、DNA 鑑定においては、証拠物件の型を 50 億分の一人までに絞り込む
ことができる。このくらい識別が可能になれば、事件の犯人などは、もう言い逃れはでき
ない、とされている。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
DNA 鑑定は犯人特定の技術として、また、今後、人工皮膚など医療上の対策や遺伝子組
み替えによる新種開発など、多くの分野で研究が期待されている。この種の内容は新産業
開発に伴う内容であるが、ここに述べた内容はそれとは異なる。即ち権威ある評価技法の
利用法である。この鑑定でルイ 17 世の真実が特定出来たわけでが、権威ある評価手段を使
った製品は品質面で確実な保証が得られることに相通じる内容が示されている。このよう
な意味合いから、製品実現を補償するためには、DNA 鑑定に相当する権威ある技術評価手
段の利用が重要になる。要は、権威ある評価技法を用いた製品は製品の評価の価値をあげ、
顧客の信用を大きく受ける結果となるからである。このように、製品評価に当たっては、
評価・信頼の高い評価技法を発掘し、利用することは品質保証上の重要な用件となる。
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【事例５】毒物判定
毒物判定の発端は、スペイン生まれの毒物学者マチュー・オルフィラ氏によるものであ
る、とされている。砒素を含むいろいろな金属毒が、体内に入ると胃や腸で吸収された判
定においては、肺臓・肝臓・腎臓さらに毛髪や爪に取り込まれて、そこに長く蓄積される
が、この判定法では、臓器にどのような毒物が、どれくらいの量で含まれているかまで判
るそうである。この評価技術も、このような分析技術が基になり、その後ドイツの化学者
フリードリッヒ・オット氏が改良を加え、迅速な毒物の系統的分離抽出法、スタース－オ
ット法となった。なお、炭疽菌、ボツリヌス菌、真菌などが造り出す外毒素の検証は、外
毒素自体はほとんどがたんぱく質性の化学物質であることから、化学兵器の検証に準じて
ガスクロマトグラフィー、赤外吸収分光法、質量分析法などを使って実施されるそうであ
る。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
毒物判定は最近、夏祭りにカレーライスに砒素を混入させ多数の死亡者を出した事件で
再評価されている。林という女性を中心にシロアリ駆除に用いていた砒素を殺人目的で使
用した例である。砒素は全く一致するという分析結果だった。林の前髪に残った微量物の
砒素の検査でそこまでの判定ができる内容に多くの方々が驚嘆された記憶はまだ新しく残
っている方々が多いのではないだろうか、毒物判定はいろいろな手段を駆使して物質の特
定を行うが、製品品質の成分、異物や化学、金属製品の製品特性に対する各種、または、
微量成分への影響なども各種の評価手段を活用して問題と原因の判定が行われる。
新製品開発の場でも、この考え方は利用すべきである。時には、ある物質が微量でも製
品に悪影響を及ぼしたり、特性を大きく変化させる例が多々あるからである。そのような
物質の検出においては、各種の判定、評価方式を整理、区分して、データーベースかして
おき、必要時に最適手段を抽出し、成分や混入物の特定に活用することが重要になる事例
の方式を用い、このような討論をしているとき、折良く、この種の内容に全く合致した科
学捜査事例に巡り会ったので、次にその事例を紹介することにする。また、この技術の応
用も調査したので以降に例示することにする。
【事例６】科学捜査の事例
米国での科学捜査の内容を紹介しここまでに紹介した手法をどのように事件解決に活用
した実践例を示すことにする。この事例には解析力の素晴らしさ、また、走査型電子顕微
鏡の活用、データーベースとなる資料の蓄積と照合が事件解決に大きく役だった例である。
ここに示す内容は新製品開発時に製品評価を行う時、また、各種問題の原因を究明する対
策にそのまま当てはめることができる点が多い。では、事例の紹介に入ることにする。
事件は女性の絞殺死体発見から話は始まる。トウモロコシ畑に女性の死体があるという
連絡が警察に入った。この連絡を受けたノースカロイナ州警察員達は現場に駆けつけた。
この時点では女性の推定年齢 20～30 歳前半、死亡推定時刻は前日の 10 時～午前 3 時頃で
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あり、着衣に乱れはなかったが首にはロープで絞めたような傷があった。早速、警察は他
殺ということで捜査を開始した。まず身元確認から捜査を開始したが、免許証やクレジッ
トカードなどの所持品は全く無く、衣服のみが手がかりとして存在するだけであった。そ
こで被害者の写真を撮り、これを頼りにトウモロコシ畑の近隣の聞き込み捜査をした。だ
が、犯人の手がかりは全く得られなかった。そこで、全米の捜索者願いのファイルを開き
これも IT 調査したが、何も手がかりは得られなかった。この事件は広大なトウモロコシ畑
での出来事である。当然、人通りは全くなく、鑑識からは凶器を始め､手がかりになる足跡
など何もない状況だった。このままでは死亡者の名前も手がかりも全くないまま事件は迷
宮入りになる危険があった。
このような状況で 1 月が過ぎたとき。担当刑事の一人が、
「こうなったらあのパレニック
さんにお願いするしかない。」と決断した。このスキップ・パレニック氏は科学捜査を進め
る法医顕微鏡官である。驚異的なことだが、何と、この事件は氏が担当し、事件は 1 週間
で解決したからであった。その状況は実に論理的でスピーディーな内容であった。その手
順は次に示す通りである。
パレニック氏はミクロ単位の塵やホコリからでも捜査の手がかりを見つける捜査を行う
方であり、今まで多くの難問を解決してきた方である。今回の捜査の手がかりは衣類と靴､
靴下だけであった。氏の捜査は最先端の様々な顕微鏡を駆使して事件の手がかりを捜査す
る仕事だが、まず、氏は被害者の靴に付着していた小さな土を取り出した。彼の研究室に
は世界中から集めた砂や土、人間の毛髪、木材や花粉、各種動物の毛などがデーターベー
スとして 1 万種ものサンプルが保管されている。彼は、まず、取り出した土とデーターベ
ースにある土壌と比較した。その結果、もう次の日の内には「殺人者はトウモロコシ畑の
付近で殺害されたのではなく、殺害後に遠地から運ばれてきた」と、事件担当の警察へ伝
えた。靴に付着していた土が付近のものではなかったからであった。彼は、土の成分と形
状を顕微鏡で分析し、この解を得たわけであったが、靴底についた土はトウモロコシ畑の
土ではないこと。また、もし被害者がこの付近を歩けば靴に土がつくはずだが、そのよう
な内容も靴に全く痕跡が無かったからであった。では何処の土か、ということになる。彼
は収集した土を用い電子顕微鏡を通しエネルギー分散型顕微鏡で分析、含有成分をとらえ
た。その結果、ジルコニアが多いことをつかみ、米国全土から集められた 3000 種のサンプ
ルと照合した。その結果、3 つの地域に同じ土が存在することをつかんだ。
① 1200Km はなれたイリノイ州ミシシッピイ川上流
② 現場から 500Km 離れたアバラチアン山脈一帯
③ 現場から 200Km 離れたサウスカロライナ州境ワイリー湖周辺であった。
更に、彼は靴底の土の中から花粉を発見した。この花粉はハエトリ草の花粉だった。花
粉は花が咲く時期に限定される。この花はアメリカ全土に 6 月～7 月に咲くが、彼は３つの
候補地の中から、対象の花粉は③のワイリー湖周辺と特定した。その理由は、３つの地域
は標高も地域も離れているため気候が微妙に異なり花の咲く時期がことなる。①は気温が
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低く 7 月下旬、②は標高が高く 8 月頃であり、殺人の時期 6 月の下旬ではなかったからで
あった。
この情報を受けた捜査員は、早速、殺された女性の写真を持ちワイリー湖付近の捜索を
開始したが、すぐに、その女性の身元が判明した。殺害された女性はワイリー湖付近の喫
茶店で働くマーサ・クレイクさんだった。彼女はバージニア州からやってきた女性で親と
は音信不通だった。しかも、彼女は時々無断欠勤するので雇用者も勝手に辞めたものと思
い込んでいた。このため捜査願いは出していなかったそうである。このようなことまでは
判ったが、容疑者の発掘に捜査員達は苦労していた。このような時、更なる科学捜査を進
めていたパレニック氏から「犯人は牧場の近くに住む人です。牧場も羊の牧場です。」とい
う情報が警官達に入った。その理由は残存成分分析によるものであり、被害者の衣服の繊
維中にある種の動物性の繊維を見つけたからであった。パレニック氏が多くある動物の毛
のサンプルと比較した結果、羊の毛との一致を見たからであった。更に、氏は土の中から
牧場で使われている牧畜用のトウモロコシ資料の粒子も発見した。この情報を受け、捜査
官達は付近を捜査した結果、3 名の容疑者を特定することができた。その 3 名は次のような
人々だった。
①

A 牧場経営者マイケル・ウイリアムズ氏 36 歳

②

B 牧場の作業者ジェームス・オリバー氏 35 歳

③

C 牧場と取引している乳飲料メーカーの会社員ビル・スミス氏 33 歳

3 人はそれぞれ尋問を受けた。だが全員にアリバイがあった。だが、このような状況でも、
パレニック氏はその証言を覆し犯人を特定した。その理由は、容疑者が尋問されアリバイ
を主張しているとき、パレニック氏はそれに平行して 3 人の自動車に付着していた泥除け
の土を採取していたからであった。氏の研究によると、土は自動車が走るうちに、まるで
年輪のように走った地域の土が付着する性質がある。氏はこの性質を利用して 3 人の車の
泥除けについて土の分析を進め、死体放置の場所であったトウモロコシ畑と照合する中か
ら、①のマイケル氏を特定したわけであった。マイケル氏は「釣りをしていた。
」と言い張
った、証人までつくる行動をとっていた。だが、これは昼間のことであった。殺人後、車
に載せ､釣りをし、知り合いに姿を見せ証人づくりをするという行動を取っていたのである。
犯人であるマイケル氏は、「死体は夜になってから 200Km 車を走らせトウモロコシ畑に死
体を捨てればアリバイはできる。」と考えていた。だが、全ての証拠が揃い、マイケル氏は
言い訳できなくなり、とうとう自白に至ったわけであった。
このように犯人特定までの経過を記載すると、パレニック氏が科学的捜査で行った行動
は実にシステマテック、かつ、整然とした問題解決内容であることが解る。米国にはこの
ような捜査を民間企業として行うところがあり、そこでは 200 名もの科学捜査官がいるそ
うだがパレニック氏はその中で指導的な方だそうである。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
この事件の解析内容は事実に基づき、極めてシステマテックである。我々は新製品開発
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の場にこの種の方式を持ち込み、他山に学べ、ということにしたい。このような観点に立
ち例を分析すると次のような管理ポイントが明確になる。
① 分析に当たっての切り口と、システマテックな解析手順
② 科学的捜査に活用する評価機器の存在と利用技術、そして、
③ 過去情報にあたる､整理された的確、かつ、膨大な比較可能なデーターベースの存在
である。
この内容は、正に、新製品開発に当たって評価技術を活用する姿に似ている。たとえ事
件捜査という他山の石ではあっても、取り入れる内容ばかりである。例えば、ベテランが
持つ経験や知恵を集める内容はデーターベース化させ DR の場で問題点検討を進める対策
が挙げられる。この対象は項目の②に相当する。また、問題を感じた場合の分析～問題解
決アプローチをシステム化させ、スピードアップさせる内容は項目①であり、定量的、ま
た、的確な評価機器の活用は項目③の内容に匹敵する。更に、新製品開発研究に当たり,こ
こに、IT 活用はここに大きな役割を果たす期待がある。

（２）

各種センサーの利用と、その応用技術

事件の犯人捜査の内容を示したが、このような事例紹介に留まると、単に、各種の検証
技術が事件捜査の範疇を出ないままになってしまう。そこで話を戻し、製造部門における
同種・類似の解析例を挙げ、比較しながら、その類似性を紹介探ることにする。

① ペイントの色合わせ対策（谷口インキ製造㈱）
カラー印刷の色合わせは職人技を必要とする大変な仕事である。また、この種のベテラ
ンになるには 20 年近くもの年月を要する仕事だそうである。この対策にいち早く IT 化を
進め、かつて印刷会社でインク調合にベテランでも 2～3 時間を要していた作業を 2～3 分
で終了させる技術を実現させた例を、ここに紹介することにする。このような技術開発を
行ったメーカーは東京都・荒川にある 100 名ほどの谷口インキ製造である。このメーカー
でこのような調合機を平成 5 年に 1 号機を開発したが、その内容は次の通りであった。
(ｲ) オフセット印刷は黄・紅・藍・墨の 4 色の調合で特色という多数の特徴ある色を調
合してつくる仕事である。まず、過去､調合した色を分光分析で把握する。
(ｲ) 次に、分光分析で分析結果をデーターとしてコンピュータ画面に示す。その後、デー
ターベースを利用してコンピュータ上にインプットした色に類似の調合パタンを検
索する。
(ﾛ) 照合が一致すると（または、近似の対象を把握すると）、データーベースに指定され
た 4 色調合パタンに従って自動的に、各々のインクカートリッジからインクが必要量
払いだされ、振動調合され完成品となる。
(ﾊ) 調合したインクは、全てではないが、簡易印刷機にかけられ(評価設備)、調合の具合
を評価する設備がある。もし、この設備を用いてサンプルと比較して差異が生じた場
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合、職人の力を借りて調合し直すが､そのデーターは新たにコンピュータへ取り込ま
れデーターベース化され､以降のインク調合のために活用される。
(ﾆ) 1 号機開発以降、IT 化の進展に伴い、また、顧客である印刷メーカーは費用低減のた
め郊外に移りつつある現状に対応して、色の評価設備を顧客である印刷メーカーへ設
置願い、通信を介して配合用のデーターを入手、配合したインクを宅急便にて拝送す
る仕組みも運用している。
(ﾎ) なお、現在、谷口インキでは、この手法は UV インキなど他のインキへも展開中だそ
うである。
以上がインキ調合システムであり、その状況は図表３－３－１のようになる。

図表3-3-1 特殊刷り用インク調合機の構成
（谷口インキ製造㈱の例）
① パソコン解析
② データーベースから調合パタン
の検索
③ 黄色・紅色・藍色・墨色4色の
調合の決定

色データｰの分析・収集

分光分析
確認
試し刷り

特色刷見本

印刷所（顧客）納入
小ロット調合なし

一発良品

① 4色の各々の調合材料チューブ
からコンピュータによる適量
払い出し指示 → 受け皿へ
② 振動混合 → 製品化

谷口インキ製造はインキの供給メーカーであり印刷機を用いて印刷物を提供するメーカ
ーではない。だから本来業務があってこのようなシステムを完成していったわけではない
そうである。このような対応を図った理由は、印刷会社が郊外へ移り、インクの提供と調
合の相談が簡単でなかうなってきたこと、また、調色という特殊インキの販売は小ロット
であり、超ベテラン作業者を必要とする仕事である。しかし、その割に当時は採算性の低
い仕事であった。ちなみに、調合という仕事をベテランが行うと 2 時間以上を要するから
であり、また、多くのインクを混ぜて行い、その 1 部しか使わないが、コップ 1 杯の塗料
に対しドラム缶 1 缶程度という内容を見ても、この仕事の大変さと無駄なインキが生じる
ことがわかる。この問題の状況から、いかにこの対策が有効であるかが理解される。また、
更に、このようにして調合したインキも、残分を次の注文品に活用するため保管しておく
ことが多い。だが、特色の名が示すとおり、デザイナーが同じ色を使うことは、その特徴
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がない、ということで変更させることが多く、その再利用頻度はほとんどない、というの
が実態とのことであった。そのため折角造ったインキもムダになる。更に、調合インキは
余り長い保管をすると表面に膜が出来る。変質するなどの理由から使えないので廃却せざ
るを得ないという事態となっていた。このような製品環境で、顧客にとっては多種少量で
難題を抱える材料となっていた。
このような問題を谷口インキ製造では IT 利用と共に解決たわけだが、ここには、異業種
交流による機器の開発、大学に技術者を送り色の分析技術とデーターベース化を図る、と
いう努力があった。その結果、業界では不可能とさえ思われた技術を具体化させた。
【Ｎ－ＴＺＤ研究会の討論で得た内容】
では、この例を先の事件捜査と比較してみることにする。谷口インキ製造の成功の要因
は IT＋自動機＋ノウハウのデーターベース化で実現させた点にあった。この取組みの内容
は、先に解説した犯人の指紋判定やパレニック氏の犯罪捜査技術に類似する内容がある。
この種の技術対策を金属工学ではアロイ・デザインと言われる。投入材を計測した記録と、
結果として得られる産出物の性状を詳細に評価し、データーベース化させた記録の利用を
分類､体系化して、これから製造する材料の調合を図る技術的対策である。もし、この種の
手法を新製品開発段階に用いれば、製品構想段階で蓄積情報の有効な活用方式が具体化す
る可能性が高まるのではないかと考える。

② プラスチックの素材判定技術
谷口インキ製造やアロイ・デザインに類似する例としてプラスチック配合を評価する機器
を紹介することにする。プラスチックは多くの素材を混ぜて製造するため外から見た目で
はなかなか判別が難しい。黒色は光を吸収してしまうので難があるが、現在プラスチック
を分光分析し、成分分析の結果を行いプラスチックの種類を判定する装置がオプト工業
（TEL･FAX：3-3270-2775）から販売されている。この分析法はリサイクル対策を目的に開
発された手法である。具体的な検出・評価手段は次のようになる。
① NASA で火星探査用に開発した有機物を検査する素子を利用している。
② パソコンによる大量情報のデーターをスピード処理し、既に蓄えられた類似プラスチ
ック分光分析パタンと比較する。
③ 識別にインドの考古学で生まれた分類統計学を用い、類似の物質も少しの特性差異を
見つけ分類する。
という３つが組み合わされたものである。少ないサンプルでも瞬時に成分分析を通してプ
ラスチック種を判定できることがこの方式の特徴である。更に、混合物質の判定や 2 種の
プラスチック片を混合しながら分析しても、その混合比率とプラスチック種を提供するこ
とができる、という程に素晴らしい分析内容である。この分析器は直接に成分を分光分析
しているため精度が高いことで知られている（但し、黒色は光を吸収するので難しい。ま
た、表面に塗装をしたものは判別が難しい）。

66

③ レンズ磨きと、その精度評価
レンズの研磨の精度向上はカメラを始め、超 LSI 製造などにおいては重要、かつ、不可
欠な内容を持つ。多くのレンズは研磨粉をお椀のような治具を用い、表面にコールタール
などをつけ、研磨粉を保持しながら押し当てて研磨する、という手法がとられてきた。こ
の際、研磨のためガラスの温度上昇があり、研磨精度を保つのは大変な仕事になっていた。
この対策は網目状にコールタールをつける工夫で熱影響の問題を解決した。だが、研磨精
度は更に増すばかりであり、現在はミクロン単位の研磨を追及している段階である。測定
と研磨を繰り返す工夫がここに必要になるが、今や、ハイテク企業では、既に、研磨状況
を判定しながら研磨する方法が研究され活用されている。具体的には、研磨＋検出・評価
システムの活用である。この詳細は各社の極秘事項であるが、当然のことながら、ここに
IT の活用がなされている。この内容だけで対象は異なるが評価技術の応用が読者の方々に
はご理解いただけると考える。丁度、走査型顕微鏡で物質の特性を判別するようにレンズ
の表面の研磨状況を測定、把握する対策、レンズは理想状態の研磨が必要になるから、多
くのデーターから研磨方式を選択して研磨する。・・・という内容である。データーベース
と研磨の制御がレンズを磨いた状況を把握、評価しながらの加工であることが理解される
であろう。

④

その他の評価技術

詳しい解説は省略する、また、この種の兵器開発は本研究会の活動とは全く関係ないが、
先に行われたイラク戦争では米国が最新兵器を駆使して短期間に戦争を終結に近づけた。
その詳細は省略するが、最新兵器には各種のセンサーや評価手段が活用されている。しか
も驚異的な内容が多い。企業で活用可能な技術発掘も参考になる可能性もあるので、研究
会としては、一応、図表３－３－２に一覧化して紹介することにした。

図表 3-3-2 最先端兵器に見る評価技術の例
No.
１

技術名

解

説

戦術偵察衛星システム

偵察衛星は硬度 500 ｷﾛﾒｰﾄﾙの上空にあり約 90 分で地球を

「ウｫーファイター」

縦に 1 周する人工衛星である。重量 14 ﾄﾝ、前兆 13 ﾒｰﾄﾙ、
直径 4 ﾒｰﾄﾙのイミント・サット KH－１２は最良の時、地
上 10 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙの単位（分解能）で映像を撮ることが出来る
衛星である。地球・大気のゆらぎの関係上、これ以上の分
解能は難しいとされている。24 時間､地球全土を常時監視
するには 66 個の偵察衛星を網の目のように配備する必要
がある。この計画をウｫーファイター計画という(未完)。
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図表 3-3-2 最先端兵器に見る評価技術の例（つづき）
No.

技術名

２

早期警戒管制機
YAP-1

、

解
JSTARS

説

① YAP-1：早期警戒管制機のﾚｰﾀﾞｰは「神の眼」の名を持つ。
多目的ﾚｰﾀﾞｰを背負った航空機 E-3 は円盤型のﾚｰﾀﾞｰで
ｶﾊﾞｰする領域は 430 海里 800 ｷﾛﾒｰﾄﾙと言うから、この
内容は東京～岐阜、東京～岩手までを見通す程である。
その内容は海上を航行する船舶のひとつひとつの動き
や、関心のある目標に対してはその速度、進路などま
でを詳細に示すことが出来る。
② JSTARS：合成開口ﾚｰﾀﾞｰと言われる一種の高性能画像ﾚ
ｰﾀﾞｰである。このものは目標探知装置と組み合わせて
使い、鮮明な画像ﾏｯﾌﾟを作成すると共に、車両や火砲
陣地の位置までを画像表示できるので、地上にいる指
揮官が相手部隊を鳥瞰図のように見ることができる。
この技術は湾岸戦争時、試験段階。今は完成している。

３

トマホーク
巡航ミサイル

1991 年の湾源戦争でペルシャ湾や紅海にいる戦艦～潜水
艦から発射されﾊﾞｸﾀﾞｯﾄなどの攻撃目標を正確に爆破した
ことで有名、今回のｲﾗｸ戦争でも盛んに活用されたﾐｻｲﾙであ
る。特徴は高度 50～100ｍの低空をﾏｯﾊ 0.5～0.7 で飛行す
る。また、地図を見ながら飛行し、目標に対し 10 ﾒｰﾄﾙ以
内のﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ攻撃を行う。このようなことが可能なのは、
ｶｰﾅﾋﾞに活用している INS と TERCO というﾒﾓﾘｰに記憶さ
せた地図情報の活用、更には、DSMAC(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ対照地域相
関装置)を用い、ﾐｻｲﾙの頭部に持つｶﾒﾗ（夜間はｽﾄﾛﾎﾞも併用）
を用いて直下の地形を見ながら近隣の目標映像との対比を
行いつつｺﾝﾋﾟｭｰﾀに記憶された情報を頼りに目標へ向かう。
このために無人探査機で事前に地形を探る対処が必要にな
る。このような機能なので移動物には不向き、また、目標
のない砂漠などは航行が難しいが、ｲﾗｸの場合。飛行ｺｰｽを
極秘に定めて飛行しているようである。
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図表 3-3-2 最先端兵器に見る評価技術の例（つづき）
No.
４

技術名
UAV
Aerial

（

解

説

Unmanned 1994 年に登場した無人飛行機ｱﾌｶﾞﾝ戦争ではﾚｰﾀﾞｰ誘導ﾐｻｲ

Vehicle）

ﾙを搭載して相手を攻撃した。機首ﾉｰｽﾞ下部には電子・光学
／赤外線(EO/IR)ｶﾒﾗの入ったﾊﾟｰｻﾄﾛﾝ・ｽｶｲﾎﾞｰﾙという光学
ﾀｰﾚｯﾄを持ち、その直前のﾚﾄﾞｰﾑに合成開口画像ﾚｰﾀﾞｰ SAR
のﾌｪｰｽﾞﾄﾞ･ｱﾚｲ･ｱﾝﾃﾅが入っている。従って、このﾌﾟﾚﾃﾞｨｸﾀ
ｰと呼ばれる偵察機は昼夜・雨天・濃霧の別なく全天候偵察
や移動攻撃が可能である。更に、ｻｯﾄﾑという静止型人工衛
星と交信しつつ現地・最新の画像ﾃﾞｰﾀｰを交信できるので、
山岳部の進行も遠隔操縦可能である。

５

ステルス

湾岸戦争の時、ﾚｰﾀﾞｰ網を物ともせずﾊﾞｸﾀﾞｯﾄ中心部に有人
攻撃を行ったことで有名になった飛行機。特徴はﾚｰﾀﾞｰ吸収
構造にある。この飛行機は 1 ﾄﾝ爆弾に相当する 2000 ﾎﾟﾝﾄﾞ
級のﾚｰｻﾞｰ誘導爆弾を 2 発搭載するだけであり、目標を限
って飛び攻撃する。湾岸戦争後 GPS を搭載目的を直接照
射しなくても地図座標のﾃﾞｰﾀｰだけで攻撃可能になった。

６

空対空ミサイル

AAM と呼ばれる空対空ミサイルは相手戦闘機が攻撃する
ﾐｻｲﾙの 70％を落とす程になっている。射程距離も 185ｋｍ
特に、ｽﾊﾟﾛｰという名称を持つ空対空ﾐｻｲﾙは母機の火気管制
ﾚｰﾀﾞｰにより目標を追跡し、目標からの反射波をﾐｻｲﾙ側が受
信して目標をたたく(ﾐﾆｱｸﾃｨﾌﾞ電波ﾎｰﾐﾝｸﾞ)方式)である。こ
の他にはｿﾋﾞｴﾄのｻｲﾄﾞﾜﾝﾀﾞｰという赤外線追尾ﾎｰﾐﾝｸﾞ方式も
ある。
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３－４、 デザイン CAE による製品設計段階における評価
先の項で解説したように、製品設計段階の評価は極めて大切である。加えて、製品の評
価もよく考えてみると情報を駆使する仕事であることがわかる。科学技術の世界において
は異分野、異業種を含め多くの製品や物質の評価が行われ特許、科学技術文献、学会など
で紹介されてきた。この種の情報を IT 的に利用し、製品評価と共に、アイデア検討をスピ
ーディーに進める対策について解析を加えた一例を紹介することにする。
新製品開発の現場では、製品実現を的確、かつ、スピーディーに進める対策を平行して
進めることは極めて重要である。このような手段のひとつに科学的に製品設計情報を解析、
検証する技術のひとつに CAE がある。また、CAE は活用の仕方、分野は限られているが、
活用可能な範囲で活用すると極めて効果的な手法であることがわかっている。そこで、本
項では CAE に対する内容を紹介することにする。ここで紹介する手法はデザイン CAE で
ある。デザイン CAE は最新の技術のひとつであり、最近注目され始めたばかりの新しい技
術である。この詳細は後で詳説するが、既に数十年まえからある CAE（Computer

Aided

Engineering）の利用とその効果を示し、まず、CAE とはどのようなことが出来て、どの
ような効果があるか、という例を示すことにする。

①

プラスチック製品実現にＣＡＥ活用した過去事例の紹介

最初の例は本研究会参加者の体験談である。今から 20 年も前のことであるが、ある企業
での取り組みだが、プラスチック成型を手がけることになった。事例はここに CAE の適用
し大きな効果を得た事例である。
当時でもこの方面の CAE 解析は存在していた。ただ、大型コンピュータの活用が必要だ
ったので、経験の全くない A 社においては、専門家に設計を依頼して製品の図面か、金型
製作～生産に入る手続きをとった。A 社では、新製品段階から状来は鋳物で製造していたも
のに代わる製品化なので、失敗は許されなかった。
「一発良品立ち上げ不良・手直し無し！」
という課題を持ちプロジェクトはスタートした。具体的には、新製品開発の具体的なチェ
ックポイントを、原価は安くつくりたい。品質は最高のものにしなければならない。製品
化までの納期は最短でなければならない、といった様々な要求を含め製品化を急ぐことに
なった。当然であるが、高価な金型をつくり、試作、再設計といったやり直しは出来ない
状況であった。このように、A 社にとっては始めてのプラスチック新製品開発として環境の
中で、製品化の前に、確実に最良の製品化が一発で図れる方法がないか？と調査していた。
このような時、ある企業から、
「米国 NASA のコンピュータへ航空宇宙衛星を介してデータ
ーを送り、CAE でプラスチック成型の検証ができる。」という話が持ちかけられた。
「1 回
の計算が 40 万円程度、数回で済む。
」という内容だったので、早速、CAE で成型条件をチ
ェックすることにした。多少専門的になるが、ここでは、原価低減のためホットランナー
という手段を用い、プラスチックを金型に注入する部分が出来る出か小さくする技術を用
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いた設計だった。要は、難しい設計で新製品を立ち上げようという内容である。そこで、
早速、CAE の活用となった。専門家から多くの金型案が出されたが、その中の数種を選択
し CAE で全て検証した。また、その解析結果を用いて金型の最適設計金型を行ったが、数
回の計算、短期間で製品実現を見ることができた。その結果は予想を上回り見事なもので
あった。一発立ち上げ不良ゼロ、しかも最少コストの製品が立ち上げたからであった。こ
の種の取り組みは A 社としては、当時、始めてだった。インプットは大変だが、しかし、
後の手直し､やり直しなどの工数や投入金額を考えると、CAE を用いた成果は多大である、
と、いう評価を得た。正に、この例は蓄積情報、解析ノウハウを IT 化し利用した、という
例である。

②

CAE 活用過去事例：鋳物工場の粉塵対策（空気循環・回転率対策）

次の例は新製品開発の話ではない。B 社の鋳物工場の立ち上げ体験談である。鋳物工場は
一般に粉塵が多い。B 社では「新工場はそうしたくない。
」と考えた。やはり、ほとんど建
て家の設計が固まりかけた時、
「工場の建て家内の空気の回転率と空気の流れをシミュレー
ション出来ないか？」と建設会社に相談をかけたわけだった。依頼先が大手優良企業だっ
たことも幸いしたが、「企業としても宣伝になるし、無料でやります。」という話が即日返
ってきた。「既に、図面が CAD 設計していたため、全てのデーターは簡単に変換できる体
制があったし、CAE をかける程度の時間と費用はかからない。」という話だった。このよう
な状況で解析が開始されたが、解析結果は 2 日後に届いた。データー解析の内容は極めて
ビジブルだった。また、各種改善と共に提供された内容と、空気の流れと回転の図を見て、
「これなら空気のきれいな工場が実現するはずである。」と、B 社の関係者一同は判断した。
その後、工場が建てられ操業が開始された。結果は計算通りであった。即ち、工場の環境
は操業開始に伴って、CAE の解析通り、今まで見たこともない程綺麗な工場が実現したか
らであった。この例も、事前検討の大切さと CAE の偉大な解析力を如実に示す例なのでこ
こに紹介した。

③

CAE による瓦の不良問題の解析

最後に、過去事例として、３年程前の例であるが、C 社における CAE 活用事例を紹介す
ることにする。屋根瓦を製造するメーカーで踏み割れ事故が発生した対策である。「瓦の葺
き替えや屋根の修理に大工さんが瓦の上を歩く時に数は少ないが割れる、雨漏りの基にな
る。」というクレームだった。屋根に登った大工さんは見た目には割れていないので割れた
瓦に気づかず交換しない。従って、雨漏りになって初めて発見し、大クレームになる、と
いう事件であった。最初、C 社の関係者は「この問題は解析が難しいので始末が悪い」とい
う内容を話してくれた。
「だが、難しい問題を解き、他社に製品格差をつけてこそ専門メー
カーの存在価値があるわけであり、何らかの対策手段をそこに投入すべきである。」という
ことになった。そこで、多くの策を探る中から、瓦の形状と素材の強度をコンピュータに
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入れ CAE による検証する方式が試された。答えは直ぐに出た。瓦に掛かる過重によって強
度の弱い部分が赤くなる図で結果が提供される、という解析内容だったが、問題は一目瞭
然だった。幸い、新製品のこの瓦は、試作品、しかも、まだ施工件数が少なかったので既
施工品は交換、新しい製品は CAE で検証した新製品で対応した。クレームに対しては CAE
の検証結果を顧客や施工業者の方々にお見せして説明したが、返って信頼を受ける結果と
なった。以降、この企業では新製品を出す前には、必ず CAE によるテストを実施している
が、製品改良状の問題解析に大きな評価手段を具備することになった。また、この内容を
カタログや技術資料として顧客に提供する、ということが、今や多くの顧客の信頼性を得
て、顧客獲得に役立っている。

（４）従来型 CAE とデザイン CAE の違いについて
従来型 CAE 活用に対する過去事例３件を紹介した。この例が示すように、CAE の活用
は、その適用、解析手段が技術的に完成の域にある技術に対して極めて効果を発揮する。
また、解析のために充分なデーターが整った条件で各種の検討を進めた結果、予想以上の
成果を得た。だが、既に 20 年余りを経ている CAE が、昨今の IT の進化にもかかわらず注
目しされながら多くの企業での活用が少ない状況がある。そこには、CAE 活用に次のよう
なネックがあるからである。
(ｲ)

従来の CAE は図面作成後でないと活用できない。このため、かなり詳細な内容が
つまってから､その技術的な内容を検証、確認する手段として活用されるにとどまっ
ている。

(ﾛ)

CAE の対象範囲は数理的な解析が出来る対象に限定される。その例としては、応
力解析、熱解析、寸法の齟齬の有無や組み立て製品における各部品の干渉、プラスチ
ックにおける成型性、機械の動特性などであり、この種の解析は既に数理的な解析技
術がかなり進んでいることや、多くのデーターベースが各所で完備している。CAE
にはこのような環境が整っているため多くの企業で活用されてきた。だが、CAE の
利用は詳細なデーターの投入が必要になる。一般に、この種のデーターは製品設計が
詳細な段階まで行かないと揃わないと CAE による解析を進めることができない。従
って、まだ構想設計というデザイン段階では使用できなかった。

(ﾊ)

CAE を用いてシュミレーションテストするには、CAE のために、特別にデーター
を作成しなければならない。また、多くの解析ノウハウがあり、このためには専門家
の養成が必要である。加えて、一般に、ひとつの条件を解析する CAE ソフトが 2,000
～3,000 万円を要する、という高価な計算ソフトである、という問題があった。更に、
メッシュを切るという手法運用技術の差で結果が大きく左右される例があり、この繰
り返しがネックとなり、解析・検討に多大な時間がかかる。もし、ここで、悪いケー
スの場合、かなり設計が進んだ段階で、万一問題が発見され、再度、製品設計をやり
直す必要が生じた場合、製品設計のステップがかなり進んでしまっているので、その
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やり直しには大変な工数が掛かってしまう。従って、CAE の活用によって問題が生
じないようにするには、各種の設計検討を進め、出来得る検討と確認を平行して済ま
せておく必要があった。要は、問題が生じないレベルまで製品化の検討を進め、その
後で確認程度に CAE を使う程度の使用法が CAE 活用の常道になっていた。
以上のような各種理由から「構想・デザイン段階では CAE は活用できない。」とされてき
たし、製品設計、とりわけ構想段階の仕事をする方々が CAE を活用するという発想は全く
なかった。だが、昨今の IT の発達は目に見張る進展がある。デザイン CAE なる手法が産
業界に登場したからである。過去、各社が用いてきた CAE の精度は保証できないが、その
80%をカバーし、しかも解析内容、種類、スピードが飛躍的に高まったものが登場している
からである。この解析手法は製品のデザイン、構想設計段階で使用できる手法である。価格
も基本ソフト 100 万円に 20 万円程度の追加ソフトを追加すれば計算可能である（実際には
4～5 人の研究開発者が同時にパソコンを活用するので 4～5 本のソフトを同時に購入する
ため 600 万程度の投資が必要になる例が多い）
。しかも、Windows で動き Web ベースなの
で、世界的な情報の利用やコミュニケーションが可能、更に、プラスチック解析や応力解析
という 1 種類計算ではなく、同時に数種の解析を数分で終了させる内容である。このソフ
トは既にソリッド・ワークス社（TEL(03)3454-8131、FAX(03)3454-8133）で販売され、
既に多くの企業で活用され成果を挙げているが、3D（３次元 CAD）の発達と共に大きく利
用が広がっている状況である。製品設計者の習得は短期間で済み、電卓代わりとは言わない
が、それに似たイメージで製品設計評価が出来る、という点が魅力でもあり、各社の注目と
利用を増加させている内容である。
ここで、デザイン CAE の活用に関する興味深い話をお聞きしたので紹介することにする。
毎年行われるが。ロボコンという高等専門学校の学生を中心にした手作りロボット選手権が
開催されている。ここでの話だが、2003 年の出場校に入賞校は全て、ロボット製作の前に、
アイデア段階で課題を克服する条件をデザイン CAE でテストした学校ばかりであった。ま
た、当然のことだが、優勝校はデザイン CAE で検証を繰り返し、設計段階で問題を煮詰め
るだけ煮詰めた後、ロボットを製作、更に、問題点が少しでもあれば CAE を活用した過酷
テスト条件を利用して改良を図ったことが報告されている。この事実を見ても、このソフト
をマスターする早さ、活用の容易性と、その効果が理解できる。
では、デザイン CAE とはどのような内容であり、どのように活用するのか、その効果は、
だが、限界はどこにあり、現段階で活用上、何を注意すべきかについてもまとめることにす
る。デザイン CAE について今から解説をするが、ここに紹介する内容はソリッド・ワーク
ス社の宣伝ではないことをお断りし、以下、使用者の方々の発表内容を下に、また、使用者
側の立場を中心に、その内容を紹介することにする。
デザイン CAE は米国生まれである。1997 年開発段階からの設計業務を支援する方式を
開発された。当時 Windows が広がりを見せ始めた段階だったのでここに焦点を定め Web
上で動くことを意識して製作された。コンセプトは 3D(三次元 CAD)とのリンクを最初から
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考え、従来の CAE は詳細モデルを決定した後、細部に渡る計算をするが、メッシュを切る、
という CAE 専門家が行う特殊な技術はしなくてよい。既に、専門家のノウハウを標準化さ
せ、搭載しているからである。デザイン CAE 活用に当たっては、研究開発段階で粗いスケ
ルトン図をそのまま用いる。単純簡素なモデルを用いて計算を迅速に行う処理を目指したの
で、このようなことが可能なのである（だが、詳細かつ最適解を出すにはやはり従来の CAE
を必要とする）。デザイン CAE にインプットすると、まず、コンピュータで標準的な計算
を行う。次に改良設計がインプットされると、前の解析に対して良くなった程度を示す方式
を取り、解を提供する。標準計算を基に、比較して改良の程度を示す方式である。もし、改
良した積りが悪い結果だと、標準との比較計算により機能の低下内容を計算結果として提供
してくる。このような方式で計算するため、計算スピードは著しく早い（なお、改良の積り
が性能や機能低下を来たした場合はその内容を提供して、先の設計を採用することを促す方
式である）。要点はこのようになるが、特徴として、
① 研究開発者に対して余り複雑なことを要求しない方式、また、
② 研究開発､特に、構想段階では多くの案を即座に試し､最良案を抽出したい、というニ
ーズから、短時間、かつ、簡単なインプットで操作を可能にしている。また、
③ 得られるアウトプットも三次元的なイメージでその結果をビジブルに提供する方式
を採用している。
このような意味合いから、電卓代わりまで簡単とは言わないが、デザイン CAE は研究開
発設計の場でかなり容易、かつ、効果的、と考え、活用する企業が急激な伸びを示してい
る。活用のイメージを図表３－４－１に示すことにする。更に、従来 CAE に比較して、計算
スピードが如何に速いかを図表３－４－２に示すことにする（なお、詳細説明は開発企業にお
聞きしていただくことにして、この対策ため、既に、デザイン CAE は 23 万件のライセン
スを持ち、世界共通にコミュニケーションが可能な方式を具備している。また、日本では
2002 年末、16,100 件のライセンスを持っている）。
以上がデザイン CAE の開発過程であり、要点である。このため、図表３－４－３に示した
ように、この種の有効性を察知した企業での導入が盛んであり、ニ次元 CAD を追い越す勢
い、三次元の進化にリンクして急激な市場の伸びを示す技術となっている（顧客が真価を認
めつつある状況がこのグラフを見て判る）。このことは、もはや、デザイン CAE が適用可
能な技術領域に限って言うと、ある意味では驚異、また、構想段階から製品評価と代替案創
出～評価・抽出検討に有用、かつ、研究開発活動の実効を飛躍的に向上させる武器になりつ
つある様相を示している。
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図表3-4-1デザインCAEの効果
ソリッド・ワークス・ジャパン㈱金谷道雄部長殿の解説

価格１００万円＋補助ソフト２０万円の内容
価格１００万円＋補助ソフト２０万円の内容
３D(三次元CAD)上
でここまで出来る！

デザインCAE開発の目的と効果

①
① デザイン段階で８０％のCAE分析内容を
デザイン段階で８０％のCAE分析内容を
カバーする。
カバーする。
②
短時間で、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを繰り返し行い、
② 短時間で、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを繰り返し行い、
確実な案を抽出する。
確実な案を抽出する。
③
③ 図面が出来てから修正するのではなく、
図面が出来てから修正するのではなく、
源流段階で安価、スピーディーにデザイン
源流段階で安価、スピーディーにデザイン
イン対策を図る。
イン対策を図る。

関連・協力企業を
含め、Webベース
で情報収集～対策

図表3-4-2 研究開発～製品化のﾌﾟﾛｾｽと
ﾃﾞｻﾞｲﾝCAE
ファイル保存

従来法：コマギレ解析
従来法：コマギレ解析
３Dﾃﾞｰﾀ作成

MPA
MPA
解析条件
解析①
設定①

MPA
MPA
解析条件
実行②
設定②

MPA
MPA
解析条件
解析③
設定③

結果確認
比較検討

ST L変換

各段階毎にDR会議で内容を審議
各段階毎にDR会議で内容を審議

ﾃﾞｻﾞｲﾝCAD解析
ﾃﾞｻﾞｲﾝCAD解析
３Dﾃﾞｰﾀ作成

ST L変換

この間は別の仕事が出来る

連続
処理へ

MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA 結果確認
解析条件解析条件解析条件
解析① 解析② 解析③比較検討
設定① 設定② 設定③
スピ ードの
早いソフト で時間 短縮
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図表3-4-3 ＩＴ活用設計（ＣＡＤ）の状況
120
100
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２D図面
３D・CAD
ﾃﾞｻﾞｲﾝCAE
従来のC AE

60
40
20
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ソリッド・ワークス社提供による２D,３D・CADの活用と従来のCAE、ﾃﾞｻﾞｲﾝCAEの適用
状況、特注すべきは３D・CADの伸びに全くリンクする形で適用が図られていることが判る。

（５）デザイン CAE を活用する企業に見られる成果
では、デザイン CAE の活用について解説することにする。図表３－４－４は家電品の構造
に対し、寸法的に干渉がないか否かをデザイン CAE によりシミュレーションした例である。
この内容は、ある事例発表会で紹介された内容であるが、最近は、家電品は小型化されし
かも各種部品が密集している、とのことであった。部品が小型化、密集してくると、相互
に干渉する。部品を介して作動する部品は作動がスムーズに行かない、部品精度のばらつ
きが予想しない干渉になって現れる、という状況が発生する可能性が高まってくる。もし、
このような内容が未検討、未確認のまま部品ユニットが組み立てられては問題である。こ
のため、A 社では製品開発設計の段階にデザイン CAE を用いた、という内容だった。結果
は図表に示す通りである。寸法相互の干渉、更に、組み立ての際、部品寸法のバラツキが
関係するものがあるが、この問題もデザイン CAE による動作確認で検証できたので、試作
を繰り返すことなく短期間に製品化が実現した、という内容であり、
「過去、試作を作り確
かめる。問題があれば、また、作り直す、というそのような対策は IT の画面上で終了させ
たので、試作前、デザイン検討段階で最良の構成をつくることができた。」ということだっ
た。更に、「多くの案を試すこともデザイン CAE 上で出来るので、この対策も実行した。
結果は予想以上であった。」といった発表内容であった。また、「同時並行で同じような案
をつくりデザイン CAE によるテストを進めていたが、このために期間が延びることはなか
った。逆に、計算結果が早く変更可能な段階に得られたので、新製品の開発期間は過去の
開発に比べて極端に短く、しかも、費用面でも大幅に低減できた、という内容が紹介され
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た。特に、製品全体のバランスと個々の部品の関連が IT で定量的、また、3D を用い、目
で見る形で作動内容を確認できた点が有意義であった。」ということであった。

図表3-4-4 事例紹介①

（2002年10月18日構造科学研究所主催のセミナー）

ソリッド・ワークス・ジャパン㈱
ソリッド・ワークス・ジャパン㈱ 「デザインCAEの紹介」
「デザインCAEの紹介」
①
① 構想段階でCAEを活用する対策だが、CADを知っていれば簡単に活用できる
構想段階でCAEを活用する対策だが、CADを知っていれば簡単に活用できる
ツールであり、細かい解析は出来ないが、従来のCAEの８０％程度の内容を
ツールであり、細かい解析は出来ないが、従来のCAEの８０％程度の内容を
数分で解析し、問題点や改善内容の確認が得られる内容を紹介した。
数分で解析し、問題点や改善内容の確認が得られる内容を紹介した。
②
② 機械の全体図と個々の部品の関連を３Dでチェックする。
機械の全体図と個々の部品の関連を３Dでチェックする。
例：寸法、作動性、強度とその改良、従来の製品との性能比較などの特性を
例：寸法、作動性、強度とその改良、従来の製品との性能比較などの特性を
瞬時にｱｳﾄﾌﾟｯﾄ（繰り返し検討8回の場合300万円→5,000/時間程度）
瞬時にｱｳﾄﾌﾟｯﾄ（繰り返し検討8回の場合300万円→5,000/時間程度）
③
③ デザインCAEと従来の設計法との比較、検証内容を紹介
デザインCAEと従来の設計法との比較、検証内容を紹介

イメージ
イメージ

トータル的に
構想設計段階
で比較案作成
(デザイン・イン）

案の
決定

詳細
設計
（専門家）

設計工数
1日

CAE解析
1分

設計工数
1日

試作期間
２W、費用30万円

測定
不要

測定（実測）
工数1日

製品化

次に示す図表３－４－５は、ビデオの機械ユニットを作動させる新メカニズムの解析にデザ
イン CAE を適用した事例である。この事例も、研究開発段階に新メカニズムの作動の検証
を解析する目的でデザイン CAE を用いた例である。ご承知の通り、ビデオユニットは１つ
のモーターで全ての部品を次々と動かし、テープを作動させたり､録音したり、再生したり
する。この状況は時計が複雑な機構で時を刻み、時刻を知らせる機構に類似している。だ
が、最近のビデオユニットは、多少とも、それよりは複雑な機構を持っている。従来、こ
のメーカーでは試作品を製作し、テストにテストを繰り返し完成品にこぎつけるという取
組みをしていた。多くの経験を要する設計であり、ベテランといえども、各部品が予定通
りに作動し、各種の機械特性を出す内容を判別するには大変な苦心をしていたそうである。
この事例においては、ここにデザイン CAE を用いたわけであったが、デザイン CAE 適用
の結果、作動特性と共に、時間経過に伴って、どの部品がどのように動くか、部品間の干
渉は作動中に起きないか、機械部品の相互関係から特性間に干渉や障害はでないか？とい
う解析が目で見てわかる表現でとらえられた。発表会で実際にこの解析を行った内容を作
動状況と共に紹介していた。また、ここには、単に部品が動くだけではなく、コンピュー
タ画面に各重要部品の時間と作動特性を示す内容を、各部品の動作の順に従って、IT 画面
上に図化した内容と共に紹介していた。ここにその内容を紹介できないのは真に残念だが、
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その内容は見ていて実に見事なものであった。発表内容を見た関係者の全くは「素人でも
その解析内容と動作の信頼性が定量的に確認出来たし、製品設計の改良過程までが短時間
に理解出来る内容だった」という評価をしていた。改良の過程は実際に製品設計者が構想
設計段階に行った画面をそのまま提供したものであり、発表会のため特別に作成したもの
ではない。この内容を見て、変更の容易さと変更後、データーを得るまでの速さが驚異的
だと思った。これに追加する形で、この解析技術を習得するまでの教育内容が示されたが、
なお、特記すべき点は、
「デザイン CAE だけでは製品の信頼性を 100％保証できない。」と
いう内容だった。デザイン CAE がどんなに素晴らしい内容でも頼りきりになる危険性を注
意した内容だった。

図表3-4-5事例紹介②

（N社）

民生用ビジュアル関連機器
民生用ビジュアル関連機器

導入の目的 ：①

「２D設計」＋「試作確認の限界」を感じていた。
② 素人でも簡単に検討できる方式を目的として探した。

デジカメのメカ・ユニット
① パーツは140点、３Dで作動を個々に解析
パーツ３２、ジョイント２９、コンタクト３５、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ３、
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ７、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ５ など

② カムを仲介に動く装置において、どの程度の力がかかり、
その力の掛かり方の特性が、時間的に、どのようになり、
結果として目的とする作動条件が満たされるか否かを
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝで確認～改善
③ シリンダーにテープを巻きつけ、テープの位置を決める機構
は作動特性上の問題があることが定量把握された。このた
め設計を改善した。

得た成果！

①
① DRでは２Dで対応してきたが、試作してみないとわからない
DRでは２Dで対応してきたが、試作してみないとわからない
問題が作動原理、ﾃﾞｰﾀ－と共に事前検討できた。
問題が作動原理、ﾃﾞｰﾀ－と共に事前検討できた。
②
② 定量的にレバーにかかる動きとカムにかかる力が時間の変化
定量的にレバーにかかる動きとカムにかかる力が時間の変化
と共に、目で見て問題と対策が判っていたので、対策が早い。
と共に、目で見て問題と対策が判っていたので、対策が早い。
③
③ 最初から問題(不良）を発生させない機構と部品選定ができた。
最初から問題(不良）を発生させない機構と部品選定ができた。

B 社では、このため、製品試作に入る前に、デザイン CAE のデータ－を従来の CAE に
落とし、更なる詳細解析をする。更に、また、その後、モデルを製作しデザイン CAE の内
容を検証する、という手続きを取っているそうである。「このことがデザイン CAE の検証
になり、関係者の勉強になり、ノウハウ教育や、更なる、デザイン CAE に投入するデータ
ーの適格性につながる。
」という説明だった。以上、発表会では、デザイン CAE を学びつ
つ、製品のチェックポイント、評価内容を明確にしつつ製品実現に努力されたそうだった
が、「このことが製品開発に必要な評価技術を高め、ノウハウ交流と検証に役立った」との
ことであった。なお、ここでも、また、｢デザイン CAE を活用した結果、新製品開発のス
ピード、コストは従来をはるかに凌ぐ結果だった。｣と解説されていた。

78

次に示す図表３－４－６は家庭用エアコンを製造する C 社における適用事例である。C 社
ではコンカレント・エンジニアリングの追求を目的に 3D でモデリング、一発良品を目標に
デザイン CAE の適用を図った、という例だった。しかも、顧客が見てもエナルギーのムダ
がなく、部屋が短時間で冷暖房可能なエアコンの開発を目指す、という目的も満足させた
かったそうである。デザイン CAE を入れる前から C 社ではこのような目的を実現したい希
望があったが、デザイン CAE の存在を知り、このような夢を実現出来るのではないか、と
考えたそうである。対照となった製品エアコンである。そこで、早速、デザイン CAE を用
いてエアコンの開発と部屋に実際に取り付けて冷える状況まで顧客に示し、顧客サービス、
製品を正しく理解していただくツールとしてもデザイン CAE を活用しようという取組みを
進めていった。解析内容は図表に示すイメージであるが、ここでは先に紹介した鋳物工場
の空気清浄システムに極めて似た解析が行われていた。この事例においては、部屋の上部
のどこにエアコンを取り付けるのが有効か、また、風の流れと、量は？という解析である
が、風の流れと共に、冷却状態を図で示した。その状態は､丁度、スイカやレモンを輪切り
にしたような表現であり。サーモグラフィのような色付きの線で風の流れを示し、また、
その線が冷却の状態に従って色が変化する状況を示したものであった。具体的には、冷房
であれば、未だ冷えていない場所は赤や黄色、冷える程度に従ってブルーという色で示す
表示方法を用いた図を示した内容であった。このような画面を顧客に提供した結果、どの
位置にエアコンを設置すべきか、また、冷却スピード、温度ムラが生じないか？という状
況が手に取るようにつかめたので、顧客が不安に思う内容の検証、また、いろいろな条件
が付加された場合の変化を始めとする各種の相談に乗れたそうである。このため、「製品改
良、設置位置の検討、顧客の家屋や部屋の状況に応じた冷却状況の把握とサービスが 3D の
立体画面で、目で見て顧客の疑問に答える、という取組みが図れた。」ということだった。
「更に、次にコンタクトする顧客に説明する商品カタログに、この解析図を付け、顧客
説明をした結果、お客様が商品の性能、機能、使い方や心配事など相談が出来るので、製
品信頼を高め、売上増強に大きく結びついていった。」という説明だった。この C 社の事例
もデザイン CAE を活用した典型的な解析例である。かつて、この種の解析は高価な CAE
でも同じことが行うことが出来た。だが、解析工数・スピードは全く比べものにならなか
ったそうである。従来の CAE は、解析前の準備やメッシュの取り方、バックアップなど、
工数がかかる仕事が関与した結果、解析スピードが速いことが挙げられる。だが、今回の
方式は、各種異なる使用環境を持つ顧客の相談に合わせ、即座にシミュレーション結果を
提供できる。この内容は従来の CAE 活用では考えたが及ばない内容である。特に、今回、
C 社では顧客のお宅へ訪問して、パソコンを使い目の前で解析結果を出せるということを行
ったそうだが、このような点も、従来の CAE では考えたことはなかったし、「この対処で
C 社の製品と技術に対し、顧客の深い理解と納得を得られた点は大きかった。」ということ
だった。このため、C 社では、「このような顧客コンタクト方式を拡大させ、今後は『顧客
参画の製品開発』を計画中である。
」という戦略を紹介していた。

79

図表3-4-6 事例紹介③

（S社） 家庭用エアコン生産

導入の目的：
導入の目的：①
① よりコンカレントなコンカレント・エンジニアリング
よりコンカレントなコンカレント・エンジニアリング

の追求
の追求
②
② 技術者の専門教育期間の減
技術者の専門教育期間の減 ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ →３D
→３D
へ一気に飛躍させる。
へ一気に飛躍させる。
③
③ 無駄なﾃﾞｰﾀ－作成時間の減対策（
無駄なﾃﾞｰﾀ－作成時間の減対策（CA
CAEで確認）
Eで確認）
取り付け
位置は？

デザインCAEによる
各種、形状の検討

更なる改良
次の機種へ

製品化

更に詳しいCA Eで テストと検証
流体ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

実験、試作による最終検討
ｶﾀﾛｸﾞにも
性能を明示

お客様の
評価結果

風向は？
各所の
冷え方
(程度）
は？

輪切りで
熱分布が
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ検討

もう 1 件 D 社の事例を紹介することにする。図表３－４－７である。この解析は C 社と類
似の内容である。デザイン CAE の立場からすると、ただ、対象製品が今度は電子回路に対
する熱対策に置き換えただけである。即ち、電子回路の冷却対策だからである。その具体
的内容を解析すると、D 社の製造する電子回路はコンピュータに搭載する回路であり、最
近、小型大容量化が進むパソコン用の回路は作動中の熱をいかに取るか、という工夫が重
要な技術対策テーマのひとつになっていた。特に、産業用の機器に搭載する電子回路はこ
の問題の対策が重要であり、対策内容の良否が製品競争力のひとつになっている。このよ
うな環境下で D 社では、デザイン CAE を活用しながら、回路の上から空気を吸引すべきか、
それとも、下から吹き込み上へ抜くべきか？の選択と抜き方（エアー位置と吹き込み量な
ど）の検討を行った。その結果、下から吹き込む方式が有利であることを示した。この解
析には、その位置と風量と共に、各所の温度分布状態をデザイン CAE 用いて検討していっ
たわけであった。解析の結果、問題は定量的に対策された。
この事例も、先の C 社同様に、電子回路部品の冷却状態を正しく解析することが目的で
あったが、所定の冷却状態を保つ方式の確立と技術改善された製品実現とその実証が課題
だった。そして、この対策はデザイン CAE の解析が最も得意とする解析方法のひとつであ
り、しかも、顧客には電子回路の冷却状況を定量的、かつ、ビジブルに提供するデーター
方式があったので、D 社でもこれを利用して顧客に製品の性能を説明したそうである。そ
の結果、受注に即座に結びついたそうである。
「この不況の中で更なる新製品の対策依頼を
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受けた。」という発表だった。

図表3-4-7 事例紹介④
（E社 産業用電子機器、工業用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ設計回路製作）

電子回路素子挿入シャーシの熱解析
電子回路素子挿入シャーシの熱解析
導入の目的：①業界の動向への対応：低価格、短納期、高品質が共通語
②中小メーカーとして、安いソフトで早く、確実な検討を必要とした。
③発熱量の高いﾎﾞｰﾄﾞが出てきたため、熱解析が必要になった。
→デザインCAE+COSMOS約300万円のソフトがあることを見本市で知り、テスト

上抜き式

ﾃﾞｻﾞｲﾝ
CAE

下吹き式

得た成果例
① この解析結果を用いた
解析で、商談の段階から
顧客の高い評価と、
信頼を獲得！
②外注で５０万円／回程度の
解析費用はゼロに近い
費用と短時間で多くの
案を比較検討できた。

比較
容易

各種の案をCAEでテスト
最良案を抽出

最後に示した例､図表３－４－８はカーナビを生産する企業においてデザイン CAE を用い
た例である。カーナビも携帯電話などと似た製品ライフサイクルが極めて短い製品特性を
持つ。このボックスを生産する E 社では、小ロットで不良ゼロの金型を早期に立ち上げた
いと考えていた。金型生産はブラックボックス的な内容やノウハウがかなり多い対象であ
り、もし、試作金型を製作して、やり直し､やり直しの繰り返しをやっていては、とても顧
客ニーズに対応できないばかりか、収益面でも大きなロスを出す。そこで、デザイン CAE
を用い、今まで E 社が持っている知見を生かしたいと考えた。E 社では、多くの金型設計
の中から最適案を短期間で抽出、実施へ向ける模索をしていた時にデザイン CAE の存在を
知ったそうであるが、早速、この解析対しデザイン CAE を用いた。解析を進める中で、デ
ザイン CAE には世界的に多くの解析方法、データーベースも有していることが判った。そ
こで、その適用も行ったそうである。その結果、金型を設計、検討して行く上で多くの問
題が事前、かつ、定量的に解析されたそうである。このため、「問題のない金型を最初から
つくることができた」とされ、「当然のことではあるが､短納期で金型と不良ゼロ製品は予
定量完成した。」と話されていた。この状況から、E 社では、
「過去行ってきたように、問題
を出してから金型をつくりなおす。不良の山を築きつつ対策を進める。最悪の場合はクレ
ーム対応を図りながら新製品対応を徹夜で図る、といった無駄な仕事は全くしないで済ん
だ。」という解説も加えていた。
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図表3-4-8 事例紹介③

（K社 カーナビ生産他）

各種金型の検討内容の例：
各種金型の検討内容の例：①① ゲート位置及び数の検討
ゲート位置及び数の検討
②
②
③
③

過去の試作

金型生産は
ブラック
ボッスに
近いの
では？

デザインＣＡＥ

経験をベースに
つくる。→使う

予定する樹脂の成形性
予定する樹脂の成形性
ヒケなど不良発生の解析
ヒケなど不良発生の解析

不良の山？

① 充填、 ヒケ、 冷却 に伴 う
問題とﾒｶ ﾆｽﾞﾑ が手 にとる
ように、短 時間、低 コスト で
解析でき た。
② 検討 が早いので
数種・多 くのテ ストも
短時 間！

ﾃﾞｰﾀを集め、
依頼～テスト

金型の承認段階で
過充填問題などの
問題が判った！

以上がデザイン CAE の活用事例、各社の発表内容である。この事例に加え、デサイン
CAE を使用している内容をその他の企業からも聴取したが、効果は同じような内容であっ
た。例えば発電機のような大型１品ものを製造する S 社においては、
「1 モデルを 20 時間
かかつて検討していた仕事を 1 日に 2 モデル検討した。」とか、「モデル製作～検討時間が
1/10 になり、従来 20 回程度のモデル試作と比較検討をしていたものが 70 回実施し、しか
も従来型の CAE で確認したが、その誤差はたった 3.4％しかなかった。」という報告をお聞
きした。なお、この会社ではデザイン CAE 活用により、従来行っていた方式に比べ、試作
費を約 70 百万円低減したそうである。このような実態を見ると、デザイン CAE は源流で
ある製品設計構想段階で多くの検討と案のシミュレーションができることが、この種のメ
リットを生んでいる、と結論づけられる。更に、製品設計者にとっては使い勝手が良い手
法である、という内容も把握できた。要するに、製品設計者が、新製品開発の初段である
デザイン・構想設計段階にアイデアを出す。即座に数量的な解析が出来る。もし、問題が
あれば次の代替案を出し比較し、最良案を得る、という運用を図るわけでが、この内容が
容易、かつ３次元図面で短時間に出来るというメリットがあることが確認できた。あえて
述べるならば、アイデア発想は別として、アイデアさえ得られれば、検討に関して製品試
作前に、デザイン CAE は、かなりのスピードで案の定量的な検討が多くの回数で検証する
ことが可能な環境を提供してくれるツールである、と言及される。このような観点から、
研究会では、デザイン CAE の適用分野は限られるが、最適な適用分野に限って、その使用
実態を見ると、次に示すような利用メリットが浮き彫りになってくる。今後、多くの企業
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での適用研究が進むことを期待したい。
(ｲ)

3D の伸びとリンクする形でデザイン CAE の登場は、デザイン・構想段階で多く
の数量的検討が可能である。

(ﾛ)

三次元モデルで構想段階の製品を解析・シミュレーションできるので、不安な点を
徹底してチェックできる。しかも短時間の IT 処理なので多くの検討回数が研究開発
者に得られる。

(ﾊ)

従来の CAE 活用に対してコストパフォーマンスが高い。また、活用フェーズが構
想設計段階なので、変更容易性が高い。

(ﾆ)

短時間の教育で慣れると、電卓を活用するように簡単な操作でインプットと検討が
出来るようになっている。

(ﾎ)

製品試作する前に画面上で多くの案をテストすることが出来るので、試作回数の源
と最適化が短時間でできる可能性が高まる。

(ﾍ)

源流段階で多くのシミュレーションを行い、検討を進め最適案を抽出するので、出
来た新製品のトラブルが最初から解消される。

(ﾄ)

強力会社と Web で結び情報を連結することで、作図、使用検討～手配までのスム
ーズ化、デザイン・インが可能になる。

(ﾁ)

製品設計・検討時間の軽減化、専門家に図面を送ってコメントをもらう。開発工数
の低減に伴う費用の低減など多くの有用点がある。

（６）

現在のデザイン CAE の限界と、
多くの企業で進みつつある同種の対策

デザイン CAE は新製品開発段階で得たアイデアを構想設計素材としてテストし、最適設
計に仕上げて行く手法である。また、この手法はかつての CAE の解析と大きく異なる使い
方ができる対象である。この状況を図表３－４－９に示すことにする。◎印では優位な内容、
△は両者を比較して劣る内容、また、▲は更に劣る内容を示した。だが、この比較分析を
見て判ることだが、やはり、デザイン CAE は研究開発段階での活用優位性が極めて高いこ
とが判る。
では、デザイン CAE だけが新製品開発、事前検討に対する IT 化活用の技術か、という
ことになるが、答えは必ずしもそうではない。その理由は、同種の取組みが各所でなされ
つつあるからである。例えば、その種を学会関連では Casual

3D としている。その定義

は「過去、高いコストをかけて生成してきたデーターは 7％程度しか企業内で活用されてい
ないので、企業全体を IT 化して全体最適を考え、保守部門、マーケティングや営業部門、
まで含め、データーを一元化、共用化して製品設計段階からの活用を図る。」という考えで
ある。
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図表3-4-9 今までに判っているのデザインCAE適用効果
項目

デザインＣＡＥ使用の場合

購入費

◎ ソフト購入費用：120万円程度

精 度

○ 電卓代わりにの止揚で80％カバー。だが、 ◎ 絶対精度に近い詳細な会席が可能
解析は多少あらい、だが、要点はカバー

着手
時期

◎ 構想設計段階のポンチ絵的な段階で
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝが行える。

▲ 詳細図が出来て、詳細ﾃﾞｰﾀ-と解析条
件設定をしなければｼｭﾐﾚｰｼｮﾝは不可

ｽﾋﾟｰﾄﾞ
とﾃﾞｰﾀ

◎ 1解析は数分、多くの条件をテスト可能

△ 1解析数時間、詳細なﾃﾞｰﾀ-準備と、

対 称

◎ 全体構成のテスト、全体に対する個々の
テストを切り離して行うこと、部品を入れ替
えて、再度、総合テストすることが可能

◎ 熱解析、振動解析と、単品テスト中心
△ 多くの条件、組み合わせ図テストは難
がおおく、時間も掛かる

設計図
の関連

◎ 構想設計段階なので変更は自由、完全
にテストが終了、信頼性を確認後３Ｄへ

▲ ２Ｄの場合、変更、関連付けは大変

ﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｲﾝ対策

◎ Ｗｅｂで各社とつなげる。各社の部品条件
を構想段階に送付してもらい全体図と個々
の関連をテスト、検討ができる。

△ クレイモデルなどの試作品を用いた
会議で検討する必要性が高い。

Casual

従来のＣＡＥの場合
▲ 熱解析など１つのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝで数千万

（専門用語でロールバックという）

バックアップを常にとる対策が必要

3D というアプローチの詳細については機械学会誌をご参考願うことになるが、取

り組みを XVL（eXtensible

Virtual

world

description Language）と称するものがあ

る。これは CAD のデーターを 100 分の１に軽量化してネット上で使い易い形にして多くの
関係者が参加し、3D 上で DR を進めようという研究である。要は、ここでも、同じ目的で
あるが、新製品開発に当たって、最良情報を集め、それを源流段階で駆使し、スピーディ
ーかつ効果的、網羅的だが安価な方式を模索する、という取り組みを進めている。先述の
デザイン CAE はこれと同じ目的の内容を具体化した例と見ることができる。
この種の取り組みは個別企業にもある。学会関連とも、デザイン CAE とは別の手法で実
現している例である。事例をあげると、携帯電話の金型生産をデジタル・IT 化させたイン
クス社の事例である。インクス社の活動は、既に、3 年前 NHK「IT 革命の衝撃」という番
組で紹介されたが、この内容は、正に、情報最適化を図り、源流段階から対策を図った例
として産業界の注目を浴びている。この例では、1 人の技術者をベテランの金型職人に 1 年
間はりつけ徹底的に仕事の内容、加工条件の理由を解析、デジタル化していった、という
ことだった。放映されたＮＨＫの放映内容では、縦軸に数十件にものぼる工程、また、横
軸には、時間をとり、実施している事態と改善内容を地図化した内容が紹介されていた。
このような取り組みで、インクス社では、デジタル化を実現し、通常は 40 日を要する金型
製作を 10 日に圧縮していた。だが、驚異的なことは、その１年後、JMA の大会である著
名な方が「3 日にした。」という報告がなされた。驚異的な内容である。このような快挙は
詳細な現状分析と事前検討を IT 化と共に集約した結果である。この内容はデザイン CAE
や XVL と形態は異なるが､目的は全く同じ取り組みである。
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この種の解析～IT 化は既に溶鉱炉の制御で行われてきた手法の応用である。1970 以前、
鉄鋼、溶鉱炉の操業は匠を必要とした。この当時、IT 化は永遠の課題だと考えられていた。
だが、今やベテランのチェック、フォロー、異常時の監視は必要だが、通常はコンピュー
ター・コントロールで溶鉱炉の制御は行われている。インクス社の取り組みもこれに似た
解析を実施していったことをインクス社の社長、山田氏が文献やテレビなどで公開してい
た。要は、人でしか出来ないとされてきたノウハウを解析し、デジタル化した結果 IT 登場
を果たした例である。今後、この種のアプローチがものづくりの面で増加して行くのでは
ないだろうか。そこで、このような面で各種 IT 化の対象になりそうな内容、また、まだ IT
化が難しい技術内容を数社で構成する N-TZD 研究会で討論して図表３－４－１０に整理した。
討論の結果、IT 化の鵜呑みも問題だが、ノウハウと称する技術の解析を進めないで放置し
ておくことも問題が多い、という結論にした。

図表3-4-10 技術のIT化と使用上の注意点

職人芸
新材料試験
新しい構造・機構

重要・
必要事項は
実験・
施策で確認

デザインCAEはITを駆使した事前検討技術である。データーを投入すれば、製品開発、構想段階で
完全な検討が出来るとは言わないが、多くの物理量の解析や検証に役立つ。だが、まだ、全ての技術
分野をカバーしている訳ではないし､盲信的に頼ると大きな失敗を招く危険性が残る対象であることは、
今までN-TZD研究会で学んできた失敗学の解析に見る通りである。このような観点から活用領域と、
活用上の注意点を検討し、まとめた結果を図化することにする(2003年2月15日N-TZD研究会）。
経験と
実績ある
人のチェックと
過去の経験
知恵の活用

分析・評価
→標準化
・ものづくりのメカニズム解明
・定量化、具体化、ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ化
・物理的・数理的解析で再現性確認

↑必要事項・人の領域

IT化可能・活用領域
IT化可能・活用領域
メカニズム解析
予測計算・
シュミレーション
新技術に対する
問題の予告
→改良設計

平行して
行うべき、小さな
失敗と学習・教育

DB
３D（3次元CAD)
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・良い結論
・多数案比較
→良案抽 出
・短時間解析

３－５、

失敗学

昨今、企業倫理の問題と共に、リスク対策は企業活動における重要課題になっている。
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も多いからである。そこで、本研究会ではリスク対策の在り
方と、失敗学の名で知られる内容を整理し、製品設計段階で、この種の内容を活かす方策
を研究した。

（１）リスク対策と、その基本
リスク対策は既に NASA でアポロ計画時に研究され、手法として、ケプナー氏とトレゴ
ー氏（KT 法の創始者）が体系化している。その要点は事前検討対策である。ちなみに両氏
によると、「その道のプロ３名が集まり、評価項目が準備され、数時間の事前検討で将来問
題の 85%以上が対策される。」また、「過去の失敗事例を解析すると、問題の 85%以上が事
前検討により対策、回避できた問題であった。
」とされている。この数字を見ても新製品開
発～立ち上げ段階において事前検討によるリスク対策の必要性、また、その大切さが読者
の方々にはご理解いただけるのではないかと思う。リスク対策は図表３－５－１に示す通
り、ISO9004:2000 規定 5.1.2 の中でもガイドとして示されている。ISO の中には各種の項
目が記載されていないが、重要なチェックポイントが示されている。その実現が求められ
るわけであるが、先の KT 法の創始者によるとリスク＝Ｐ（発生可能性）×Ｓ（事が起きた
ときの影響の重大性）で示され、ＰとＳは次のような５段階評価をすべき、とされている。
その後、多くの方々がリスクについて解析を加える例があったが、この評価式を基本とし
ている。
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分５分の可能性がある。

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。

リスクという考え方を辞書で引くと次のようになる。だが、新製品開発、特に不良・ク
レームゼロ対策を追求する立場からすると、いかにリスクの要因を、消失、予防、回避す
るか、という考えで対策を考えるべきことになる。
【辞書に示されたリスクに対する解説の例】
名 詞：「危険」「冒険」
「危険率」「保険金額」「被保険者」「賭ける」
「損傷や損害や損失を招く可能性」
動 詞：「危うくする」「賭ける」「冒険を冒す」「大胆にやってみる」
「一般に危険の可能性を言う。実現の頻度と重大性がここに注目の的となる。
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更に、時間経過と共に起こる影響度の拡大性、緊急性、影響度の深刻性
なども注意を要する内容である。」

図表３－５－１

ISO9004:2000(ガイドライン)に示した内容

5.1.2 考慮すべき課題（ISO9004：2000）
組織の品質マネジメントシステムを開発し、実施し、そして運営管理する際に、
管理者は、4.3 に概説した品質マネジメントの原則を考慮するとよい。

この原則に基づき、トップマネジメントは次に掲げる活動においてリーダーシ
ップを実証し、また、これらの活動に対するコミットメントを示すとよい。
―要求事項に加えて、顧客の現在及び将来のニーズ、並びに期待を理解する
―組織内で、人々の認識、意欲及び参画を高めるために方針や目標を推進する
―組織のプロセスの目標として継続的改善を確立する
―組織の将来に対して計画し、変化を管理する
―利害関係者の満足を達成するための枠組みを設定し、伝達するマネジメント
は次に掲げる活動においてリーダーシッを発揮すべきである。
～（中略）
―望まれる結果が効果的で効率よく達成されるように、プロセスのつながり及び
相互作用が設計されることを確実にする
―プロセスのインプット、活動及びアウトプットが明確に定められ、管理される
ことを確実にする
―個々のプロセスが連結し、また、効果的で効率よく機能していることを検証す
るために、インプット及びアウトプットを監視する
―リスクの特定とマネジメントを行ない、パフォーマンス改善の機会を活用
する。

では、リスクを具体的にどのような方式を用いて検討、対策すべきか、について解析を
進めることにする。リスク対策に当たっては、図表３－５－２のような手続きを経てリス
クを検討し、対策案を策定し、評価検討の末、予防策と緊急時対策を創出すべきこととな
る。また、この種の問題対策を具体的に進めるためには図表３－５－３のような様式を設
定して DR の場で活用することが望ましい、と考える。リスク対策は PPA という名がつけ
られている。Potential Problem

Analysis の略称であり、潜在的問題の発生可能性（Ｐ）

と事が露出したときの重大性（Ｓ）を見積もり、事が起きる前に予防策を立てる、もし、
予防策を立て、手を打っても起きる問題に対して緊急時策を下す準備をする、という方式
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である。従って、ここでは、もし、アイデアとして作成した対策手段を施した時、その効
果と実現性を評価すべきことになる。要は、ＰとＳの低下の状態を見積もるわけであり、
もし、リスクが軽減さればリスク対策が見つかったと考え、行動に移して行く。見ての通
り、この解析手順は極めてシステマテックな方式である。この手法は使わなければ成果に
結びつかないわけだが、同時に、評価項目をあげる力と情報蓄積が運用上の決め手となる。
図表３－５－２

リスクの要因と評価基準の例

①【リスクの評価】

Ｐ：Probability
（発生可能性）

×

Ｓ：Seriousness

（事が起きた時の重大性）
Ｓ：Seriousness

Ｐ：Probability
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分５分の可能性がある。

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。

①リスクの大きい項目

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

を抽出する。

②緊急時対策を立てる：予防策を実施した

② ②リスクの理由と

にもかかわらず、問題が

程度を明らかにする

発生してしまったときに
とる対策
④【対策成果の評価】

Ｅ：Effects

×

（対策案適用の効果）

Ｆ：Fulfillment
（実現性）
Ｆ：Fulfillment

Ｅ：Effects
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：実現は難しい。

１：効果は全くない。

１：出来ないと思う。

⑤

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）。
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図表3-5-3 PPA対策（Potential P roblem Analysis)
【潜在問題の評価】
P (問題の発生可能性） ×S（事が起きた時の重大性）
５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり
３：影響はある
２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない
１：ない

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する
リスク
の項目

考え得る
原因

P S 予防策と 評価

PPAの記入様式の例
ﾘｽｸ分析
対策を検討・記載する
の様式例

緊 急時策 と評価

Act.

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く
P:問題発生の可能性の
低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況
を評価する

（２）悪魔のサイクルとリスクの発生
N-TZD 研究会では、
「新製品開発において失敗やリスクを被るという事項がなぜ起きるの
であろうか？」について本音で討論したことがあった。その結果、実態として次のような
問題に突き当たった。「研究開発者が多忙である。」という実態である。この内容としては
図表３－５－４が関与し、問題発生の引き金となっているようである。
図表３－５―４

リスク発生を促す環境要因の例

①、

時間が無い、納期遵守に立場がからむ場合､無理をする現象が出る。

②、

マクロに管理すると、あいまいさが、変な頼り合いとなり、個別に検討する項
目が表に出ない、責任分担もないので問題が露見するまでわからない。

③、

リスクの大きさ、影響、頻度（繰り返し性）を無視し、何とか今まで過ごして
きた関係者はリスク重視をしない例が多い。

④、

信頼性工学ルッサ－の相乗則に見られる様に複雑さは危険をはらむ。

⑤、

自由に問題を発言する場が無いと、言うべき問題が顕在化しない。

⑥、

リスク発生時の責任が最初からはっきりしない制度を運用した場合、関係者は
真剣にリスクの項目や影響を考えないので、問題の提出がなされない。また、
問題が出ても、たらい回し的な取組み体制のまま事が進み、結局、真剣に問題
を挙げないので、問題が隠れたままになってしまう。

⑦、

その他、トップの姿勢やトップと部下の人間関係、目的・手段の齟齬など
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加えて、ここに図表３－５－５に示すような人が関与すると問題を配慮すべきことになっ
た。各種調査の中から、ドイツ心理学者デートリッヒ・デルナー博士を発掘した。
図表３－５－５

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

仮設を立てない。立てても検証するとい 仮設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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これは失敗学の解析の一例であるが。もし、プロジェクトリーダーにこの図表の左側の
ような、『誤りを犯しやすい人』の存在が加わると新製品開発の DR の場において意志決定
のまずさから多くのリスクが生じてくる危険性があることが示唆されており、要注意事項
と考える。面白いことに、この解析結果は八甲田山で 200 名もの方々が雪中行軍で亡くな
った悲しい事件を指揮した神田大尉の行動と全く一致している。研究会では、このような
分析から、まず、リスク対策は人的にミスを犯しにくいリーダーの存在が必要になる。こ
のような研究成果を借りるならば、まず、研究開発者にゆとりを生む何らかの対策を図り、
余裕を持ってリスク対策を図れる条件をつくること、そして、リーダーにはリスク対策、
事前検討を重視し、経験もあり、先に示したような手法を効率良く、また、実務的に駆使
できる方を投入すべきことを提言の前段としてここに加えることにした。
一般に予防対策で手が打てないと問題は肥大化し、図表３－５－６のようになる。この
ことは素人でも判る内容である。そして、事態が悪化すると図表３－５－７のようになる。
関係者が失敗とトラブル対策に追われると、今度は、それが問題の元凶になり、次のトラ
ブルを生む基になる。これが産業界でいう『悪魔のサイクル』である。この対策は下に示
した①～⑨が考えられるが、①の対策でサイクルを断つことが最も望ましい策となる。
だが、事前検討が無視され悪魔のサイクルが繰り返されるとしたら、どこかで、また、
何らかの方法でこのサイクルを断ち切らねばならないということになる。そのためには、
①新製品開発のテーマを絞り込む。②他部署やその道の専門家の力を借りる、とか、応援
を受ける策が注入される。または、将来にまたがる対策になるが、③IT 化を始めとする強
力な兵器や新手法を投入して研究開発者の工数低減を図る。・・・といった策が効果的では
ないかと考える。
【リスク発生後に取られる対策の例（技術的手段）】
①、事前対策・事前検討の重視
②、リスクの分散
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
⑦、保護策を利用する（保険、他所へ転嫁）
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。
各種討論の中から、ここで疑問が湧いた。一般に、研究開発者は開発テーマに対しては
専門家だが、果たして仕事の仕方や仕事の手順の改善に対してプロか？という疑問である。
もし、そうなら、この分野の対策に仕事の改善を業とする IE(Industrial
をかけ、仕事の分析～改善を進めてはいかがかと思う。
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Engineer)に相談

この種の問題対策に具体的な例を紹介することにする。図表３－５－８はある新製品開
発部門 100 名程の企業の時間分析結果である。ここでの分析を見ると、新製品開発を業と
する部門の創造的な仕事は 11%程度でしかなかった。そこで改善となった。改善の詳細は
記載を省略するが、IE の専門家による指導内容は図表３－５－９の内容であった。仕事の
見直しで改善を進めた結果、省力合理化や事前検討のウエイトが増え、その後半年足らず
で 50%以上の事前検討時間を得ることができた例である。忙しさ対策の一例を紹介した。
図表３－５－６
No. 状況の区分
１
２

予防対策
小規模出火

問題発生の 4 区分
解

説

新製品・研究開発の場合

対策点

火事の予知予防と、緊急時の 各種 DR 段階における、 予防対策と
訓練と監視(定期的ﾁｪｯｸ)

リスク対策

緊急時の準備

問題発生時の小火消化対策

責任分担者による問題の

発生時に準備

発生時対策 (各責任者が対 し た 緊 急 手 段
策、事後報告のみで了解)

３
４

火災発生
大火・類焼

の発動

消防車の出動要請と大火、類 火の元の消化活動

緊急会議によ

焼を防ぐ対策

る善後策検討

被害が他に及ぶ大災害

研究開発テーマの変更や 被 害 最 少 の 事
撤退など、致命的決定

図表3-5-7 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

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
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後策発動

図表３－５－７

研究開発部門の仕事内容を分析した結果（Ｘ社の例）

書類作成
会議
工程進捗
チェック
クレーム処理
計算
連絡・メール
打ち合わせ
マスター登録
製造管理
判断・創案
資料作成
標準書作成
使用解読
その他

１．２％
３．２％
３１．９％
６．１％

９．６％
９．３％
８．４％

何と、創造的な仕事の中味を？と見る
と、驚くことに１１％程度であった。
図表３－５－８

時間分析と改善、その概念

分析前の仕事（全体の時間）

①漠然と捉えた
仕事全体と時間
②要素に分割する。
③ムダを発見～
対策する
④新しい仕事に組替え
時間短縮・改善効果を得る。

改善後の仕事（時間短縮状況）

何度も繰り返すが、事前検討を重視すれば、不良・クレーム問題の 85%もの値が低減さ
れる。そこで、企業の中で、「事前検討は個人的な嗜好ではなく、強制的なシステムとして
行うべきである。」ということになる。既に ISO9001:2000 でも、この種の問題が討論され、
この面の改訂がなされている。規定 7.3 に設計・開発の重視が設定されているのは、このよ
うな結果を示すものである。更に、ISO9004：2000 には図表３－５－９-①～②に定められ
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た詳細な項目までガイドされている。我々は、この実施を企業におけるマネジメント・シ
ステムの中で日常的に運営されて行くべきだと考える。その時、その中身と内容の充実が
問題になるが、この対策は図表３－５－１０に示すようにマネジメント・レビューの中に
組み入れ、トップ指導でその内容を監視、指導する運営が望ましいと考える。

図表3-5-9-① ISO9004:2000に示された設計・開発に関する
インプット／アウトプット／レビューの項目
狙い：組織が、その顧客及びその他の利害関係者のニーズと期待とに効果的で効率よく
応えるために、必要な設計・開発のプロセスを定め、実施、維持することを確実にする。
規定7.3.1の「手引きの項目」：
規定7.3.1の「手引きの項目」：
ライフサイクル、安全、健康、試験可能性、利便性、使い勝手の良さ、ﾁﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾋﾞﾘｨﾃｨ、
ライフサイクル、安全、健康、試験可能性、利便性、使い勝手の良さ、ﾁﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾋﾞﾘｨﾃｨ、
耐久性、人間工学、環境、製品の廃棄及び、特定したリスクを考慮すると良い。
耐久性、人間工学、環境、製品の廃棄及び、特定したリスクを考慮すると良い。
ａ）外部からのインプットの例
－顧客又 は市場 のニーズと 期待
－その 他の利 害関係 者のニーズ と期待
－供給者 の貢献
－製品の 頑健な設計・開発を 達成 する ため
の使用 者からのインプット
－関連 する法 令・規制要 求事項 の変更 箇所
－国際規 格又は 国内規 格
－業界の 実施規 約

設計・開発
のレビュ ー

設計開発
からの
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

ｂ）内部からのインプットの例
－方針及 び目標
－ﾌﾟﾛｾｽのｱｳﾄﾌﾟｯﾄを 受け取る人 々を含 む
組織内 の人々 のﾆｰｽﾞと期待
－技術の 開発
－設計・開発を 行う人々 に必要 な力量 に
関 する要求 事項
－過去の 経験か らのﾌｨｰ ﾄﾞﾊﾞｯｸ情 報
－現存 するﾌﾟﾛｾｽ及 び製 品の記 録、並 びにﾃﾞｰﾀ

c)ﾌﾟﾛｾｽ又は製品の安全で適切な機能と維持のための
かぎとなる特性を明確にするｲﾝﾌﾟｯﾄの例
－運用、 設置及 び適用
－物理的ﾊﾟ ﾗﾒｰﾀ及 び環境

－保 管、取り 扱い及 び引渡 し
－ 製品の 廃棄 に関 する要 求事項

図表3-5-9-② ISO9004:2000に示された設計・開発に関する
インプット／アウトプット／レビューの項目
－ﾌﾟﾛｾｽのｱｳﾄﾌﾟｯﾄと ｲﾝﾌﾟｯﾄの
要求事 項の比 較
ｲﾝﾌﾟｯﾄ
ｲﾝﾌﾟｯﾄ
－類似品 と対比し た評 価
－ ｼｭﾐﾚｰ ｼｮﾝ、 又は試 行
－過去のﾌ ﾟﾛｾｽ経験 から得られ た
不適合 や欠陥、 教訓な ど、との 比較・・・

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄのレビュ
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄのレビュー
ー

レビューにおける主題の例

設計・開発のｱｳﾄﾌﾟｯﾄの例

－設計・開 発業務を 行うためのインプット の妥当 性
－計画 された設計・開発 ﾌﾟﾛｾｽの 進捗状 況
－検証 及 び妥当 性確認 の到達 目標の 満足
－製品 が使用 された場合の 、起こり うる危 険ま たは
故障 モードの評価
－ 製 品のﾊﾟﾌｫｰ ﾏﾝｽに関 するﾗｲﾌ ｻｲｸﾙの ﾃﾞｰﾀ
－ 設計・開発ﾌ ﾟﾛｾｽの変 更及 びその影 響の管 理
－問題 点の特 定と修正
－ 設計・開 発ﾌﾟﾛｾｽの 改善の 機会
－製品 が環境 に与 える起 こりうる 影響

a)
b)

－ﾌﾟﾛｾｽのｱｳﾄﾌﾟｯﾄに対 してｲﾝ ﾌﾟｯﾄを
比較したことを実 証 するﾃﾞｰﾀ
－合否判 定基準を 含 む製 品仕様 書
－ﾌﾟﾛｾｽ仕様 書
－材料 仕様書
－ 試験仕 様書
－教育・訓練 の要求 事項
－使用者 及 び顧客 情報
－購買要 求事項
－適格性 確認試 験の報 告

外部からのインプットの例
内部からのインプットの例

c) ﾌﾟﾛｾｽ又は製品の安全で適切な機能と維持のための
かぎとなる特性を明確にするｲﾝﾌﾟｯﾄの例
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図表3-5-10 事前検討システムをISO9001に
組み入れる方式の提言
ﾚﾋﾞｭｰの狙い(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

DRのｲﾝﾌﾟｯﾄの例
（ISO9004規定7.3.1）
－顧客又 は市場 の
ニーズ と期待
－過去の 経験か らの
ﾌｨｰ ﾄﾞﾊﾞｯｸ情 報
など・・・・・

DRのｲﾝﾌﾟｯﾄの例

顧客要求

（ISO9004規定7.3.1）
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
顧客要求

７．製品実現
８．４データの分析
８．２監視と測定

－顧客又 は市場 の
ニーズ と期待
－過去の 経験か らの
ﾌｨｰ ﾄﾞﾊﾞｯｸ情 報
など・・・・・

良品の提供

８．５．２是正処置
８．５．３予防処置

顧客要求

（３）参考にすべき失敗学と、その要点
２１世紀に入ってから余りにも企業の失態が多いためか失敗学という名でリスク対策を
クローズアップする企業が多くなってきた。その多くは図表３－５－１１に示したように
失敗事例を公開、データーベース化して再発を防ごうという内容である。関係者が大いに
参考にしたい内容がそこには含まれるため、各種研究がなされている。また、先にリスク
対策に対して体制やシステム的な整備を企業内に図る策を提言したが、このような環境が
整うと、今度はその中身、即ち、検討内容が問題となる。そこで、ここでは新製品開発の
立場からこれら失敗学の中身を分析～抽出し、当然知っておくべき内容や、参考にすべき
事項を整理することにする。なお、ここで参考にした文献の一部を下記に例示する。
【事故や失敗を分析して再発防止の検討を促す著書の例】
① 柳田邦夫著「事故調査」新潮文庫
② 畑村洋太郎編著「続々・実際の設計

１９８６年
（実際の設計研究会）」日刊工業新聞社 2001 年

③ 伊豫部 将三著「設計の盆ミス１０１」 日刊工業新聞社 1999 年黒田勲監修「航空心
理学入門」鳳文書林 1977 年正田亘著「安全心理 人間心理より見た事故防止策」技術
評論社 1981 年
⑥ 野間聖明「ヒューマン・エラー安全人間工学へのｱﾌﾟﾛｰﾁ」毎日新聞社

1982 年

⑦ 橋本邦衛「安全人間工学」中央労災防止協会 1984 年
⑧ F・H・ﾎｰｷﾝｽﾞ「ﾋｭｰﾏﾝ・ﾌｧｸﾀｰ航空分野を中心として」成山堂書店 1991 年 など
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事例の多くはヒューマン・エラー対策という局面から多くの事故事例を扱っている。多
くの専門家が果敢な解析をしてきたが、その解析内容は共通している。図表３－５－１２
がその例を示している。ヒューマン・エラーの解析から入った事故調査で得た内容は、個
人の「責任問題とするのではなく、技術的な解析を行い、その発生メカニズムを解析し、
未然防止の持ち込む手段をいかに具体化するか？」という点に集約されるからである。

図表3-5-11 失敗情報の蓄積と伝達方法
記録
記録
①
①
②
②
③
③

擬似体験をする

強い認識

現物・写真
現物・写真
展示物・ｻﾝﾌﾟﾙ
展示物・ｻﾝﾌﾟﾙ
画像＋音声
画像＋音声
事例を基に学ぶ

①
①
②
②
③
③

事例集
事例集
ﾍﾞｶﾗｽﾞ集・注意書き
ﾍﾞｶﾗｽﾞ集・注意書き
教育テキスト
教育テキスト

DRの場で
実務的活用

繰り返し

文書
文書

試合・実践
危険回避～
的を得た対策

環境
環境

①
① 言い伝え
言い伝え
②
ISOのﾚﾋﾞｭｰ
② 反省会議、
反省会議、ISO
のﾚﾋﾞｭｰ
③
上司のﾁｪｯｸ
③ 上司のﾁｪｯｸ
OJT
OJT教育体系
教育体系

若いうちに
上司が鍛える

成果創出と体得の実感！

図表3-5-12 事故調査から得られる解析思想
（柳田 邦男氏著書、新潮文庫）前根氏：全日空総合安全推進委員会

過去事例の教訓
日本では事故があると、「ミスをしたのは誰だ」という責任論・刑罰
論優先の発想が圧倒的に優勢である。
本来あるべき調査の態度：事故のモンタージュ（前根氏の発想の利用）
①事前にどこかの段階で事故になるのを防げなかったのか？
②事故原因にはどれだけの要素がからみあっていたのか？
③現場のミスを誘発したいくつもの背景があったはずだ、
という視点からの「技術調査」が必要である。
技術調査においては、事故原因にかかわった人間の判断や
動作をお粗末な行為とか引責としてとらえるのではなく数々の
事故要因の連鎖の1コマとしてとらえることが肝要である。
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この趣旨は本研究会の目的のひとつに完全な一致をしているので、この趣旨に従って、
以降、事故調査を行った専門家の解析を学び、解析された事故分析から発生のメカニズム
を把握しつつ対策を模索して行くことにする。
繰り返しになるが、専門家達の解析を見ると、事故や失敗などの調査に当たっては『な
ぜ人が誤りを犯すのか？』という疑問を持ち、その背景にある原因の究明を解析すべきで
ある。その上で対策を整理して行く方式を『過去の教訓を生かす』と言う内容に絞られて
いる。事故などの再発を防ぐためには、大変に重要な取組みである。そのような事故が持
つ特徴をヒューマン・エラーの立場から見直すと図表３－５－１３―①と②のようになる。こ
こには歴史的に代表的な事故の一部、即ち、技術者なら当然知っておくべき事例を列挙し
たが、その事例の要点は事故の影に潜むリスクに気が付かない。または、リスクを無視し
たくなるような時間的、コスト、または、政治的な圧迫が背景にあったことを我々は見直
すべきことが強調されている。では、この種の事故事例を基にリスク対策をいかに進める
べきか？という局面を解析してゆくことにする。
事故調査～対策の模索に当たって大切な態度は、「人間はミスを犯す。これは仕方ない人
間の特性であるからし方が無い、対策は無い。」というものの見方を採るのではなく、「人
間は知恵を持つ。ミスを犯す特質を素直に認め、知恵と工夫を駆使してゼロ化をつい追求
する」という理解と行動理念が必要である。物事をそのように考え、問題解決の道を見つ
けた例が多いからである。では、過去の事故事例を紹介し、対策に成功しつつある事例と
リスク対策を紹介して行くことにする。

図表3-5-13-① 各種の事故・災害事例を通して目立つ
要因の整理
① NASA ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ、ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ大爆発事故（ 1986年1月）
「補助ロケット（固体燃料）に際し、異常寒波の打ち上げは危険だ」という技術者達の警告を無視！

NASAの幹部の
アセリ

メンツ

国家威信意識

② ソ連 ﾁｪﾙ ﾉﾌﾞｲﾆ原子力発電所の大爆発事故（ 1986年4月）
運転員らが全ての安全装置を切ってある種の大事故を起こした。「なぜ？そのような無謀な実験
を止めさせることができなかったのか？」と、各国の専門家から奇異な目で見られた事件

成績第一主義

官僚主義

安全性過信

③ その他、多く の事故の背景
（１）
（２）
（３）
（４）

経費を安くあげるため、安易な設計をしたり、無謀な運転方式を採用したりする。
安全設計思想自体が未熟であったり、重要度の認識が欠如していたりする。
機械や装置の技術水準自体が低い。
安全規制や運転規則の不備・不徹底

信楽高原鉄道の列車衝突事故
全く類似の事故

（1993年8月鉄道安全推進委員会発足）
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図表3-5-13-② 事故が持つ特質の整理
① 軍事・政治がらみの事故・事件が多い
テロ、イラン機追撃事件など
② 国家間・企業間の競争がからんでいる
米ソのロケッﾄ工場爆発事故が同時に起きた事例など

企業に直接関与する項目
企業に直接関与する項目

企業間競争
企業間競争
立場論に類似
立場論に類似
の内容がある。
の内容がある。

③
③ 安全設計上の見落とし、落とし穴
安全設計上の見落とし、落とし穴

（例）
（例） テキサス州のデパート倒壊
テキサス州のデパート倒壊 ：： 豪雨の強度設計が念頭になかった？
豪雨の強度設計が念頭になかった？
ﾏﾚｰｼｱのﾌｪﾘｰ桟橋事故は多人数殺到への強度設計が不十分だった？
ﾏﾚｰｼｱのﾌｪﾘｰ桟橋事故は多人数殺到への強度設計が不十分だった？
国道2号線のﾄﾝﾈﾙ内排気ｶﾞｽ事故は、夏季の大渋滞までは設計時に
国道2号線のﾄﾝﾈﾙ内排気ｶﾞｽ事故は、夏季の大渋滞までは設計時に
想定していなかった。
想定していなかった。

④
④ 老朽化、金属疲労の予想以上の進行
老朽化、金属疲労の予想以上の進行

（例）
（例） ハワイのアロハ航空機事故は旅客機の疲労の進行が予想以上に早かったこと
ハワイのアロハ航空機事故は旅客機の疲労の進行が予想以上に早かったこと
が関与していた。
が関与していた。
インドの列車脱線事故は鉄鋼の老朽化が関与していた。
インドの列車脱線事故は鉄鋼の老朽化が関与していた。

⑤
⑤ 過去の教訓が生かされていな
過去の教訓が生かされていない！
い！

超高層ビルの火災の繰り返し、船舶の衝突事故、列車事故など
超高層ビルの火災の繰り返し、船舶の衝突事故、列車事故など

⑥
⑥ 人間に関するﾐｽ防止の研究と対策がいまだ確立されていな
人間に関するﾐｽ防止の研究と対策がいまだ確立されていない
い

エアバスA３２０のデモ飛行機事故は自動操縦装置の過信。潜水艦「なだしお」
エアバスA３２０のデモ飛行機事故は自動操縦装置の過信。潜水艦「なだしお」
と「第一富士丸」の衝突事故は双方の艦長・船長の判断ミスが関与していた。・・・
と「第一富士丸」の衝突事故は双方の艦長・船長の判断ミスが関与していた。・・・

まず、一つの事例だが、図表３－５－１４はそのような観点に立ち分析した一例である。図
表に見るとおり、この事例は、どんなに高度な技術性環境になっても、人は多くの危険と
背中合わせに暮らしている、という前提を基に物事を整理し、対策を提示している。安全
対策がテーマの中心になっているが、中央に記載したように事実情報を解析して原因が何
に起因するか、また、その除去をシステマテック、効率よく行うにはどのような手段を駆
使すべきかを創出して行く必要性を示唆している。ここでは、図中に示した、以下の 3 点
を事故調査に当たって注意すべき重要な項目としている。その内容は次の点である。
①

徹底的な原因究明が必要→再発防止策の発掘。そのためには

②

事故をどのような視点と方法でしらべるか？

③

どのように分析し、何を得ようとするのか？である。
この種の解析の例としては、図中の下に示した BOAC が解析～対策の内容がサンプルと

して例示することが出来る。また、この内容は柳田邦夫氏の著書「マッハの恐怖」に詳細
に記載されている。技術者は是非お読みいただきたい内容が記載されている。では、簡単
にその要点を解説することにする。
この事故は昭和 41 年 3 月 5 日に起きた悲惨な事故である。事故の原因は、富士山のはる
か上空で遭遇した剥離現象という自然現象が関与していた。だが、この事象に、航空専門
家たちが、この 3 点を生かし切れなかったため、パイロット・ミスという人的な原因にし
てしまった事件である。重大な判断の誤りがあった事例である。事故原因調査団がこの事
件の解析に当たった内容は次のような内容であった。事故が起きたのは昼間だったので多
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くの目撃者や数枚の写真などがある状態で事故原因調査団の原因調査が行われた。残念な
がら、4 年間もの年月をかけ、調査団が下した判断は多くの事実情報があったにもかかわら
ず、討論に討論を重ねた結果、「パイロットのヒューマン・エラー」とした。だが、後日、
この決断は、後日、相馬博士の解析と共に間違いであったことが明らかになった。科学的
解析が人的判断の誤りを正した事例である。

図表3-5-14 事故のとらえ方
安全対策を考えるには、現実に起きた事故以上の教科書は無い。
安全対策を考えるには、現実に起きた事故以上の教科書は無い。
だが、読み取り方が問題！
◎高度な技術システム お技術製品に依存している
現代社会と生活が、 あらあゆる分野で危険な
落とし穴を抱えていて、絶対安全な どという保証
はないことが歴然としている。

事故調査とは？
① 徹底的な原因究明が必要→再発防止策の発掘。そのためには
② 事故をどのような視点と方法でしらべるか？
③ どのように分析し、何を得ようとするのか？
を明確にすべきである。このためには、
事実情報の把握が欠かせない。

「マッハの恐怖」の教訓；（1966年3月5日と死者の数）
BOAC東京湾全日空機墜落事故の原因は、専門家が４年以上かけたにもかか わらず、
ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ﾐｽということで原因不明という形でうやむやにしてしまった。 しかし、この事故の
原因は相馬博士により剥離現象として証明されたことで知られる。

相馬博士は事故原因調査団には属していなかったが、独自にこの事故の原因調査を進め
た方である。博士は死亡した乗員が摂った 8mm フィルムを科学的に解析した。事故が起き
た時、乱気流と呼ばれるものも当日の気象状況下で存在していたようである。このため、
搭乗前にドブソンという機長には、多忙な発着に中ではあったが、当然、「乱気流を注意し
て飛行するように」と、管制塔から指示が告げられていた。

ドブソン氏が操縦した BOAC

機にはイギリスの観光団が乗客として乗っていた。観光団は富士山だけは見ていないので、
ドブソン機長は上空から富士山を見せたいと思い富士山の上空を飛んだ、という内容は否
定できない。しかし、当時、航空界において、3776m の高さを持つ富士山の高さの下に存
在する乱気流の発生は公知の内容であったが、そのはるか上空に発生する『剥離現象』の
存在については、まだ、未発見の未知なる現象であった。相馬博士は、8mm 映写機が 16
コマ目で突然止まり真っ黒なフィルムに注目した。この現象は映写機に８G という力が映
写機に作用した時に起きることを実証した内容が基になった。その解析結果は次のように
なる。即ち、
「そのような力はなぜ起きるのか？」について、相馬博士は物理現象を追いつ
つ、そのメカニズム解析を行った。更に、8mm フィルムの映像より今度は飛行機の航路を
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ほぼ正確に割り出すと同時に、風洞実験という手段を用いて当時の自然現象を再現したわ
けであった。この実験の結果、富士山のはるか上空に空気の壁が存在すること、更に、そ
の壁は上下に８G の力で飛行機を引き裂く程の力が存在することまでが証明された。この
解析でそれ以降、似たような気象現象が発生すると、管制塔の指示で飛行禁止となるため、
同じ事故は全く発生していない。繰り返しになるが、この解析は物理現象としてのメカニ
ズム解析を科学者という立場で解析したものであった。相馬博士がこのような解析を必死
になって進めた理由は「航空機事故は絶対に起こしてはならない」という人類愛と科学へ
の信頼と、信念を貫き通す行動があったためと推察される。この点に対して、我々は敬意
を払うべきである。加えて、この事例は、先述した 3 点、事故解析に当たる態度のあり方
を示した内容があり、事故調査に当たって事実を基に原因を追求する方式を追求して、再
発ゼロの道を発掘する方式を示す事例として、我々は注目すべき内容である、と考える。
また、事故調査の解析に当たって、我々は科学的解析を専門家の討論に先行させるべきで
ある。科学が良い点は次の 3 点である。
① 論理性があって解りよい。
② 繰り返し性(再現性)がある。定量的であり、予測が的中する。このように、有効な点
を持つので科学は信頼される。また、定量的、論理、解析的だから科学的対策の進歩を助
けているわけである。このような理解の次に課題となるテーマは、リスク対策に当たって
の態度、行動理念の設定である。なお、ヒューマン・エラー対策を科学的解析を通し検討、
今後の対策に活かす対策を進めつつある内容を以下、多数紹介し、類似の例の紹介と何を
新製品開発の要点として参考にすべきかを例示することにする。
【ヒューマン・エラーを中心とした事故解析を通し、リスク対策を進めるための参考点】
図表３－５－１５： ヒューマン・エラーを IT 化で改善対策した事例
図表３－５－１６： 人が関与する仕事のチェックには関門が必ず必要になる例
図表３－５－１７： 指差確認、ﾁｪｯｸﾘｽﾄの徹底は人の関与する仕事上、必須である。同時に、
ダブルチェックが必要な対象は、そのシステムをつくり運用すべきである。
図表３－５－１８： ヒューマン・エラーは引責問題とせず、事例を基に原因究明～
撲滅の道を模索すべきである、という示唆を示す例。
図表３－５－１９：ベテランのパイロットにヒューマン・エラー対策を聴取する大切さと共に、仕事に
は必ず危険が伴う、という観点と対策の必要性を汲み取るべきであることがわか
る。
図表３－５－２０： 大事故防止には、小さなトラブルの解析と対策訓練が常に必要である。
図表３－５－２１～２２
： 以上の内容をまとめる形で科学的解析～対策が必須である、という結論になる。
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図表3-5-15

（1985年）

日本航空441便航路を誤り？
サハリンに接近した事件

日本の新聞：「信じられぬミス」「たるみ」といった個人的な攻撃というとらえ方

米国ニューヨークタイムス伝；
米国ニューヨークタイムス伝；
「アメリカの航空専門家たちの話では今回の日航機の航空路逸脱
「アメリカの航空専門家たちの話では今回の日航機の航空路逸脱
飛行は、異常なものではなく、似たような航空ミスは過去何年にも亘
飛行は、異常なものではなく、似たような航空ミスは過去何年にも亘
って多く記録されている。」
って多く記録されている。」
1983年10月19日
~1984年末まで
警告を含め17機
も発生（民間機）
よくある事件だから、
綿密な分析を要する！

現在のジェット機のほとんどがINS搭載している。
（INS＝自動的 に目的 地 に飛 んで 行く慣 性航法 装置）

411便は日本上空で
前方に雲が見えたため
乱気流に巻き込まれないようにINS→HDDに切り替え
右よりの機首方向をとった。→ その結果、強い偏西風
が作用し、先の事件につながった。ｽｲｯﾁの再切り替え
は無かった。多くの仕事の処理にも追われていた。
「大韓航空機事故も類似の内容ではないか？」英国の専門家

結論；物理現象と解釈最近の航法装置はﾃﾞｽﾌﾟﾚｲ使用（IT活用）
（ボーイング747-400等） では、この種の問題は対策済みである。

図表2-5-16

静岡県清水市、国鉄東海道本線
興津駅構内の脱線事故（乗客350名）
（1986年）

事故の状況： 開いていなければならないﾎﾟｲﾝﾄが閉じられていた。その原因は
静岡県通信区4名がﾎﾟｲﾝﾄや信号機を制御するリレー器交換作業
の際、「有極リレー」 を設置すべきところを「線状リレー」と間違えた、
ことが直接の原因であった。

加えて：オレンジのランプが点灯していたが、担当職員はその
←有極リレー

色に気が付かなかった。疑問も感じず、ﾎﾟｲﾝﾄの状況の
点検をしなかった。
問題は２つあるわね！
① リレー作業時にリレーを間違えた！
② 中央制御盤を担当する職員のランプの
見過ごし！
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図表3-5-17 人違い中絶手術
（1987年9月）

福島県いわき市私立総合病院

被害者と問題発生の状況：
被害者と問題発生の状況：28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり
28歳の主婦A子さん、切迫流産の恐れがあり

2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。
2週間の入院治療の後、自宅療養を経て産婦人科外来を訪れた。
待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で
待合室で20名程の患者たちと共に順番を待っているとき、同姓で
中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに
中絶手術を受けにきたBさんと間違った。たまたまBさんがトイレに
行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入
行っていたとき、Aさんが自分が呼ばれたと勘違いして診察室に入
ってしまった。
ってしまった。

全く機械的
に手術して
しまった。

① 医師は患者の氏名を確かめなかった。
② 中絶の意思をA子さんに確かめなかった。
③ A子さんが診療室に入った時、看護婦もA子さんを
ﾌﾙﾈｰﾑで確かめなかった。医師も確かめなかった。
④ 中絶し術の前に行うべき、血圧・麻酔に対するｱﾚﾙｷﾞｰ反応検査、
胎児の心音・発育状態の検査もしなかった。
ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ対策？
難問だ？

① 指差確認は？
② 各工程毎の
管理・ﾁｪｯｸ体制？
③ ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸは？
どうなっている！

図表3-5-18 ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの対策に対する取り組み ①
責任論から対策を引き出す。
事実分析を基に原因を引き出す。

全日空総合安全委員会作成の冊子『ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰへのｱﾌﾟﾛｰﾁ」

要点：

ｹｰｽスターﾃﾞｨｰを中核に実践的方策を模索する。
① 人間の行動を分析して、ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰとは何を示しているのか？
② 問題の焦点はどこにあるの？
③ 今後対策を考える上で目を向けるべき所はどこなのか？を探る

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰの解析内容：「
ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰの解析内容：「事実に基づく要因（誘発を含め）解析の必要性を強調！」
事実に基づく要因（誘発を含め）解析の必要性を強調！」
①
① ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰによる事故は多くの要因がﾁｪｲﾝのように絡み合っている。従ってこの種の
ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰによる事故は多くの要因がﾁｪｲﾝのように絡み合っている。従ってこの種の
要因のからみを断ち切ることが大切
要因のからみを断ち切ることが大切 →
→ 管理ﾎﾟｲﾝﾄ減対策の必要性
管理ﾎﾟｲﾝﾄ減対策の必要性
②
② 機械化された事故も、その要因を深く分析すると人間に行き着く。
機械化された事故も、その要因を深く分析すると人間に行き着く。
③
③ 従って、人間の行動で目を向けるべき点はどこにあるかを､ｹｰｽｽﾀｰﾃﾞｨｰを基に分析
従って、人間の行動で目を向けるべき点はどこにあるかを､ｹｰｽｽﾀｰﾃﾞｨｰを基に分析
し、仮設を含めて穴埋めしながらもより良い対策を考え、適用すべきである。
し、仮設を含めて穴埋めしながらもより良い対策を考え、適用すべきである。
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図表3-5-19 ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの対策に対する取組み ②
『生還への飛行』：ｽｰﾊﾟｰﾏﾝ的なﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄにｲﾝﾀﾋﾞｭ ｰ、解析した内容の報告
加藤寛一(東京大学工学部航空学科教授）の著書

窮地を切り抜け生き抜いた記録
ﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄの役割：設計段階では気づくかなかった欠陥や問題点を実際にﾃｽﾄ機を
飛ばして発見し、それを設計陣にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ～完全なものにして
行くという役割を担っている。

①
① フランスのｼﾞｬﾝ・ｸﾛｰ氏：
フランスのｼﾞｬﾝ・ｸﾛｰ氏：

ｺﾝﾄﾛｰﾙ不能になった飛行機で、一刻を争う対応の中で地上への激突4秒前に
ｺﾝﾄﾛｰﾙ不能になった飛行機で、一刻を争う対応の中で地上への激突4秒前に
脱出した心境を語る。「一番大切なことは怖がらないこと。麻痺してしまっては駄目
脱出した心境を語る。「一番大切なことは怖がらないこと。麻痺してしまっては駄目
何が今起こっているかを知っていることが大切、ﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄは正確な解析ができな
何が今起こっているかを知っていることが大切、ﾃｽﾄﾊﾟｲﾛｯﾄは正確な解析ができな
ければならない。また、技術について、常に好奇心を持ち、知識を常に進歩させね
ければならない。また、技術について、常に好奇心を持ち、知識を常に進歩させね
ばならない。学び続けること、一生初心を持つこと、・・・」
ばならない。学び続けること、一生初心を持つこと、・・・」

②
② アメリカのトニー・レビエル氏：
アメリカのトニー・レビエル氏：

「飛行機が本来危険であると認識すること、あらゆることを疑ったかかること、非常
「飛行機が本来危険であると認識すること、あらゆることを疑ったかかること、非常
に注意深くすること、正しいことを一つづつ行うこと。
に注意深くすること、正しいことを一つづつ行うこと。

プロとしての
人生観

落ち着きと、
冷静な判断

日頃からの
リスク対策習慣

図表3-5-20 ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの対策に対する取組み ③
米国・FSF（航空安全協会）：世界各国で研修会を開催
①
① 飛行機事故は緊急離着陸時の発生が多い。
飛行機事故は緊急離着陸時の発生が多い。

ﾒｰｶｰのﾃﾞｰﾀ-提供＋問題発生時の対処手順の具体化が必要である。
ﾒｰｶｰのﾃﾞｰﾀ-提供＋問題発生時の対処手順の具体化が必要である。
国の安全上の技術基準は、事故解析後5~6年後に出てくる状況である。
国の安全上の技術基準は、事故解析後5~6年後に出てくる状況である。

②
② 自動化システム
自動化システムに伴うﾋｭ
に伴うﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの専門家の話で
ｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰの専門家の話ではﾊﾟｲﾛｯﾄ
はﾊﾟｲﾛｯﾄ
というのは一般にｺﾝｻ
ｰﾊﾞﾃｨﾌﾞ（保守的）だという状況
というのは一般にｺﾝｻ ｰﾊﾞﾃｨﾌﾞ（保守的）だという状況

従って、ﾋﾔｯﾄのような内容でも自由に公開してもらう方式が必要である。
従って、ﾋﾔｯﾄのような内容でも自由に公開してもらう方式が必要である。

③
③ ﾄﾗﾌﾞﾙ
ﾄﾗﾌﾞﾙ発生時（変化）に人間が追従する時間は以外に遅い。
発生時（変化）に人間が追従する時間は以外に遅い。

大事故にならないような小さなﾄﾗﾌﾞﾙが起こり、それに対応して行く訓練が
大事故にならないような小さなﾄﾗﾌﾞﾙが起こり、それに対応して行く訓練が
理想的と考えられている。
理想的と考えられている。

④
④ ｳｲﾝﾄﾞｼｪｱ（乱気流）のような事故を誘発する要因は早く
ｳｲﾝﾄﾞｼｪｱ（乱気流）のような事故を誘発する要因は早くつかみ
つかみ
避ける対処が必要。
避ける対処が必要。

過去、インドの乱気流に巻き込まれ墜落した事故はﾊﾟｲﾛｯﾄﾐｽで片付けら
過去、インドの乱気流に巻き込まれ墜落した事故はﾊﾟｲﾛｯﾄﾐｽで片付けら
れた事例がほとんどだった。
れた事例がほとんどだった。

全日空「総合安全委員会」（1984年）
ICAO（国際民間航空期間）事故防止ﾏﾆｭｱﾙの骨子
「これからの事故防止のｷｰﾎﾟｲﾝﾄのひとつは、小さい事故（インシデント）
の実態を把握して、その教訓を現場にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸせよ」という内容だった。
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図表3-5-21 ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ対策の要点 ①
①
① NASA
NASA ：：飛行が次の段階に移る時、政府と利害関係の全く独立した
飛行が次の段階に移る時、政府と利害関係の全く独立した
技術者が、定められた関門と、所定のﾁｪｯｸ項目に従って、
技術者が、定められた関門と、所定のﾁｪｯｸ項目に従って、
G0
G0 oror No
No Goの判定を行う。
Goの判定を行う。

②
② 故橋本先生（慶応大学）：
故橋本先生（慶応大学）：なぜ欠陥が発生したか？について原因を追求し、
なぜ欠陥が発生したか？について原因を追求し、
その問題の原因を究明した後、なぜ、事前検討段階でその問題の
その問題の原因を究明した後、なぜ、事前検討段階でその問題の
対策が取られなかった？というﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの問題まで掘り下げる必要
対策が取られなかった？というﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの問題まで掘り下げる必要
がある。
がある。

③
③ ICAO（国際民間航空機構）の勧告：
ICAO（国際民間航空機構）の勧告：

安全性を追求するためにはｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ（小さな事故）
安全性を追求するためにはｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ（小さな事故）
ﾋﾔﾘﾊｯﾄの内容を公開し、訓練し、予防、緊急時対策
ﾋﾔﾘﾊｯﾄの内容を公開し、訓練し、予防、緊急時対策
を身につけることが大切であり、このような対処を進
を身につけることが大切であり、このような対処を進
めることを習慣づけるよう示唆している。
めることを習慣づけるよう示唆している。
（日本化学工業協会の安全表彰もこの点を重視）
（日本化学工業協会の安全表彰もこの点を重視）

図表3-5-22 ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ対策の要点 ②
日本における事故調査のあり方の多く
「ﾐｽをしたのは誰だ！」と責任・刑罰論優先で解析する。
問責の決議

訓示と叱咤

欧米を中心とした、有効・科学的な原因分析・再発防止対策
①
① 事前にどこかの段階で
事前にどこかの段階で事故になる要因を
事故になる要因を
除去できなかったのか？
除去できなかったのか？
→
→ 事前検討ﾌﾟﾛｾｽの解析
事前検討ﾌﾟﾛｾｽの解析
②
事故にはどれだけの要因がからみ
② 事故にはどれだけの要因がからみ
あっていたのか？
あっていたのか？ →
→ 原因の分析
原因の分析
③
現場のﾐｽを誘発する背景はなにか？
③ 現場のﾐｽを誘発する背景はなにか？
→
→ 前提や環境条件の確認
前提や環境条件の確認

参考書
科学的解析

事例の解析

①黒田勲 監修「航空 心理学 入門」鳳文 書林1977年
②正田亘 著「安全心 理 人 間心理より 見た事故防 止策」
技術評 論社1981年
③野間聖 明「ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ 安全人 間工学 へのｱﾌﾟﾛｰ ﾁ」
毎日新 聞社 1982年
④橋本邦 衛「安全人 間工学」中 央労災 防止協 会1984年
⑤F・H・ﾎｰｷﾝｽﾞ「ﾋｭｰﾏﾝ・ﾌｧｸﾀｰ航空分野を 中心とし て」
成山 堂書店 1991年 など
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（４）失敗事例の解析から得た対策の要点
失敗事例を研究する方々（失敗学を研究する権威者の方々）は、その再発防止対策に多
くの知見を与えてくれる。その中から、特に参考になりそうな内容を抽出し紹介すること
にする。
図表３－５－２3 に示すように、また、失敗学の研究で有名な畑山洋太郎氏によると大き
な失敗をした方がリスク対策の中心人物として活躍するかというと必ずしもそうではない
ことを示している。一般に、大きな失敗権威者は失敗が負担や恐れとして残り危険のあり
そうな仕事には挑戦しなくなる傾向があるからだそうである。

図表3-5-23 「失敗事例の学ぶ」より得た内容
日刊工業新聞社発行：続々・実際の設計 畑村洋太郎編著（実際の設計研究会）2001年9月第６刷

良い設計を進めるためには！
選択？

失敗事例を使える
失敗事例を使える
形体でまとめる。
形体でまとめる。

多くの失敗をした経験者が
良い設計をする。

疑問？
疑問？
失敗し続ける設計者に企業は
失敗し続ける設計者に企業は
次々とチャレンジブルな
次々とチャレンジブルな
設計を依頼するであろうか？
設計を依頼するであろうか？

① 設計の失敗をしない
手順を教える。
② ノウホアイを教える。
（原因と事例・理由）
③ 禁じ手を用意し、徹底する。

では、どのような方がチャレンジブルであり、リスク対策に効果的な活動をするか、と
いうと、図表３－５－２４のようになる。要は、小さな危険や失敗から得た経験を基に失
敗しないよう、リスク対策を身につけた方々がリスク対策を上手に行うことができるよう
になるそうである。このことは製造現場で安全対策の訓練として行われている KYT（危険
余地訓練）の経験者がケガに少なく、安全確認を確実に行い改善提案も多いという実態に
似た内容がある。航空機業界には CRM というパイロットの訓練技術がある。Crew
Resource Management

の略称だが、パイロットが少しでも危険を感じたことを公開し、

情報共有する、また、航空シミュレーターを用いてこの種の情報を流して対策、習得内容
をチェックするという方式である。KYT の高度化された訓練法である。パイロットは飛行
機の操縦が仕事であり、そのスキルが問われるが、これと同等に CRM をひとつの技術とし
て習得する仕組みを運用してからヒューマン・エラーは激減したそうである。この種の内
容はそのまま新製品開発技術者に当てはめることが出来ないだろうか、という内容が図表
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２－５－２４である。要は、人が関与する問題の対策は、製造現場の方々、航空機のパイ
ロット、・・・新製品開発担当者であれ、問題の対策は同じ、という考えが成り立つ。この
具体策が実っている分野はリスク対策が進み、問題が少ないという見解である。従って、
ここには図表２－５－２５に示す思想とその実践が必要になる。

図表3-5-24 失敗を防ぐ教育・訓練のあり方
日刊工業 新聞社 発行：続々・実 際の設 計 畑 村洋太 郎編著（実 際の設 計研究 会） 2001年9 月第６刷を 参考 に図 化

あの強い鷹、
小さな失敗体験
鷹匠の訓練は
＋
成功体験の繰り
返しを、上手に
成功から学ぶ
やることであった。
＋

大事故に学ぶ

大事故体験者

高レベルへ
生ずる
生ずる
違い
違い

大・小の
成功体験

考える
知る
ﾋﾔﾘ・ﾊｯﾄと
小さな失敗体験

新たなチャレンジ
2度とあのよう
なチャレンジ
はやりたくない！

失敗の連続体験者
の基本的考え方

考える
知る
大・小の
成功体験
小さな
失敗体験

本人

他人の
知識

図表3-5-25 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

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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大火 → 類焼

では、技術の蓄積やポカヨケに相当する各種ヒューマン・エラー対策をどのように進め、
リスク軽減対策につなげるべきか、といったテーマに入ることにする。この種の対策につ
いても失敗学を研究する方々は見解を与えている。ひとつの事例として伊豫部将三氏の解
析を見ることにする。

図表3-5-26 「設計の凡ミス退治１０１」より学ぶもの
伊豫部 将三著：1999年4月 第３刷

記載の構成
記載の構成

凡ミスの90%強が不注意による間違い、10%が判断による間違い！

対策のﾎﾟｲﾝトは凡ミスの構成を明確にし、ここの問題の構成に
対策のﾎﾟｲﾝトは凡ミスの構成を明確にし、ここの問題の構成に
対する対策を明確化させる。
対する対策を明確化させる。
凡ミス
事例集と教訓

不注意
事故事例を
示す

見落とし・忘れ
点検省略
納期遅れを 避けたいため

DB化

点検省略
他人に任せた

仕組み・注意点
として解消する

図表3-5-27-① 著書より得る改善の切り口
（新製品開発上の、対策関連事項を抽出）
No.

項

目

対策の切り口（指導内容）

１

外注設計活用に伴う
間違えの対策

２

設計審査時の洩れに
伴う間違いの対策

３

購入材料・部品変更に ①使用変更部と変更後の図を変更仕様書に添付する。 ②転記などの
業務をIT化する。
伴う間違えの対策

４

判断ミスを防ぐ対策
思い違い・勘違い対策

５

①注意点の事前連絡、 ②自己品質保証・管理のための手順書、ﾁｪｯｸ
ﾘｽﾄなどの環境整備、③定期的に巡回して確認する（一種のパト検）。
①特許などの対策は専門家の協力を得る。 ②DRなどによる各方面か
らの事前検討。 ③標準設計技法の確立

①判断が伴う図面や技術、部品の選定は基準書を必ず見るﾙｰﾙ遵守
②モデル試作による検証の実施 ③ﾎﾟｶﾖｹの活用（強制ﾁｪｯｸ・ｼｽﾃﾑ）
原理・方式・構造・特性 ①打ち合わせ、各種の技術選定時、DBの整備と共に抜けのないﾁｪｯｸ・
などの選択ミス対策
ｼｽﾃﾑの運用。 ②モデル・類似図の活用 ③限界値のｱﾗｰﾑ対策

６

強度不足対策、過去・
既存ﾃﾞｰﾀがない対策

①模型・試験片を用いたﾍﾞｰｽﾃﾞｰﾀの整備と確認の徹底
②品質保証値の明示と、各種ｱﾗｰﾑ対策

７

市場・ﾕｰｻﾞｰｸﾚｰﾑ・ﾄﾗ
ﾌﾞﾙ発生の防止対策

①現地,現物の確認を全てに優先すること。 ②事前に製品をつくり使用
ﾃｽﾄを行い問題対策を図る。 ③問題点（真因）発掘に伴う、変更体制
の確実化を図る（設計→製造への連絡・対策指示の徹底）

８

ｺｽﾄﾀﾞｳﾝに伴うｸﾞﾚｰﾄﾞ
低下等の問題対策

①部品・材料のVEに伴う品質評価・保証ｼｽﾃﾑ運用の徹底
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図表3-5-27-② 著書より得る改善の切り口
（新製品開発上の、対策関連事項を抽出）
No.
９
１０

項

目

対策の切り口（指導内容）

試作品ｽｹｰﾙｱｯﾌﾟ・ﾀﾞｳ ①他社類似事例などの事故調査情報の活用 ②物理現象が異なるの
ﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞに伴う対策
で、その内容を基にしたｼｭﾐﾚｰｼｮﾝの実施 ③早い段階での評価試験
安全（含むPL問題など） ①安全対策の事前評価 ②安価な安全装置は2重、３重に設置する。
の事前対策
②PL問題などは製品への取り扱い注意書による危険内容の明示

１１

担当者の変更（転勤・
移動）に伴う不備対策

①出来るだけ前任者が出図完成までを担当する運用を図る。
②引継ぐ技術・書類や注意書きなど、伝承の完全化対策

１２

熱・腐食・温度・振動・
衝撃・雰囲気・経年変
化などに伴う対策

①開発・設計者が必ず現地へ出向き使用条件を確認する対策の遵守
②過酷試験の実施とDB化 ③他社の類似事例の調査活用

１３

各種機構の組み合わ
せに伴う問題の対策

①ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ面のﾁｪｯｸﾘｽﾄ整備。 ②各種の組み合わせの問題事例の
活用と対策点の検索・視覚化・容易活用対策

１４

操作性確保に伴う
間違えの防止対策

①ﾌｪｲﾙｾｲﾌ、ﾌｰﾙﾌﾟﾙｰﾌ（ﾎﾟｶﾖｹ）手法の活用
②いざという時ﾏﾆｭｱﾙへ切り替える方式の利用

１５

法律・条令・公的規制
に伴う問題の対策

①ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、設計検査ｼｽﾃﾑの運用
②関係者への教育と社内規定・制度化（含むIT化、ﾎﾟｶﾖｹ・ｱﾗｰﾑ対策）

１６

立体配置に伴う干渉
面の対策

①全体と個々の内容のｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ（３D利用を含む）

その解析内容を図表３－５－２６に、また、製品設計関係者に役立つように、社内外の
失敗を分類整理して活用する方式を具体的に提示されている要点を図表３－５－２７－①、
②に示すことにする。この内容から、我々は各種失敗事例を詳細に解析して新製品開発、
事前検討の場に活かすべきと考えた。

（５）失敗学を参考に得た内容（N-TZD 研究会による討論結果）
失敗学から学ぶ内容は極めて共通していた、というのが本研究会で討論した結論であっ
た。その要素を整理すると次のようになる。ヒューマン・エラー対策に当たっては、
①

失敗事例を基に解析し、リスク対策に活用可能なデーターベースを構築活用する
ことにより、DR という事前検討段階に活用を図る。

②

危険予知訓練、CRM などを参考に、小さい失敗経験と対策を関係者に訓練、習得
してもらいリスク対策のスキル向上を図る。同時に、リスク対策を新製品開発の
創造性開発スキル、新製品評価スキルと並ぶレベルで取り扱うという体系化・シ
ステム化を図る。

③

人のヒューマン・エラー対策を軽減するため IT などを用いたポカヨケ、デザイン
CAE の活用に見られる支援環境を整備して行くこと。

このような見方で失敗学のサンプルを用いて、その対策を検討した結果を図表３－５
－２８－①～③のようにまとめた。この分析はある文献を見て解析した結果である。詳
細を示すには紙面が不足するため、項目のみの記載だが、過去の失敗事例を解析した結
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果が、評価、対策例の欄に示すように、上記の３種の見解と一致したことをご理解寝返
ると幸いである。

図表3-5-28-① 失敗事例分析と対策（案）の例示
No.

項

目

要

点

評価：対策例
３D：立体図上で検討
すれば問題なし

１

頭で描いた通りの
３画法で描いた図面が理解されず、必要部分が
ものが出来てこない カットされ製作・加工された例

2

ネジの頭が切れた。 ネジの頭が表面に出ないよう10Øのネジの頭下
を削りセット、規定トルク以下で切断した例

3

鏡面対象の部品が
出来上がった

CAE：強度のｱﾗｰﾑ指
示で修正可能である
３D：立体図上で検討
コの字方の中央右に突起物をつける図面指示を
したが、中央左側に加工されてた（３画法）。
すれば問題なし

4

上型と下型が合わ
なかった

はめ合い形状の２つの部品の製作図のﾋﾟﾝの市
が左右逆になり所定のはめ合いが出来なかった

5

実験ユニットの送り
ねじナットに当たる

6

隅と角が干渉し組
み立てが出来ない

X-Yﾃｰﾌﾞﾙに設置した実験ユニットが送りネジの ３D：立体図上で検討
固定ナットに当たるため、使い物にならなかった すれば問題なし
下駄の歯がついたような形のものを（ΠΠ形状）を ３D：立体図上で検討
すれば問題なし。又
相互に歯の部分を向けて組み立てしたところ干
渉し例（歯と板部の溶接部分が干渉,浮き上がり） はCAE+ｱﾗｰﾑｼｽﾃﾑ

7

押し板がコンテナに
はまらない。

寸法公差が関係し、ｷｰがｷｰ溝に入る状況の構
造物が途中でつかえて入らない事故

３D：立体図上で検討
すれば問題なし

３D：立体図上で検討
すれば問題なし。又
はCAE+ｱﾗｰﾑｼｽﾃﾑ

図表3-5-28-② 失敗事例分析と対策（案）の例示
No.

項

目

要

点

8

リミットｽｲｯﾁに当たるとﾘﾚｰが作動して止まる加
リミットｽｲｯﾁが効
かずコチンと衝突し 圧ポンチが暴走してしまった（ﾎﾟｶﾖｹなし）。
た

9

位置決め治具の回 顕微鏡下で使う6軸治具は、並列方向は設計思
想通り作動したが、回転は極々微小だった。
転不良

評価：対策例
DR：過去の経験の
適用

CAE：作動ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
による検証で確認可
車椅子利用者用にｽｲｯﾁ設置を依頼、設置した結 DR：現場、現物主義
果、手が届かない問題が発生した。
による確認不足防止

10

照明ｽｲｯﾁに手が
届かない

11

リムに亀裂が入っ
た

12

ﾗｼﾞｴﾀｰに高応力
が発生した。

13

大型ダンプトラック
が燃えた

エンジン付近に備えられた油圧ポンプのOリング DR:ｶﾊﾞｰ装着危険性
が老朽化し、油漏れ・噴霧状にエンジンに飛来し は過去事例をDB化し
た結果発火、結局はダンプの延焼につながった。 た内容の活用が必要

14

ナイロン製フロート
が水に浮かない

燃料フィルタの中に装着した水溜り感知用フロー IT +ﾎﾟｶﾖｹ：材料の採
トは材料が水を吸う性質を持っていて、沈み作動 用ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑの整備
不良につながった。
対策対象

建設機械のタイヤをバイアス式からラジアル式に CAE：応力計算・作動
変更したとき、亀裂事故が発生した。
応力計算の対象
ﾗｼﾞｴﾀｰの小型化要求に従って設計変更したとこ CAE：応力計算・作動
ろ開発段階で高応力発生の問題を発見した。
応力計算の対象
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図表3-5-28-③ 失敗事例分析と対策（案）の例示
No.

項

目

要

点

評価：対策例

15

給油穴がつまった

給油量調整（減）のためクランクシャフトの給油穴 DR：製造後の洗浄を
をØ3.2→Ø0.5へと小さくして絞りをつけたが、異
含めて、仮想演習が
必要
物のつまりを起こし事故に近い問題となった。

16

ひずみゲージが配
線できない

製造工程においてひずみゲージを配線すべき工
程で、凹部に半田ごてが入らないことが起きた。

CAE：組み立てﾌﾟﾛｾｽ
のｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ課題

17

ｼｽﾃﾑは正常なの
に緊急停止した

個々のソフトが合格になったものを全体として組
み合わせ統合化したとき、作動不良が出た。

実機ﾃｽﾄ先行ﾃｽﾄ：ｼｭ
ﾐﾚｰｼｮﾝの必要性

18

ノイズが多くて回路 3種の電気回路を別々に発注した際に、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
が使い物にならな 部を発注する部門にアナログとの混同を伝えな
かった。
かった

19

押し出し実験装置
の加圧力不足で材
料が押し出せない

20

ドアロックが開かな 電磁式度ドアロックのソレノイドが固着してしまい
ドアが開かなくなり顧客が車に閉じ込められた。
くなった。
リレーをＡ社からB社に変更した後の事故

ｱﾙﾐ押し出しでプレスの最大圧力を加えても材料
がコンテナにつまり出てこない。

ﾎﾟｶﾖｹ＋全体図と個々
の関連明示（情報の
一元化とチェック）
CAE：ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ解析
対象
DR+過去情報の検証：
過去の問題の検証と
品質保証・事前検証

「自社の教訓を活かす」「事故の教訓は対岸の火事と考えるな！」という言葉がある。
本研究会では、このような先訓を活かし、他社や他部門の失敗事例を教訓として活かす
対策は重要である。このような考えで自社・他社を問わず事例を活かす工夫についても
検討した。その結果をイメージとして図表３－５－２９に示すことにする。その要点は、
即ち、教育、データーベース化と人的な活用システム、そして、IT を活用する策となる。
だが、単にイメージとして対策方法を示すだけでは具体的行動を誘発する提言にはなら
ない。そこで、本研究会では、図表３－５－３０のように、各種問題を整理しデーター
蓄積～検索が可能な方式を提言として示すことにしたので、参考にしていただければ幸
いである。この方式は「過去、第１期 TZD 研究会で用いた現場作業におけるヒューマン・
エラー対策検討の際に用い、成果をあげた方式と思想をそのまま新製品開発検討にアプ
ライしてはどうか？」という発想で作成したものである。縦軸に問題や課題をあげ、横
軸に対策方式を示し、両軸で構成させたマトリックスの中に具体的技術手段を記載して
行く方式である。マトリックス中に投入した方式はその有効度に従ってウエイトづけす
るわけだが、この方式を活用すれば、失敗学で得た事例を始め、社内外の事例がデータ
ーベース化され、検索も評価も技術改善の方向もある程度明確にできる。現在、本方式
は情報を蓄積、活用面でのテスト中である。この種の対策はシンプルで活用可能な方式
を確立し、実施率と効率化を目指すことが結局は失敗防止の要点になるのではなかろう
か？そのような意味合いから、多くの企業でこの方式を基に新製品開発段階からのヒュ
ーマン・エラー対策が効果的に進むことをお願いしたい。
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図表3-5-29 間違えの解消の要点
（対策提示の背景にある事項）
失敗学による
過去事例

なぜ？とメカニズム
解析

？

設計手順
構想設計
↓
詳細設計
↓
・
・
製作
・
・
使用

教育の徹底

指導

注意書き
ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ

？

CAD：不明点は
ﾎｳ・ﾚﾝ・ｿｳ

アクション

情報一元化・CAE活用など

各種・ﾎﾟｶﾖｹの設置など

図表3-5-30 本事例の「ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ対策」への利用
一つの提言として
対策法
問題例
と課題

CAE活用

ﾎﾟｶﾖｹの
設置活用

協力会社との
打ち合わせ
設計審査時の
モレ

ﾁｪｯｸの強
化

DRの
ｼｽﾃﾑ化

○契約に
て約束

○ﾃﾞｻﾞｲﾝ・
ｲﾝ対策

～・・～

○ﾎﾟｶﾖｹ

判断ミス
（思い込み）

◎IT活用
CAE化

構造上のミス
材料選択ミス

◎IT活用
CAE化

教育・
標準化

○標準化
◎全体と個々 ○第3者
関連一元化 検討制度

◎ﾁｪｯｸｼｰﾄ ○設計
整備活用 基準整備

◎体験
学習

◎ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

・・・・・
・・・～
現場との連携
起因/指示ミス

△担当者の
設置

◎IT化

記号の意味：◎効果大 ○有効 △ｱｲﾃﾞｱ段階
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３－６，統計解析とその扱い
新製品開発、構想設計～詳細設計～試作と進むと、製品実現前にその内容を実証試験に
より確認する段階に入る。逆に、新たに不具合が見つかれば、その要因を対策する手順で
ある。この状況を図表３－６－１のイメージで示すことにする。
図表 3-6-1

狙いの品質とできばえの品質が大きく差が出たイメージ
設計上の品質（ねらいの品質）

製作上の品質（できばえの品質）

あら、出来る前に図で見た内容と
大きく、違ってるわ！こんなの
ないわね

①

ねらいの品質（設計品質）とは
顧客の要求品質に対して、企業体の設計技術や生産能力や経済性を加味して

設計（方案）上ねらった品質であって、設計図面は「ねらいの品質」を表現した
ものである。そして、これが構想設計の内容に相当する。
②

できばえの品質（適合の品質）とは
設計品質を目標に、製造された結果、作り出された製品の品質をいう。

このための対策に対して、過去、ISO1994 年タイプ規定 4.20 では「統計の扱いを明確に
せよ」という条文があった、という記憶をお持ちの方々が多いと考える。この内容の意味
するところは事前検討段階で統計手法を駆使することにより、製品設計段階で、統計を使
い製造段階で定められた管理を行い、不良発生防止を意図したものであった。だが、その
ような理解が充分でない方々が多くあったため、2000 年改訂では規定 7.3「設計・開発」
の項目が加えられ、9004:2000 で FTA、FMEA～各種シミュレーションの活用を促すガイ
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ドラインの提唱に至っている。このような背景を含め、本報告書では製品実現のために必
要な各種、解析手法を紹介することにする。一般に、統計的手法は製品試作がなされた後
に適用する手法である。ここで統計手法を活用することは極めて重要である。そこで、こ
の段階で活用する代表的手法を解説するが、その前に、製品実現の基をなす物理の法則に
ついて簡単に紹介することにする。

（１）物理学による各種原則の整理
製品実現は何らかの物理の法則を駆使した開発がなされる。また、このような基本を基
に、バラツキの管理で知られる統計解析を行い、製品実現の可能性を証明することになる。
そこで、一般的、また、学問的ともいう物理の法則を例示することにする。ここで、この
内容のここについては解説を省略するが、一応は知り、見直しをしておいていただきたい
内容として、図表３－６－２に各種の法則を例示することにする。

（２）統計解析と品質保証
統計解析は品質実現の実現可能性の検討、証明、品質実現のために管理すべき項目と管
理範囲をどの程度にするかを判定する、といった目的で活用される。では、品質実現と個々
の要素がどのような関係になっているか、について図表３－６－３を用いて解説すること
にする。
図 3-6-3 品質を左右する要素５Ｍについて

生

産

機

市

場（Market）

資

金（Money）

人

（Men）

方

法（Method）

械（Machines）
材

料（Materials）

計

測（Measurement）

5 Ｍ
直接製造の品質管理の
要素となるもの

図表には品質に関する要素は 7 項目ある。だが、品質に直接に影響を与える要素は、人、
方法、機械、材料、計測の 5 つであり、この英語の頭文字をとって 5Ｍとされている。そし
て、そのばらつきが発生し、製品に影響を与えるイメージは図表に示す内容となる。そこ
で、製品実現、特に、品質管理に当って、我々はこの 5 つの要素を上手に運用してゆくた
めの種々の管理が必要になり、ここに統計の利用が必要になる。要は、設計に基づくもの
づくりをするために、各工程で、各種、5M の状況をとらえ、標準を定め管理する必要が出
てくるわけである。
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図表 3-6-2 物理現象解析のため原理とその活用について
No.
１

法則

要

光速度不変の原理

真空中の光の速さはどのような状態で測定しても、常に秒速 30
万 Km と一定である。

光
に

点

フェルマーの法則

関

光線が通過するとき、A と B をつなぐことができる経路の中で

す

実際の光線はその所要時間が最短の経路をとる。一般に、レン

る

ズを活用するとレンズによる画像は平面そのままで再現される

法

と思われるが、そうではない。円形の図を結ぶ、このため、カ

則

メラなどでは数枚のレンズの組み合せで図を結ばせる工夫をし
ている。
スネルの法則

スネルの法則は次に示す光の屈折に関する法則であり、例えば、
光が空気中から水やガラスに入った時に屈折する状況を示す。
ｎ：入射側の媒体に対する屈折側の媒体の屈折率（一定）
＝sin ｉ（入射角）／sin ｒ（屈折角）
＝ν １ （第１媒体中の速さ）÷ν ２ （第１媒体中の速さ）
＝λ １ （第１媒体中の波長）÷λ ２ （第１媒体中の波長）
光ファイバーは光が空気中で散乱するのを押さえ進めるように
するためこの原理を用い、全反射を行う原理を利用したもの

ブリュスター
の法則

屈折率が空気に対しｎの透明な物質の表面に、入射角Өが
tanӨ＝ｎの関係を満たす角Өで入射すれば反射光は偏向となる。
偏向グラスはこの原理を用いているが、電気石の結晶ような原
子配列に方向性のある透明体の中には特定の振動面だけを通過
させる特性を持つものがある。この種の板を 2 枚用意して光を
遮断したり、光量を制御して取り出すことができる。

距離のニ乗の法則

E（照度）＝I（光源の光度）／ｒ２（光源から面までの距離）
一定の光源から照らされた面の照度は光源からの距離のニ乗に
反比例する。但し、この算式は点光源と面に当てはまる理論で
あり、蛍光灯のようなものは異なる。更に、レーザー光線は数
キロ離れても光線束が広がらないので照度は余り落ちない。

球面鏡の像の公式

凸面鏡

→（１／ａ）－（１／ｂ）＝－（１／ｆ）

凹面鏡

→（１／ａ）＋（１／ｂ）＝（１／ｆ）

ａ：物体と鏡の距離、ｂ：像と鏡の距離、f：焦点距離

114

図表 3-6-2 物理現象解析のため原理とその活用につい（つづき）
No.
２

法則

要

エネルギー保存の
法則

点

エネルギーの出入りがない（閉じた）領域内では、エネルギー
の総量はつねに一定である。

運

運動方程式

ｆ＝ｍα（ｆ：物体に働く力、ｍ：物体の質量、α：加速度）

動

（ニュートンの第二法則）

加速度とは単位時間に速度が変化する割合であるが、その向き

す

と、等加速度の公式 は力の向きに一致して質量に反比例する。従って、例えば物体

る

が動くと慣性に基づいて動くため急には止まれないという内容

法

である。このため、回転物、直線運動をするものはブレーキが

則

必要になる。もし、このようなものがないと、走りつづける。
または、急停止させると作用・反作用の法則が働き、その力に
耐えられないものはやがて経年変化という形で破壊する。
ちなみに等加速度の公式は次のようになる。
ｖ：初速度、α：加速度、ｔ：時間、Ｓ：走行距離
S＝ｖ×ｔ＋（1/2）αｔ２＝（平均の速さ）×ｔ
α＝（ｖ ２ －ｖ １ ）÷（ｔ ２ －ｔ １ ）
ｖ １ ＝時刻ｔ １ の速度、ｖ ２ ＝時刻ｔ ２ の速度、
遠心力の法則

円運動をしている物体上の観測者は円の外側に向け次のような
力を受ける。ｆ＝mv2／ｒ

ｆ：遠心力、ｒ：円軌道の半径
ｍ：質量、ｖ：速さ

F＝ｍｒω ＝ｍｖ ／ｒ
２

向心力の法則

２

F:向心力、ｍ：物体の質量、

ｒ：円の半径、ω：角速度、ｖ：軌道上の早さ

万有引力の法則

F＝G（ｍ １ ・ｍ ２ ）／ｒ２

ｍ １ 、ｍ ２ ：２物体の質量、

ｒ：中心間の距離、Ｇ：万有引力定数 6.67×１０－１１Ｎｍ２／Ｋｇ２

（ニュートン）

運動量保存の法則

ｍ １ ｖ １ ＋ｍ ２ ｖ ２ ＋・・・・＝ｍ １ ύ １ ＋ｍ ２ ύ ２ ＋・・・
ｍі：各物体の質量、ｖі：変化前の各物体の速度、
ύі：変化後の各物体の速度、і：１、２、３・・・

等加速度運動の
公式

S＝ｖ×ｔ＋(1/2)αｔ２＝（平均の早さ）×ｔ
加速度α＝（ｖ ２ －ｖ １ ）÷（ｔ ２ －ｔ １ ）
Ｓ：加速度αで時間走る時の走行距離、ｖ：初速度、α：加速度、
ｖі：時刻ｔіの速度、і：１，２

「車は急には止まれない。」とする内容はこの公式である。
力学的エネルギー
保存の法則

外部に向かって仕事をしない系の力学的エネルギーの総和は常
に一定：

Ｋ（一定値）＝ｍｇｈ＋(1/2)ｍｖ２

ｍ：物体の質量、ｇ：重力加速度、ｈ：最高点と最低点の高さの差、
ｖ：物体の速さ

水力発電はこの原理を利用している。
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図表 3-6-2 物理現象解析のため原理とその活用につい（つづき）
No.
２

法則
力積の法則

つ

要

点

運動量の変化は力積に等しい。 ∆（ｍｖ）＝ｆｔ
∆（ｍｖ）：運動量の変化、ｆ＝力、ｔ＝作用時間

づ

野球でバッターが玉を打つ時、非常に大きな運動量の変化を球

き

に生じさせる必要があるが、この時、短時間なので大きな瞬発
力が必要となる。この種の内容はこの公式で示すことができる。
摩擦に対する
クーロンの法則

接触する二面間の最大摩擦係数は、製紙摩擦係数と、面を垂直
に押し付ける力の大きさに比例する。

Ｆ＝μＮ

Ｆ：最大摩擦力、μ：静止摩擦係数、Ｎ：面を垂直に押す力の大きさ。

３

ドプラー効果と

音源の進行方向で受ける振動数：ｆʹ＝ｆ×Ｖ／（Ｖ－ｖ）

音

音源の逆方向で受ける振動数：ｆ’’＝ ｆ×Ｖ／（Ｖ＋ｖ）

・

ｆ：音源の出す振動数、Ｖ：速度、ｖ：音源の速度（但し音速以下）

振

音源が近づくときは音が高く聞こえ､遠ざかる時は低くきこえ

動

る現象はこの算式で計算される。これをドプラ－効果という。

の

動く物体の振動数は速度の考慮がないと間違うことがある。

法

大森の公式

則

大森の公式は震源地の計算を求める公式として知られる。
ℓ＝ｖ １ ｖ ２ ｔ÷（ｖ １ －ｖ ２ ）＝8.25ｔ
ℓ：震源までの距離(Km)、ｖ １ ＝р波の平均の速さ（5.5Km/秒）
ｖ ２ ：ѕ波の平均の速さ（3.3Km/秒）、ｔ＝時間差（秒）

ウェーバー・

耳や眼などに感じる刺激は強さの対数に比例する。

フェヒナーの法則

Ｓ＝Ｋｌｏｇ（Ｉ／Ｉ ０ ）
Ｓ：感覚、Ｉ：刺激、Ｉ ０ ：感じるか感じないかの境界の値

指数関数と
対数関数

マグニチュードについて：マグニチュードとは震央から 100Km
離れた地震計の針の振れを 1 ミクロン単位で計った数をαとす
るとM＝log １０ αで示される。マグチュードは１上昇する度に
10 倍の振幅を示す。ｙ＝log α x → αｙ＝x

４

フレミングの法則

電磁力の方向を右手、起電力の方向を右手で示す法則：

電
気

親指：力、人差し指：磁界、中指：電流

オームの法則

・
電
子
の
法

V=IR

電流の強さは電圧に比例し、電気抵抗に反比例する。

V:電圧（ボルト）、I:電流（アンペア）R:電気抵抗（オーム）

クーロンの法則

２つの帯電した物体間に起こる静電気の力は、両物体の電気量
に比例し、物体間の距離の二乗に反比例する。
ｆ＝ｋ（Q×Q’）÷ｒ２ 【ｆ：静電気力（＋は反発力、－
は引力）、Q、Q’：静電気量、ｒ：電気量間の距離、ｋ：比例定数】

則
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図表 3-6-2 物理現象解析のため原理とその活用について（つづき）
No.
４

法則

要

ウイーンの法則

点

高温物体が放射するエネルギーの分布の山は高温ほど短波長側

電

に近づき、青みかかった色を出すようになる。

気

ニクロム線は温度が上り 500ºC を超えると目に見える光線を

・

出す。規定温度として使われる 800ºC ではやや黄色味かかった

電

赤色となる。この現象は物質により異なるので、逆に、温度測

子

定に利用されている。

の

ジュールの法則

Q＝0.24Ｉ２Rｔ＝0.24ＩVｔ＝0.24Ｖ２ｔ／Ｒ

法

Ｑ：発熱量〈カロリー〉
、Ｉ：電流〈アンペア〉
、Ｒ：電気抵抗

則

〈オーム〉、ｔ：通電時間〈秒〉、Ｖ：抵抗体にかかっている電
圧〈ボルト〉
電気分解に関する

Ｍ＝ＫＩｔ

メッキや電気分解はこの算式を基に行われる。

ファラデーの法則

Ｍ：析出量、Ｉ：電流、ｔ：通電時間、Ｋ：析出物質の電気科学等量
１ファラデー：6.02×10２３個の電子を含み、1 グラム等量の金属を精製す
る。第二原則によれば 1 グラム等量は 9.65×10４クーロン

質量とエネルギー
同等性の法則

Ｅ＝ｍｃ２：質量とエネルギーは同等で相互に変換することが
できる。

ｍ：質量、Ｅ：同等なエネルギー、ｃ：光の速さ

原子力におけるウランの核分裂はこの法則を用いたもの。ウラ
ン１グラムから 200 億カロリーが発せられる計算となる。
光電効果

ある種の物体に適切な振動数の光を当てると、その表面から電
子が飛び出たり、その物体内の電子の移動が起きる。光電管は
この原理を利用したもの。半導体を使った光ダイオードもこの
原理の応用。

流

ボイルの法則

ＰＶ＝一定：一定質量の気体圧力（Ｐ）と体積（Ｖ）は温度が

体

一定ならば互いに反比例する。ゴムまりをつぶすと反発力を感

に

じるのはこの原理による反作用が関与しているからである。

関
す

ボイル・シャルルの 一定質量の気体の体積は絶対温度に比例し、圧力に反比例する。
法則

Ｋ＝（ＰＶ）÷Ｔ

る

Ｐ：圧力、Ｖ：体積、Ｔ：絶対温度、Ｋ：気体の種類と量で決まる定数

法

ボールを冷やした超冷水につけると縮む、高温の湯につけると

則

パンパンになるのはこの原理による。
パスカルの原理

Ｐ＝Ｆ／Sa＝F’／Sｂ＝F’’／Sc
Ｐ：圧力、F:力（Kg）、Sa、Sｂ、Sc：各流体が持つ面積

密閉された流体の一部に加えられた圧力は強さを変えずに全て
の方向に伝達される。
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図表 3-6-2 物理現象解析のため原理とその活用について（つづき）
No.
５

法則

要

ヘンリーの法則

流

温度が一定の時、期待が液体に溶け込む量は、その圧力に比例
し、温度が高いほど減少する。

W＝KP

W：気体の溶解量、K：比例係数、P：気体の圧力

体
の
法

点

炭酸飲料の栓を取ると泡が出る現象、潜水病はこの法則による
圧力抵抗の公式

R＝(1/2)C D ρSｖ２

則

R：圧力の抵抗、CD：抵抗係数、ρ：空気の密度、
S：正面の断面積、ｖ：気流の速さ

乗用車や飛行機は空気抵抗を減らすデザインに力をいれるが、
この算式を参考にしている。
毛細管現象

隙間に沿って液体が上がる、または、下がる高さは液体の表面
張力の強さに比例し、隙間の幅に反比例する。

浸透圧の法則

P=RTC

P：浸透圧、T：溶液の温度（絶対温度）、C：溶液の濃度、
R：比例定数

セロファン紙ような小さな穴があいた一枚の膜が濃さの異な
る液を隔てて置かれると、小さな穴を通して水などは物質移動
して両者の濃度を一定にしようとする。この時に圧力が生じる。
６

線膨張に関する

そ

公式

ℓ＝ℓ ０ （１＋αｔ）
ℓ：ｔ˚Cにおける長さ、ℓ ０ ：０˚Cにおける長さ、α：膨張係数

の

材料が異なるものは膨張係数を考慮する必要がある。バイメタ

他

ルはこの性質を逆に利用したもの（黄銅：2×10－５程度、ニッ
ケル銅：１×１０－５程度）。

具体的には、管理基準のばらつきがどの程度なら許せるかについて、統計を用いて事前
に調査しようという対策が製品設計～試作段階における統計手法を活用した事前検討であ
る。なお、そのようなイメージだけで恐縮だが、５Ｍが製品に及ぼす影響を図表３－６－
４に示すことにする。
この図表に示すように、具体的生産の過程で、もし、５M の管理状態が不十分だと、ま
た、ばらつきの相互作用を把握対策していない場合、最終製品は不良となってしまうもの
が何％か生ずることがある。そこで、ここにばらつきの管理が必要になる。ばらつきの管
理とは、ばらつきの要因と内容を事前に調査し、管理限界を把握する対策である。
では、このような対策に統計をどのように活用すべきか、という内容の解説に入ること
にする（なお、ここでは、一部の企業に見られた、TQC 活動の中で発表会の後付資料や、
発表会のため、賞稼ぎのため QC ステップに従い化粧に統計を活用するといった誤った活
用法は含まない。また、この問題は第１期 TZD 研究会の報告書として、日刊工業新聞社か
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ら「不良・クレームゼロ対策の進め方」という名で販売された著書があるので、そちらを
参照下さい）
。
では、統計の活用として最も有名、また、多くの企業が活用し成果をあげてきた田口博
士の名と共に有名になった田口メソッドについて、簡単に解説することにする。
図表 3-6-4 工程のバラツキにより生じる不良のイメージ
〔標
（材

料）

（機

準〕

械）

（方

法）

（

人

）

（計

測）

管理の
状況
ゆるされた
管理の方法
標
準
〔製造工程〕
各工程もバラ

①

②

③

④

⑤

ツキがある

“工程ではいろ
いろいろな組み合せ

各々にバラツキがある

が発生する”

＋、－、×、÷
よく管理
されている時

“管理がうまくゆかないと

最終製品

不良となるものが、
乱れたとき

わずかだが
発生する”

不良域

不良域
〔標

準〕

〔要求品質〕
“5Ｍが全て 1 点でバラツキがなければ、最終製品にバラツキは
発生しない。我々はこのアプローチをまず基本と考えるべきである。”

①

田口メソッドとその活用
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NASA（米国航空宇宙局）並びに、1980 年代からの米国産業の立ち直りの影に、TRIZと
田口メソッドが大きく関与したと言われる。その理由は、CE〈コンカレント・エンジニア
リング〉と共に、これらの手法を活用した米国企業が新製品開発スピードを飛躍的に進め
た、という理由が挙げられる。田口メソッドは実験計画を早期、かつ、的確に進める手法
として有名になった直行配列表（別名を実験計画法という）を用いた解析手法である。こ
の手法はNASAで活用され、田口博士の功績と共に田口メソッドとして米国内に紹介された
後、田口メソッドという名で有名になった、という歴史がある。田口博士は多くの企業で
多くのご指導をされた方であるが、
「統計をモグラ叩きゲームのように使うべきでない。設
計段階できちんとした検証をするために統計をつかうべきである。」という主張を繰り返し
ておられる。正に本報告書が意図する内容と同じである。では、田口メソッドとはどのよ
うな内容なのか？その要点を解説することにする。ここでは、最も簡単な直交配表を用い
てその原理を紹介することにする。図表３－６－５はL 4 （２３）型と呼ばれる直交表である。

図表3-6-5 L4（２３ ） 直交表
列

A

B

C

１

２

３

１

１

１

２

１

３
４

列

１

A,B列の
場合
（１，１）

B,C列の
場合
（１，１）

C,Aの
場合
（１、１）

２

２

（１，２）

（２，２）

（２，１）

２

１

２

（２，１）

（１，２）

（２，２）

２

２

１

（２，２）

（２，１）

（１，２）

列の数（実験で条件を変える因子）が３つであることを示す。

L4（２３ ）
条件を変えるときの水準が３つであることを示す。
行の数が４つあることを示す。

この表の意味する内容は２つの要因があり、３つの水準を指定して行う場合を意味した
表である。通常、このような例では、2×2×2＝8 回の実験が必要になる。だが、この解析
結果を用いると、実験回数はたった 4 回で良いということになる。その理由は次のように
なる。図表の中を見ると、丸で囲んだように、1,2 の数値が並べられているが、このことは、
その列の因子に対して「２つの水準のいずれかを選び実験しなさい。
」ということを指示し
ている。すると、図表の右に示した（

）で示すように（1 と 2）の組み合わせが全てこの

図表に示されていることを意味する。このことは、B と C、C と A の組み合わせについて
も同じ組み合わせが示されていることを意味するから、他の同じ組み合わせは実験の無駄
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となる。このような目で図表を見ると、A と B、B と C、C と A の組み合わせのどれを取
っても同じ同内であり、単に、1 と 2 で表現された（

）の数字が出る順序だけが異なる

ことに気づく。このことは、もし、ランダムに２つの組み合わせをつくると、その中には
全ての組み合わせが既に存在しているのであるから、ランダムに全ての実験を行うのでは
なく、行に示す 4 回の実験で全ての組み合わせ〈2 水準〉で実験を済ませても、全組み合わ
せをつくり実験するのと同じ結果となることを意味する。このような原理を使って、他に
多くの直交表が既に用意されている。例を示すことにする。
２７の実験

→

L ８ （２７）＝8 回

３４の実験

→

L ９ （３４）＝９回

L ２７ （３１３）＝27 回、
・・・・L ３６ （２１１×３１２）の実験で良いことが統計学の研究で
証明されている。その理論体系はともかく、我々のように直交表を利用する我々の立場か
らすれば、このような解析結果を基に、実験をスピーディーに進めれば良い。だが、ここ
に注意すべきことがある。要因と水準がやたらと多く対象はいくら直交表が優れたもので
あっても実験回数の増加をきたすので要注意、という点である。統計活用に当たっては、
その成立条件の見直しが必要、というわけである。このようなこともこの解析結果は我々
に教えてくれる。以上のような意味合いから田口メソッドは研究開発段階に、実験をして
早期に結果を得る方法として、極めて優れた手法ということができる。

②

異常値の処理と検定について

異常値の処理は２つの局面がある。ひとつは江崎博士がノーベル賞受賞を受けたことで
知られるエザキ・ダイオードに見られるように、異常値の発見がダイオードの進歩に大き
く貢献した例、そして、他の、もうひとつは、本当にデーターが異常であり実験データー
として除去しなければならない内容を持つケースである。そのような場合も､一応は異常に
なった原因を見ておかなければならないが、そのような検討を進めても、更に異常値が認
められる場合、異常値の除去という数学的処理が必要になる。では、この後者のケースに
対し、データーの処理の仕方を解説することにする。
異常値の除去を数学的処理で行う方法には、Ｘ－Ｒ管理図を活用となる。その具体的手
続きを図表３－６－６に示すことにする。この例は、順番に測定した 10 個のデーターがあり、
18 という値が異常値か否かを判定するという内容を示した例である。10 個のデーターは
10＝5 個×2 グループとなるので、グループ分けした後、上部限界 UCL（：Upper
Limit）と下部管理限界 LCL（Lower

Control

Control Limit）を計算して、対象とする 18 とい

う値が異常値か否かを検定したものである。この状況は図表の右下の表を左から右・上か
ら下へたどれば計算過程が把握できる形式で表現したので、読者の方々には容易にその計
算手続きが、簡単にご理解願えると考える。

121

図表3-6-6 異常値の除去判定の手続き
上部管理限界（ＵＣＬ）：＝Ｘ＋Ａ２・Ｒ
下部管理限界（ＬＣＬ）：＝ＸーＡ２・Ｒ の算式を用いて判定を行う。
この範囲を出るデーターを異常値として扱う。
Ｘ：平均値（ Ｘ）の平均、Ｒ：最大誤差（Ｒ）の平均、Ａ２：統計による検定係数
異常値検定のためのＡ２の値
ｸﾞﾙｰﾌﾟ区分の中
のデータの数

Ａ２の値

４

0.73

５

0.58

６

0.48

７

0.42

例：10,11,8,12,10,9,12,18,11,11という
10個の値が得られた場合の算定例
Ｎｏ．

Ｘ

１

１０

Ｘ

２
３
４

１１
８
１２

５

１０

６
７

９
１２

合計値 ＝５９

８
９
１０

１８
１１
１１

平均 値Ｘ＝
５９／５
＝11.8

合計 値＝５１
平均 値Ｘ＝
５１／５
＝10.2

Ｘ＝（10.2＋11.8）
÷２＝11.0

③

Ｒ
ｸﾞﾙｰﾌ①ﾟ内 の
最大値－ 最少値
＝１２－８
＝４
ｸﾞﾙｰﾌﾟ内② の
最大値－ 最少値
＝１８－９
＝９
Ｒ＝(3+9）÷２
＝６

【判定】
ＵＣＬ＝
11+0.58×6.0
＝１４．４８
ＬＣＬ＝
11ｰ0.58×6.0
＝７．５２

Ｎｏ．８のﾃﾞｰﾀ
１８はＵＣＬ、
ＬＣＬより
外れるので
異常値となる

工程能力と改善
工程能力とは「標準どおり仕事を行っているとき、どの程度の品質が実現できるかを数

値的に示す」という内容を示す。要は、各種、製造の要素が持つバラツキが製品に作用を
与える内容を図表３－６－４で示したが、では、その程度は？といった場合、試作ライン
においてデータ－を取り、その能力を把握し、工程能力把握と共に、変動要因をつかみ、
工程能力の向上の基にして行くという対策を取ることが、その活用目的である。では、具
体的にどのように工程能力算定を行うか、また、評価をどのように行うか、という内容を
図表３－６－７に示すことにする。工程能力の判定はＣ Ｐ 値の大きさで判別することになるが、
図表の右端にあるように、この例においてはＣ Ｐ 値が 1.0 以下なので工程能力は不十分、と
いうことになる。従って、もし、このような調査資料が得られた場合、品質を満たす工程
能力が十分ではないので、製造工程の要因をもう一度、洗いなおし、Ｃ Ｐ 値を 1.33 以上に
するように技術改善を図る必要が生じることになる。要は、5Ｍの内容を調査して、バラツ
キを改善し、最終製品や部品、材料に与える影響を少なくする対策が必要である。このよ
うな手続きを図表３－６－８に示すことにする（なお、C Ｐ 値は「品質管理便覧」によるもの
であるが、C Ｐ 値の判定に 1.33 の代わりに 1.67 と厳しい値を用いる例は多い）。
以上、製品実現のため、最も利用が多い統計手法の例をここに紹介した。なお、実際に
製造が開始され、もし不良が発生するという事態が発生した場合、先に示した品質に影響
を与える 5M の状況を再度見直し、正常な状況に戻す、更には、異常が発生しないように
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管理ポイントを厳しくする。または、管理しなくても良いように管理ポイントの管理を自
動化や IT 化する、異常発生前にアラームを出す、といった対策を重視願いたい（例は少な
いが、この対策でも問題解決しない場合、原点に戻り、問題発生メカニズム解析を進める
場合は、１問題→１原因→１対策と共に、事実データーを基に原理図化法を用いた対策が
必要になる）
。

図表3-6-7

工程能力の算定
サンプ ル数 ｎ＝100

工程能力Cp の算定法
SＵ－SＬ

Cp＝

６σ

ある工程の分析例

(上部規格）－（下限規格）
＝

標準 偏差σ ＝0.131

ＬＣＬ
下限規格 平均 Ｘ＝66.13

６×（σ：標準偏差）

ＵＣＬ
上限規格

35
30

SＵ－SＬ

＝（１－ｋ）

6σ

発生頻度

Ｃｐｋ(偏りがあることを評価した算定値）

25
20
15
10

SＵ＋SＬ）／２－Ｘ
ｋ（偏り度）＝ （
（ SＵ－SＬ）／２

＝

5
0

｜{(上 限規格）＋（下 限規格）}｜／ ２－（平均 値）

65.9 66.1
66.3
66.5
65.8 66.0 66.2 66.4
66.6

｜{(上 限規格）－（下 限規格） }｜／ ２

｜ ｜は 絶対値を 示 す

（66.50－65.90）
0.6
＝
＝0.763
６×（σ＝0.131） 0.786

Cp ＝

【評価】
｜{66.0＋65.9}／ ２－66.13
｜66.20ー66.13｜
Ｋ＝
＝
＝２． ３３３
Cp > 1.33：工程能力は十分ある。
（66.50ー65.90)／２
０．３
1.0<= Cp <=1.33 〃 はあるが
66.50－65.90
0.6
十分とはいえない。
ＣＰＫ ＝（１－2.333)×
＝－1.333×
＝－1.017
６×0.131
0.786
1.0 > Cp 工程能力は不足している。

図表3-6-8
Ｎｏ. 分布の状況とCpの値
ＬＣＬ

Ｘ

ＵＣＬ

１

工程能力を用いた評価
評価と改善指針の例
工程能力は十分過ぎる程度になっている。不良発生の心配は
ないほどに改善が進んでいると判断される状況にある。
この状況を保ちつつ、作業の改善、設備の加工、>組み立てス
ピード向上などの対策と共にコスト低減を進めて良い環境にある。

Cp > 1.33：
工程能力は十分ある。
ＬＵＬ

Ｘ

ＵＣＬ

２
1.0<= Cp <=1.33
工程能力はあるが疑問
ＬＵＬ

Ｘ

ＵＣＬ

３

一応、予定の規格範囲域に工程能力は入りつつある。現状のレ
ベルとしては不安が残るが、一応、製品の製造に材料や部品を
活用するという判断がなされる。だが、管理レベルが低下すると
たちまち危険になるので注意。この状況では検査を厳しく行い、
納入するものに不良が入らない対策を進めることが必要である。
この状況を安心することなく、Ｎｏ．１の状態の達成に努力すべき
ことは言うまでもない。
工程能力を大きく改善する必要がある。まず、検査は厳しくし、
流出をゼロにすること。次に、何が工程能力を低下させているの
か？５Ｍを徹底的に調査し、原因究明～恒久対策の追及を図る
べきである。いずれにせよ、早急に品質を乱す要因を特定し、改
善を進めなければならない状況である。

1.0 > Cp 工程能力不足

123

３－７，品質実現のための各種評価技術
新製品開発は構想設計段階の評価と製造段階の評価がある。評価技術の多くは製品設計
段階に行われるべきだし、そこで評価された内容をそのまま製品実現という内容と共に製
造現場に量産移管することが進めばスムーズな量産立ち上げとなる。だが、製造現場固有
の評価が必要なものもある。多くは品質保証システムとしてプロセス内に配備されるもの
だが、ここで、品質保証、また、量産化という現場管理の立場から、あえて、評価技術の
項目を挙げ、その例と運用方法を解説することにする。

（１）品質保証実態図と品質機能系統図における品質評価システムのあり方
製品を製造するプロセスは定められた通り、インプットをアウトプットに変換する仕組
みが備わっていなければならない。製造ラインの中で品質は作り込まれるわけであるが、
その保証はどのようになっていて、どのような管理が必要になるであろうか、このような
対策のため考案された評価法が第２期 TZD 研究会で運用方法を含め検討を進めた品質保証
実態図と品質機能系統図である。簡単にその内容を解説することにする。
ISO9000:2000 は国際的に品質計画・保証・管理・改善のテーマを総合的に検討した結果
QMS と呼ばれる品質マネジメント・システムを顧客志向の製品実現へ向けて実施すべき重
要項目を８大原則という形で提示した。本研究会の活動もこのような取り組みとリンクし
た形で各種対応の具体論を図ってきたわけだが、今まで、研究会で努力してきた内容との
対比、評価を行ったのでその内容を明確にした後で、品質保証実態図、品質機能系統図の
位置づけを明確にしたいと考える。図表３－７－１は第２期 TZD 研究会で整理した内容で
ある。今まで対策を図ってきた具体論は以下の３点となる。
①

事実分析：１問題→１原因→１対策方式で問題発生の真因を事実確認のもと、その
原因と結果の関連を物理現象としてメカニズムを解析し、原因の除去を
図る対策。対策は是正と予防の両者に対応させたものであり、１点づつ
不良・クレームの撲滅を図ることを目的とした対策。第１期 TZD 研究会
で重視、適用～実践効果を示した内容。

②

品質目標展開図：組織が定めた品質目標を上位から下部へ展開し課題と目標値を策
定する。また、この検討内容を下位から上部へ積み上げ、組織全体の目
標達成の調整を図ると同時に、ISO が強調する資源の有効活用（限られ
た人員、資金、時間や設備、技術など）を図るため最良の技術手段を検
討し、組織全体と個々の施策の関連を明確にして具体策を進める方式。
第２期 TZD 研究会で重点課題として、全員参画体制を図る目的で作成、
目で見る管理で目標達成を図る、という内容。

③

品質保証実態図、品質機能系統図：品質保証実態図は、装置産業やプロセスを用い
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て組み立て品を製造するケースに対しては、製品製造のキーファクター
と評価技術を明確化させると同時に管理ポイントとその管理、問題のき
ざしがあった時に早期対処（QTAT）を図る策を配備するという図化法で
ある。これに対し、同種目的だが、組立製品についてはその構成を全体
→ユニット→部品→製造プロセスの順に品質機能を分解し、同時に途中
に評価技術と評価内容を示し、全体と個々の品質保証体系を一体化して
示す方式。第２期 TZD 研究会で取り組んだ重点実施事項。
この３種の手法を用いると、新製品開発後、通常生産において図表３－７－１に示すよ
うに、第１、２期 TZD 研究会参画企業の方々の実践内容から推して ISO9000 が提唱する
８大原則をカバーする。

図表3-7-1 ３ｓ種の手法とISO9000:2000の8大原則の関連
品質保証実態図
品質機能系統図

品質目標展開図

事実分析手法

１、顧客重視
2､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

○

◎目標へ組込む

×

目標展開図へ明示する

△

◎目標の具体化

×

目標展開と責任者の設
定後、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

3，人々の参画

○

○役割分担明示

○

左記の３手法で具体化

4､ﾌﾟﾛｾｽｱﾌﾟﾛｰﾁ

◎妥当性検討可

◎更なる改善へ

○

品質保証と継続的改善

5､ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄへの
ｼｽﾃﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ

◎QT AT、ｷｰ技
術の責任の明示

○左記の具体的
改善の展開

×

P－D－C管理を「目で
見る一元管理」で行う

6，継続的改善

○

◎毎期の目標達 ○物理的現象
成をベースとする の解析

7，事実に基づく
ｱﾌﾟﾛｰﾁ

○事実分析を補 ○ 左記内容を
足し原理を明示 補足する表示

◎事実分析
そのもの

原理図化法でﾒｶﾆｽﾞﾑ
解析後，裏付けを行う

8，顧客との
互恵関係

○社内同様の
○（役割，担当を
適用法が有効 加え表現可能）

△

職場の壁、企業の壁を
超えた活動の展開必要

ものづくりのノウ
ハウまで一覧化

物理現象で再
発と予防可能

総合評価：３つの道具
で全要求をｶﾊﾞｰ可能

8大原則

特

徴

上～下まで火の
用心を防止可能

利用ガイド

上記までの内容と将来
計画を含め今期対策

いよいよまと めに入りま す。I SOの８大 原則 に対 する 今回の ３つの手 法のｶﾊﾞｰ 状況は 上の表 のようになった
（第２期TZD研 究会解 析の結 論）。

今回の対策は新製品開発段階からの不良・クレームゼロ対策の追求であるが、DR が終了、
各種、品質実現の対策が終了した段階で、新製品を開発から生産に移行させる場で品質保
証実態図と、品質機能系統図の活用を図ると同時に、品質実現のための評価を行うためこ
の図表を活用すべき、という内容がここに述べたい『製品実現のための評価技術対策』で
ある。この具体的対策としては、先に図表１－１－１２で示した品質保証実態図と、図表
１－１－１３で示した品質機能系統図の活用を DR と組み合わせた運用が必要となる。そ
こで、その利用法について解説をすることにする。
なお品質保証実態図を新製品開発段階は再度、同じものをここで示し、活かすべき点を
明らかにしたいが、その用件は次のようになる。
①

各工程（プロセス）で、インプットをアウトプットにどのような管理項目とメカ
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ニズム（物理的処理）を経て製品実現がなされるかを図や構成などで解る表現と
して示す対策を図る。
②

各プロセスで管理する物理量と製品実現のためのキーファクター、処理上の重点管
理ポイントを示す。また、その際に、問題発生が懸念されるリスクを明確にして、
製品実現を果たす内容と阻害事項や禁止事項も、その理由と共に明示する。

③ 処理プロセスの中間に◇で示した評価技術の表現があるが、品質保証のため、何の項
目をどのように評価すべきかを記載し、評価内容と製造プロセスで何をどの程度すべ
きかが判る表現する。
④

もし、問題発生のきざしがある時、QTAT（Quick Turn

Around

Time）という

フィードバック・システムを回して前工程である問題発生工程に情報を早期に流し、
改善を促し、管理の低下の監視を行い、発生時点問題対策の運営を図る対処が明確
化にする。
⑤

以上の内容が一覧化された品質保証・改善地図上で検討可能とし、個々の工程にお
ける更に細かな情報、例えば作業標準などが地図に番地をつけ、地図の番地との連
動を仲介として検索・管理可能にする。

以上、ビジブルにものづくりのメカニズムと構成を明確化させ、製品実現の実証とレベ
ル向上へ向ける、という利用法が新製品開発～実現～量産立ち上げ準備に必要な用件であ
る。

図表1-1-12 品質保証実体図のイメージ
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

品質保 証実態 図に使う原理図 化法のイ メージを上 図で示 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 すようになり、もうひとつの 工程である 塗装工 程の管 理ﾎﾟｲﾝ ﾄは
右上のよ うになる。要 は、誰 が見ても押さ えるべき技 術と その要 素、さらに、 物理量と 管理ポイントを示し 、管理 ～
改善（技術向 上を図る）ベ ースと する。 また、問題 があれば発 生時点 でとらえ、原 因究明 ～再発 防止を図る 。
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図表1-1-13 品質機能展開図の構成
最終製品への
品質要求

ユニット→
各部品への
品質要求展開
ユニットＡの
品質要求

最終
品質要求

評価
基準

契約・仕様書
各種基準
不良等の 事例

評価
基準

部品Xの
品質要求
部品Y
品質要求

ユニットBの
品質要求
ユニットCの
品質要求

最終製品への
品質要求

例：
評価技術
測定器
評価項目
管理方法

部品Zの
品質要求
部品Wの
品質要求

評価
基準

部品Xの
作業手順

作業標準

例：
標準手順
教育・評価
適正評価
・・・・・・

品質機 能系統 図は、装 置（プロセス）型産業 やラインでもの づくりを行 う製品 保証 に対し、 組み立 て製品 の品質
保証を一覧 化させ た様式 で ある。この手法 はＶＥ（価値 分析）に用いてきた機能系 統図をヒント にし て生ま れた。ま ず、
組み立て製品 に要 求される最 終製品 の要品 質求を記 載 する。次 に、 この品 質要求 は各 ユニットに分担され 、個々 の
評価基準を パスし た内 容で構 成させる。 各 ユニットは 部品 で構成さ れ、個 々の部 品は個 々に品質要 求を分担し 、
品質要求 の展開 が構成 させる。部 品は製 造プロ セスを経 て、定 められ た手 順で製 造される ので、 そこに品 質をつくる
作業手順 への要 求が必 要になる。以 上が品 質機能 系統図 の構成 である。
この図 は製造 現場や 部品納 入者 に対し ては，製 品全体 の構成 と個々 の ユニット， 部品，更 には 作業の 内容の 関連
がつか める。ま た、製 品設計 者 にとっては、作 業内容 と製品 設計条 件との関 連がつか めるので 、 デザイン・インの場
で現在， 既に、多くの企業 が活用 し、成果を あげつつ ある。

なお、この図表の活用効果は第１期 TZD 研究会に参画した企業でも成果を得ているが、
本Ｎ－TZD 研究会参画企業の方が活用し、評価技術の項目にライバル比較内容を入れる、
という応用を行ったところ、製品実現前に、各種製品の改良が加えられる、という成果を
得ている。当然のことであるが、この企業ではデザイン・インの場で活用が図られた結果、
製品製造に移管する前に、『品質実現のための評価技術』の運用がなされた、という内容を
紹介いただいた。このような事例を見て、この種の図化法を新製品移管の前に活用してい
っていただくことを願うわけである。

（２）産業界に見る新製品評価技術の概要
品質保証実態図や品質機能展開図はものづくりのキーファクターと共に、その内容の良
否を判定する評価技術の存在が必要になる。加えて、製品実現ための評価技術は研究開発
側からだけ提供されるばかりとはいえない。現場関係者や技術スタッフの知恵や知識、経
験を生かして製品実現の成果に結びつけた例は多い。有名な例としては、たとえば、IC 開
発の例がある。過去、コンピューターを生産する企業において、集積回路の生産は至難の
業であった。シリコンウエハを用いた生産で IC 回路をつくっていた時代、歩留り、即ち、
100 個生産して 1％程度しか製品が出来ない、という状況で生産が行われていた。この問題
の原因はレンズで回路を作る工程で空気中のほこりが問題になり、像がぼやけるという内
容だった。このためクリーンルームがつくられた。この対策で歩留りは大きく向上した。
クリーン度が上がれば歩留まりはあがったわけであったが、そこではクリーン度を示す指
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標が定められ、計測装置の改善と共に各社のクリーン度が定量化、改善されたからであっ
た。要は、評価技術と表裏一体の技術改善が現在の集積回路を広める突破口のひとつとし
て貢献した、という歴史の例である。
更に、同種の例をもうひとつ紹介することにする。これも過去のことだが、かつてカメ
ラはドイツの品質が一番とされていた。だが、ドイツのツァイス社のレンズよりニコンの
レンズの方が解像力や描写力が優れていることを米国ライフ誌が告げた。ライカのカメラ
マンはこれを裏付けるかのように、その後、ドイツのライカ社のボディーにライカ誌のカ
メラマンがニコンのレンズを搭載して朝鮮戦争に行き取材に活用した。大成功であった。
以降、これがきっかけで、専門家筋ではニコンのカメラの評価は極めて高くなった。だが、
ニコンはこの評価だけに甘んじてはいなかった。ニコンはこのニュースを受け、米国 MIL
規格より 1.5 倍厳しい自主規制を設け新製品開発・市場への対応を展開したことが報じられ
ている。ここでも、このような評価基準の設定と改善を、製造現場と技術陣の努力が表裏
一体になり進めた結果、この対策は実り、世界に名だたるニコンのカメラ、そして、それ
に続くメーカーの努力の結果、今や、日本のカメラは世界で最良のカメラの名を取得して
いる。
このような例は他にも日本には多々ある。自動車メーカーとして有名なホンダが F1 に出
場する取組みを 1970 年代に行ったが、厳しい基準をクリアーさせるだけでなく、優勝を勝
ち取るという快挙が日本の自動車産業の技術的信頼性を大きく高めた一助となったこと。
また、釣具メーカーである富士工業がスペースシャトルの外壁に塗られているシリコンカ
ーバイドに注目、大気圏突入の際の過熱効果と評価をガイドに応用したい案を持ったが、
この技術的レベル達成に苦慮しているとき、この技術問題を受けた京セラが 2 年がかりで
製品化を図った。その結果、ガイドの完成だけでなく、京セラという企業の名を大きく高
める一助となった。なお、その裏には製品実現に至る厳しい評価技術をクリアーさせる努
力があった例もこの範疇に入る内容である。更に、産業は全く異なるが、レオン自動機と
いうアンマンなどを製造する機械を製作するメーカーにおいても、小麦粉の生地やあんな
どの研究で苦慮する中で、ドイツがこの面で進むレオロジー理論と、その評価基準を取り
入れた。その結果、従来と異なる面で技術開発が進み、見事に難問だった問題を解決させ、
製品化を成功させた歴史がある。ここでは、更に改善を進め、ベテラン職人でも製造が難
しいクロアッサンというパンの一種を自動化で成功させるに至っている。この種の例、即
ち、評価基準を厳しく持ち、更に高い測定精度を持つ評価技術・機器を駆使して高い技術
の実現に努力した結果、技術開発の方向が明確になり、多くの苦心は必要だったが、技術
開発を成功させ産業界を大きく進め、その後レーダーとして活躍を果たした例は多い。ま
た、更には、環境問題対策に例をとると、過去、マスキー法という燃焼効率、炭酸ガス、
NOX 規制が米国を中心に検討された時代があった。この法律が出来たとき、多くの企業は
達成不可能と考えたが、日本メーカーはマスキー法の基準をクリアーしなければ自家用車
の輸出ができない。輸出が出来なければ企業は倒産する、という危険性があった。そこで、
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日本における自動車メーカーは必死になってこの対策を考えた。その結果、マスキー法を
クリアーした新型エンジンを開発、80 年代には、日本車が先行する形で新車開発のシェア
ーを奪い取っていった。ここには、ほんの一例を示しただけであるが、日本の技術者によ
く知られている歴史的な事例ばかりである。
このように、評価技術の発達と技術の発展は平行して進むことは今後も変わらないであ
ろう。最近のニュースとしては、ニカド電池に変わるものとしてリチウムイオン電池が生
まれた、だが、その容器がステンレスでつくれない。従って実現が危ぶまれた。だが、深
絞りを専門とする匠がこの実現を果たした。また、現在、ディーゼルエンジンの排ガス規
制、黒鉛浮遊物対策が問題になっている。この問題も、ディーゼルエンジンもいよいよ世
の中から消えるのでないか、という心配があったが、現在、多くの技術開発と共に新技術
が開発されつつある。このような例を始めとして、現在、地球環境問題の対策に於いて、
この種の対策は多数、見ることができる。食品リサイクル法の施行に伴う食品残材や残飯
などの残り物を肥料化する対策などはこの例だし、家電リサイクル法対策による各種家電
品の対策も多数の創案がある。分解容易性を評価する手法が製品改良サイクルを早めてい
るからである。マイナスイオンの効果も評価システム機器の発達と共に今や健康維持改善
の道具として多くの製品開発が行われてきた。このように、新製品開発において、評価と
いう内容はものづくりの上で大変に重要な位置を占めるわけである。特に、新製品開発の
現場においては製品という機能評価はもとより、DR の場でも製品実現のツールとして重要
な地位を絞める内容になることがある。このようにして発展した評価技術の例としては､今
や、当たり前の技術として活用している各種センサーがある。そこで、このような評価技
術や評価機器に関に関し調査した結果を図表３－７－２に示すことにした。このように評価技
術と製品開発は、製造現場の新製品受け入れ体制づくりに大きく関与し、新製品開発～製
品実現化の対策にあたっては、新製品開発の各種技術と表裏一体の内容を持つものである、
そこで、製品実現まえにチェックしていただきたい内容として、ここにまとめ紹介するこ
とにした。
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図表 3-7-2 新製品開発に関与する評価技術の例
No.

評価技術の項目

１

強度検査

適用対象と事例の解説
鉄、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、ｺﾝｸﾘｰﾄなどの圧縮・引っ張り強度、硬さ、曲げ
性、・・・対候性、などの試験機器
例：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ性の大理石を製造するラインで生産に移したとたん
割れが多発した。硬度の判定が科学的でなかったのでデジタル
圧傷式の機器を導入したが
製造技術の標準化と共に､割れゼロの製品化が実現

２

スコープ

目やレンズものを見る大きさには限界がある。特に微細なもの
を分析する場合、見えると見えないではメカニズムの解析は大
きく差が出る。スコープで拡大する。CCD カメラの利用により
製品の加工､組み立て、異物検出など多くの分野で活用がなされ
ている。

３

形状測定

3 次元測定器は精度測定の多くの分野で活用されている製品評
価技術である。線引きダイスにおいて、難引き抜き材のダイス
形状と潤滑材の選定は極めて大きな問題であった。ところが内
部形状が測定できないため苦労していたが、ある種のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
を流し込み形状のコピーを取り、3 次元測定器で計測すること
を行った結果、形状と潤滑材の効果が一目瞭然にわかり、問題
解決はスピードアップした。

４

高速度撮影

三菱では世界に有名な GDI エンジンを開発した。理論的には燃
焼プラグの付近に濃縮されたガソリン混合エアーを爆発させれ
ば、従来のような全体に混合エアーを作成し、燃焼させるより
効率が良いことは学問的にわかっていた。しかし、燃えるメカ
ニズムを目で見て確かめる、という案が採用された結果、高速
度カメラと共に燃焼過程を把握できる方式を確立、この対策で
飛躍的に技術開発が進んだそうである。
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図表 3-7-2 新製品開発に関与する評価技術の例（つづき）
No.

評価技術の項目

５

SEM（走査型電子 SEM は既に多くの企業で活用されてきた分析技術である。
顕微鏡）

適用対象と事例の解説
SEM は単に微細なものを見るだけではなく、ミクロン単位の
物質を見ながら生産設備と共に製品製造を行うことが半導体生
産設備の中で活用されてきた。SEM は電子を活用した解析で
あり、光を活用した顕微鏡のように焦点の調整はない。また、
立体感のある像を提供することができるので、視覚による分析
と類似の解析が可能である。このため、不良解析の場で多く使
われている。更に、SEM は電子線を照射したとき、物質から
発する X 線を利用して元素分析も可能である。各個所にどのよ
うな元素が含まれているか、という情報を提供してくれるわけ
である。

６

CCD カメラ

撮像素子（CCD）はレンズの後ろにつけ、カメラのフィルムの
代わりに映像を撮る素子である。従って、映像を撮り、処理す
る対策に多く使われる。CCD 自体、数十万個もの視神経に相当
するものが光を感知、電気信号に変え動画をモニターに提出す
ることも可能、という機能を持つ。胃カメラにも CCD が搭載
され活用されているが、半導体設備においては、LSI のパタン
をとらえ、即座に良／不良を判定する設備に用いられたり、ビ
ールを瓶につめる工場でも、各種の検査機器として用いられて
いる。評価設備と共に、ボックス内に胃カメラのように端子を
入れ、例えば、切削加工の状況を見て切り粉の発生メカニズム
会席を改善につなげる。スピードアップの方策を練る、という
活用がある。
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第４章

DR のあり方

（１） DR とその必要性
新製品開発においては、初段階に行う設計構想段階で充分な製品機能、品質面のチェッ
クが極めて重要になる。再度の繰り返しになるが、『新製品は企業の最良情報を駆使した結
果、要求する機能を満たす製品実現という形で製品やサービスを具現化したものである。』
このために検討すべき内容は先の項で詳しく解説したが、そのような内容とステップを組
み、システマテックに進める手段として DR の中身を再度見直すことにする。
では、DR の基本～あり方について、その運用の方法を見直すことにする。また、この見
直しを含め、次の提言に結びつけてゆくことにしたい。
DR については、既に多くの関係者が定義しているので、その内容を把握し、内容をとら
えることにする。まず、日本工業規格 JIS

Z

8115-1981「信頼性用語」設計審査/デザイ

ンレビューを取り上げることにする。そこには次のような内容が記載されている。
「アイテムの設計段階で、性能・機能・信頼性などを価格、納期などを考慮しながら設
計について審査し改善を図ること。審査には設計・検査・運用などの専門家が参画する」
とされていて、「設計審査」と「デザインレビュー」は同意語とされている。また、日本科
学技術連盟 DR 委員会では、この内容では、設計者が審査の被告席側に位置する、冷たい
感覚を持たれることを配慮し、「製品の設計品質

及び

それを具現するための製造・輸

送・据え付け・使用・保全などの計画について、客観的に知識を集めて評価し、改善点を
提案し、次の段階に進み得る状態にあることを確認する組織活動の体系」としている。
更に、国際電気標準会議/信頼性技術委員会/ワーキング・グループ５（IEC/TC56/WR5）の
定義を見ることにする。そこには、
「製品の生涯の各段階において、製品、工程、又は手順
の専門家による評価のために、計画され、組織的で、管理され、文書化され、かつ、報告
される過程」と、定義されている。ここに提示されている内容は、必ずしも DR だけに限
った内容ではない。ISO9000：2000 規定 3.8.7 レビューにも DR の内容に関するものを見
ることが出来る。レビューに対する定義である。その内容は、「設定された目標を達成する
ための検討対象の適切性、妥当性、及び有効性(規定 3.2.14)を判定するための活動」とされ、
参考の項目には「効率(3.4.2)を含むことがある。」また、適用すべき例の中に「マネジメン
トレビュー、設計・開発のレビュー、顧客要求事項のレビュー及び不適合のレビュー」と
いう内容が示されている。既に紹介したが、ISO9004:2000 に示された DR のあり方につい
ては、すでに図表 3－５－９－①と②で解説済みであるが、規定 7.3 には、多くの項目と共
に『設計に対するインプット／アウトプット／設計・開発のレビュー』に関する内容が克
明に、また、多くの項目がチェックリスト的に示されている。
以上、過去から DR については、いろいろな定義や範囲、考え方や取り扱いに関する内
容が示されているが、その要点を紹介した。このような定義が示す要は、「設計という諸段
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階に出来るだけ問題となりそうな問題をあえて取り上げ、事前対策する」という内容であ
る、と言及される。このような整理と解釈に立ち、DR の狙いの要点をあえて列挙すると次
のようになる。
① 新規に取り組む、導入する技術や課題を未然に検討して、事前検討段階でリスク対策
を図る。
② 不安な事項を試作、検討、評価する内容を決め、技術検討の方向を明確にする（後の
決定を明確にするための事前準備的な内容の検討、審議）
③ 試作、量産化に当たってのチェックポントや生産移管時の注意点を明確にする。
④ 新製品の信頼性強化、品質面の対策ばかりでなくコスト、納期、生産性に関する諸問
題を事前検討する。
⑤ 技術交流や検討を通して、事前検討システムの大切さを企業文化として定着徹底させ
る。同時に、失敗事例の研究による未然防止の対策を関係者に技術波及・教育を図る
という DR を補完する対策を含む。
以上のような検討内容は DR を進めて行くためのガイドであるが、この具体策を進める
ためには、図表４―１－１に示す項目を、個々に検討し、活用して行くことが必要になる。な
お、この項では、まず一般的な内容としての DR の解説を目的としている。従って、個々
の企業や組織体によって異なる。この種の項目と活用法については、次の項に紹介するこ
とにする。

図表４－１－１
No.
１

検討項目
信頼性

DR における一般的な検討項目の例(ソフトウエアの例)
解

説

①欠陥がないこと。 ②問題発生時に許容できる対策が用意されてい
ること。③トラブルに対して問い合わせやバックアップ体制があ
り、サービスが完備していること、など。

２

機能性

①求めた機能を全て満足していること。②要求機能が満たされ、スピ
ード性、操作性、メンテナンス性などの要点が配備され、他社に頼む
内容より優れていること。③許可無く内容が盗用される。変造される、
という心配のないこと。④他のシステムと互換性がある。インターフ
ェースが整っていること、など。

３

操作性

①利用に当たって理解、習得が早いこと。②トラブル時に対処すべき
内容が明確、かつ、容易なこと。③汎用性や発展性があること。

４

効率性

①入力や処理のスピードが速いこと。②システム移行時に余計な研修
が必要ないこと。③電力消費を含めランニング・コストが安いこと
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（２）KDR:製品企画段階の DR について
製品企画段階の DR を多くの日本企業では KDR(企画段階の DR)と名付け運用している
例が多い。KDR は売れる製品づくりと直結した企業の重要課題を扱うステップのひとつで
ある。時には、製品そのものが決まっていない段階の DR であり、ここで創案される製品
は、時に、事業計画そのものと大きく関与する。製品は売れない状態は企業にとって不幸
な環境を生む、「製品が売れないことこそ、最大の不良である」と、言う方がおられる程、
初段階の企画（製品戦略）は企業における重要課題である。だが、この段階は新製品のコ
ンセプトに関与する課題であること、また、本研究会は新製品開発段階からの不良・クレ
ーム対策を目的としているので、ここでは、その詳細を解説することは避けたい。一般に、
KDR 段階の DR に関しては、図表４－２－１のような観点で顧客にとって、また、企業に
とって価値ある新製品の創出が必要になる。ここで、SWOT の記載があるが、企業として
は強みを伸ばし、弱みを消す対策、また、この対策によりチャンスを生かし製品化を図り
驚異となる事項を消す取り組みを図りつつ新製品を生む努力が効果的とされている。

図表4-2-1 バリューチェーン（価値連鎖）
社内にある競争優位な源泉の発掘～活用

S:強み

生産・販売・物流管理システム

W:弱み

人材と人材を活かす活動
研究

～

顧
客
対
応

新製品開発

資材調達・系列ネットワーク
購買 製造 出荷 販売 サー
調達
物流 ＰＲ ビス
主活動
強みを伸ばし、弱みを減らすマネジメント
更に、昨今、企業では SCM（Supply
４－２－１に示されたように、JIT（Just

Chain

O:ﾁｬﾝｽ T：脅威
マッキンゼーの７Ｓ
マッキンゼーの７Ｓ
１１ 戦略(Strategy)
戦略(Strategy)
２２ 組織構造（Structure)
組織構造（Structure)
３３ システム（System)
システム（System)
４４ 人材（Ｓｔｕｆｆ）
人材（Ｓｔｕｆｆ）
５５ スキル（Skills）
スキル（Skills）
６６ スタイル（Style）
スタイル（Style）
７７ 価値観
価値観
（Shared
（Shared Value）
Value）

Management）に見られるように、図表

In Time）生産方式を利用して、市場直結型、

また変化を早く察知しながら製品開発を短納期で開発してゆく体制と方式を進めるという
戦略展開を図ることが各社で行われている例が多い。加えて、このような対処を図るため、
また、顧客志向の新製品開発を図るため、顧客ニーズとはなにか？を顧客の行動分析と共
に進め、潜在需要を含めた製品開発に努力する、という要素もここに加味する戦略が各社
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で研究されている。このような検討、対策の中から KDR が進められ、製品コンセプトがつ
くられ、品質や機能評価を検討する製品実現～試作に至る SDR へと入って行く、というの
が一般的な DR の手順である。

図表４-２-２ JITが持つ特徴と新製品開発
早い市場の声と変化
を即座にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
１、顧客は
市場の変化を
じゅっくり
見てから
注文できる
２、市場の
売れ筋に
合わせて
生産調整
３、新しい
依頼をお願い
するチャンス
の増大

出荷

設計

検査
生産
ＱＴＡＴ

生産

１、各種異なる
注文
２、多種少量
の注文
３、短製品
ライフサイクル

① 短い生産・販売リードタイム
② 多種少量切り替え
生産の実現
③ 新製品をテス ト（切り替え 生産）
するチャンスの増大

図表4-2-3 お客様はどのように使い満足を得られるのか？

売れるキー
ファクター？

購入調査

使用状況

期待度？

満足度

購入
５コミ
①
②
③
④
⑥

口コミ
ﾏｽｺﾐ
P OSｺﾐ
物コミ
ITコミ

永続性

① 短納期対応
② 顧客の苦情を
③ 新製品に活かす。
ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ充実
④ 顧客の経費節減
⑤ 再利用・地球環境
への貢献・・・・・
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再利用

ひらめき

（３）SDR:製品実現～試作に至る DR
SDR は新製品の研究テーマが決まり、新製品の内容も決まり、その構想が図面化され、
技術的にその技術を実現し、試作～量産の検討を進める段階を示す。ＶＥで言うと 1st－
Look・VE の段階である。だが、KDR と SDR の区分は必ずしもはっきりついているわけ
ではない。スムーズに構想が図面に移され製品化へ至るケースはこの２つの段階は一体化
されている。この例の場合、製品の検討時間は短く、規格と作図が同時に行われる。更に、
図面化～試作の段階で製品設計を大きく変更することが頻繁にある。そのような対象は、
技術の急激な進展、ライバル企業の特許抗争、顧客ニーズの変化、更には、企業内の体制、
陣容、販売・流通・サービスや生産体制の配慮などが大きく関係する例に多い。このよう
なケースが多い昨今、KDR は概念設計、SDR は具体策づくりという区分が難しくなってく
る。従って、KDR と SDR の区分は少し柔軟に考えてもよい。だが、ここは基本を明示す
る内容なので、KDR と区分する形で SDR の内容を紹介することにする。なお、実務的に
は先ほど述べたような例が多いので、このような区分の概略を図表４－３－１に示すことにす
る。

図表4-3-1 DRのステップとKDRと、SDRの区分
・顧客ニーズ調査
・商品情報の調査
・技術戦略
・ライバルの動向
・・・・・・・

KDR： （企画段階のDR)
ｲﾝﾌﾟｯﾄ

ｵｰﾊﾞｰ
ﾗｯﾌﾟ領域
①新製品構造図
②市場調査内容
③特許MAPと出願
④金型・治工具
⑤原価構成とVE
⑥QC工程図
・・・・など

①
②
③
④
⑤

テーマの企画
研究開発設計構想（目論見）
特許・技術動向～リスク調査
サンプリング調査（確実性の追求）
商品化構想

KDR
企画構想案

SDR： (試作に至るDR）
① 技術・製品・顧客動向詳細調査
② 目玉となる技術・市場の明確化
③ 製品構想図の設計と審議
⑤ 図面化とVE
⑥ 製造・原価・販売面の主要な内容の決定
⑦ 試作と評価基準設定＋ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝの開始

PDR：生産DR（量産化の準備、新製品立ち上げDR）
では、A 社で行われている SDR の内容について解説することにする。ちなみに、A 社は自
動車や家電品の部品生産企業であるが、A 社は仮想企業であり、この種の企業、数社の参考
になる点を集めた内容である。
【プロジェクトチームの範囲と権限について】プロジェクトチーム編成基準
(1) 総則： 新製品開発・導入については新製品開発プロジェクトチーム・委員会を
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設け，ここで全ての与件を審議し、その結果を経営戦略会議に毎月 1 回の
報告と、承認を受けつつ事を進める運用を図る。但し，緊急開発要求があ
る場合は随時提案とする。
(2) 構成メンバー：プロジェクトメンバーは経営戦略会議に提案された企画書（KDR
内容）に基づき、委員会提案により経営戦略会議、または、新製
品開発担当副社長の命により正式に任命する。
(3) プロジェクト運用時の決定：プロジェクト開始～終了まで、全ての決定はプロ
ジェクトリーダー一任とする。なお、予算など、経営戦略会議で
定めた制約枠の範囲、また、目論見案を大きく変更、逸脱する決
定がある場合は、別途、トップの承認、または、経営戦略会議に
企画(変更案)を提出し、経営の判断を受けること。
【新製品開発手順にといて】：ガイドとして
(1) 新製品開発企画内容の提示に関すること
新製品開発企画(案)については、企画担当が、社内で定められた企画書の様式に従い、
企画の背景と理由、技術、マーケットの規模と動向、競合他社の動向を示し、企画の目的、
目標（売上、利益、技術、社内体制、製品ライフサイクルや、企業における生産・販売と、
各種質的変化の予想など）を可能な限り、定量的にデータの裏づけと共に示すこと。また、
これを基とした、顧客購入に至るキーファクターを明確化した内容を提示し、所属長の承
認を得て、製品企画部に事前に提出する。製品企画部長は、新製品委員会メンバー及び技
術部長、マーケティング部長など、関係部門に写しを事前配布すると同時に、関係者を招
集、審議会を開催し、その内容の把握と企画の内容を審議し、経営戦略会議に提案する可
否を決める。この手続きで決定に至った企画案は、プロジェクトリーダーとメンバー(案)
を審議し、経営戦略会議に企画案として、再度、修正を加えるなどした後に提案する手続
きを図る。
(2) 企画案の申請～承認に関すること
一般に、作成された企画案は社外、並びに、社内でも、極秘の取り扱いで内容を記載す
る。内容となる。企画書はこのような扱いの中で、戦略経営会議で最終承認を受ける。だ
が、その前に、企画書にされた内容に落ちが無いように、各部門長を中心に検討し、各種
改善を加えた後、社長や事業部長に申請される。このような手続きを経た企画書(案)が認
可された後は、「実行計画書」として承認後、発効となる。
(3)

新製品開発書に盛り込む事項

（ⅰ）新製品開発活動の目標、目的の明確化
（ⅱ）技術開発内容と計画、他社との差別化の要点、デザイン・インのメンバーと検討
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内容を入れる。
（ⅲ）販売価格と原価目標（VE の内容、損益分岐点分析と、収益を大きく左右する項目
と影響度と、それらの対策に関する計画と対策状況など）
（ⅳ）売上、シェアーの予想と理由（市場調査資料、顧客アンケートなどを含む）
（ⅴ）関連特許調査
（ⅶ）開発スケジュールの概略と担当者など
（Ⅵ）起こりうるリスクとその対策
(4)

新製品開発・実験・試作計画に関する運用(研究開発実施時効)

（ⅰ）実験室レベルでの新製品設計、試験項目と試験結果及び試作評内容
（ⅱ）過去の品質実績及び予測できる項目
（ⅲ）QC 工程図・品質機能展開表に基づいた試作品の性能評価及び製造プロセスの検討
内容と、部品、材料、金型、治工具調達など、ものづくりのキーとなる対策事項
（ⅳ）新製品に関する安全性、リサイクル面の対策、及び各種法規制等の調査、
並びに、特許対策状況
(5)

試作品のレビューに関すること

（ⅰ）試作計画書の作成と運用
試作内容に関しては、試作の計画をプロジェクトチームが作成する。なお、計画の進
捗は都度、各テーマの進行に従い。報告書を発行し、関係部門長（例えば、販売企
画部門長、技術部門長、製造部門長、、事業部長）への報告、必要な内容の承認を行
いつつ目標達成とスケジュール進捗状況の報告を行う。なお、IT 利用の場合、本内
容は社内秘の扱いが主な内容となるため、ID キーを設定し、機密管理の維持を図る
こと。
（ⅱ）試作の開始と各種問題の対策
試作段階で具体化した技術を生産に移すには、事前に、試作内容を現場関係者が、
現場、現物を基に立会い、また、目に見えない、見にくい技術内容を見聞し、受け入
れのための内容の検討を進める。このため、また、試作段階に製造部門の要求と、現
場部門の要求事項の食い違いを発生させない対策のため、技術部及び製造技術Ｇが中
心となり、次のような内容を試作と同時に進める。
(ｲ)

過去の品質実績、過去トラ等を考慮し実機レベルでの製造実験及び加工評価を行
い、量産時に起こりうるトラブル、制限事項の検証及び製造安定化の検討を行う。

(ﾛ)

製造にたった場合、現場で使用する金型、治工具、特殊な設備、部品、補助材料
などは、製造部管理下において、事前に検討し、発注・在庫の管理方式の決定や手
配を受け入れ体制の準備という形で行う。

(ﾊ) 製造の受け入れ体制は事前のモデル生産やシュミレーションの実施、指導の核と
なるキー・パーソンの選定と教育などの準備を早めに進めておく。
(ﾆ)

販売部門は新製品の使用量の予測、初期クレームへの対応を含め、製品の特質、
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利用方法、他社製品との差別化の売り込み PR を含め、営業販売戦略と共に、事前に
販売方法などを検討する。また、この種の対策で、製部門と打ち合わせるべき課題は、
事前に関連部門に伝え、アクションをとる。なお、重要な点は、顧客要求を充分君入
れた製品内容になっているか否かを顧客の立場で判断し、その見解と、試作中の新製
品に反映させることを忘れてはならない。
(ﾎ) 販売部門長は、新製品開発の状況を充分につかみ、時期を見て、各営業に対し、製
品紹介を行い、拡販につながる活動を行う。
(ﾍ)

試作を通し、万一、新製品の変更、または、中止になる事態が発生した場合、プロ
ジェクトリーダーを中心に善後策を討論するが、最悪、撤退という事態になった場合、
速やかに緊急会議を開き、結論をまとめ、トップ、並びに、経営戦略会議に内容を報
告、審議をうける文書を作成する。

以上が SDR 時の各種手続きに関する A 社における規定運用の状況である。

（４）PDR:量産に至る DR
PDRは生産立ち上げに当たる段階を意味する。KDR、SDRとの関係は図表４－４－１のよう
になる（製品としては、2nd・Look・VEに範囲に入る）ここで課題になる多くの用件は、主
に、昨今は垂直立ち上げを目標に活動する内容となる。KDRの領域も知恵と努力を駆使して
行う対象に変わりはないが、事前検討対策～製品実現や生産量の確保、QCD(品質・コスト・
納期)と生産性向上に努力すべき対象領域である。一般に、日本の企業は、図面があればも
のづくりは早く、うまい、といわれてきた。日本の現場は生産に強い、現場にいる匠や現
場管理者の方々が優秀なのでものづくりに多少の問題があっても、何とか問題をこなし、
ものにして行く、と言われてきた。これは、これで大変すばらしい内容である。
だが、最近、この状況はそのまま変わらずに推移している企業ばかりではないようである。
最近、生産の立ち上げは海外、日本ではキー技術の試作だけ、とか、変化対応のためには
アウトソーシング（契約社員やフリーターと呼ばれる方々）の力を借りた生産が多くなっ
てきているからである。そうなると、ここに、新製品立ち上げのため、各種のチェックポ
イントの整備と具体策が必要になる。この対策の詳細については、後の章で技術的手段を
まとめて解説するが、まず、チェックポイントについて、社内規定に当たる内容の例を示
し、その注意点とすることにする。一般に、企業では量産立ち上げは次のような規定を整
備しつつ各種チェックポイントの整備を行うことが各社で行われている。
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図表4-4-1 製品企画～生産～販売対策の関連
欲求・ﾆｰｽﾞ

研究→開発→試作

製

造

投入工数

システム・エンジニアリ ング
と言われる領域＝形が無いが
要求がなるもの、潜在需要を
具体化させる技術領域

2nd・Look
VEの領域

１ｓｔ・ Look
・VEの領域

QA：品質、信頼性、
操作性、使用の容易さ
ﾘｻｲｸﾙ 対策が必要な領域

領
域
まだ、図面の
ない領域

使用

PDR領域

SDR
領域

K
D
R

販売

図面があれば、
ものづくりに邁進する領域

製品使用満足度や
LCA(ライフサイクル
アナリシス）・使用後も
サービスを進める領域

(1) 量産化に当たって製造移管の規則(チェックポイントと体制)の例
① 各種試験方法、製品評価基準に基づき、開発グループは機能・性能の評価を試験し、
現場移管前に、製品評価内容を明確にすること
② 試作段階で得た内容を基に、事前に製品製造上の管理ポイントをものづくりの注意
点と共に標準化し、作業者の事前教育を図る。
③ このようにして進め、量産試作を行った状況は、定められた工程の期限に従い、適
宜、報告を行う。その主な事項は、工場実験品評価レビューや生産、原価などの情
報が主であるが、各段階において各担当者が評価結果の内容を、技術部長、製造部
長、品質保証部長、マーケティング部長及び事業部長の承認を得て報告、新製品立
ち上げ工程を円滑に消化すること。
④ なお、工場実験品の製造移管については「新製品導入時の 試作時に作成した、工
場実験フローチャート」に従い行う。製造移管は、検査用の限度見本（必要な場合）
が揃った時点で開催し、担当製造部門長の承認を得て移管を完了したと定めること
にする。製造移管会議は工場実験を、量産ラインで 3 日以上テスト生産した結果を
基に、必要な書類を作成、提示すること。
問題の対策は、全て事前検討を前提とする。なお、量産立ち上げ時に発生する問
題は定められたライン長に速やかに報告し、指示を仰ぎ対策を進めること。なお、
この内容は目で見る管理により、情報は公開し、可及的速やかに処理して行く運営
形態を図ること。なお、新たに発生する問題の主管部門は下記の区分を基本とする。
材料開発部分

－－

開発Ｇ
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工程改良･工程開発

－－

製造技術 G.

⑤ 輸入品の部品、材料の使用に当たっては、技術部が主管となり製造技術Ｇ.と進め
る。なお、基本設計等のラボワークは海外からの資料に基づき、別途の処理となる
ので、生産ラインの範囲外とする。検討に先立った市場調査、ビジネスプランの作
成も別途、定められた部署で専門的に実施するのでここには含めない。
⑥ 量産導入された製品の製造工程変更及び製造場所の変更（緊急時に対処）は、製造
技術Ｇ.が主管で行うが、十分な試作実験とデータと共に、品質保証(確保)できる
証明を QA 部門に提出し、承認と登録を得ること。なお、製造上、製品仕様に触れ
るような変更がある場合は、ライン長が緊急会議を開催し、トップを含め、関係者
の了解、承認を得ると共に、顧客への説明やカタログ、資料などの変更と関連部署、
時には顧客の承認を十分に得て製造に移ること。なお、市場への影響が大きい内容
や、緊急性がある製品、製造、プログラムなどの変更については、しかるべき手続
きに従い、製造変更内容、品質保証体制を確認した後に生産を開始することにする。
⑦ その他、変更点、緊急に対処すべき課題は適宜、関係部署から問題の危険性を感じ
た時点で提示し、各種対策を事前検討段階で対策することを前提とする。
(2)

PDR において使用する基本的な新製品立ち上げ手法

新製品立ち上げ時の基本は十分な受け入れ体制の整備である。この具体策は後で詳しく
述べるが、基本的には下記の 3 つの手法の活用がなされている。
① PERT（Program Evaluation

Reviewed Techinich）：日程計画表

② リスク対策：色カードなどを用い、計画進行時に適宜問題発生を予想し
て対策を進める。方式
③ 目で見る管理：コミュニケーションボードとして、また、①と②の
内容を全員に報せつつ新製品立ち上げを図る方式。
以上の方式活用のイメージの例を図表４－４－２に例示することにする。この段階は新
製品の垂直立ち上げが課題となる。製造現場の受け入れ体制や事前検討を如何に図り対策
し、売れる製品を他社より早く立ち上げ市場と収益確保につなげるかが企業にとっては重
要課題となる。
以上、DR に関し、多くの企業で日常的に行われている DR の内容を述べた。この種の
DR を如何に、的確、かつ、無駄なく進めてゆくかが、新製品開発段階からの不良・クレー
ムゼロ対策の要点となる。
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図表4-4-2 目で見る生産立ち上げ盤
○○作戦◇製品垂直立ち上げ作戦
○○作戦◇製品垂直立ち上げ作戦

問題発見

目標：
実績：

本日の重要課題：
① ・・・・・・・・・・・・
② ・・・・・・
③ ・・・・・・・・

目標

実績

月日 →月末

課題の大きさ

緊急対策

生産量（
累積）

生産量

実施済み事項・連絡事項

重要課題の対策状況
何を 誰が 何時・・・
①・・・・・・・
②・・・・・・・・・
③・・・・・・・・

恒久対策

① ・・・・・・・
②・・・・・
③ ・・・・・・
A設備稼働 教育訓練
終了！

テーマ名
遅れ・問題カード

事前対策カ ード

提案

実施済み

PERTスケジュール
不安事項・事 前対策 課題

（５）

ＤＲ全体を通し、判りやすく管理するために

研究会で DR のあり方を検討したが、この種の内容が管理者に一覧で、その活動内容と
活動の良否が判る方式が必要ではないか？また、この種の内容が報告書の表紙に添付され
報告されることは DR を的確に行うために重要な内容ではないか？という討論がなされ、
各種検討を加えた内容をここに紹介することにする。
DR を進めるためのデーターベース化（情報の共有化）対策の必要性

①

DR 項目の詳細は各社、各様である。また、ここ迄に記載してきた内容を基に各社で作成
願うことになる。この種の検討項目は次のような手段で整備可能であると考える。
①

企業の研究者を集めてアイデア討論する

②

失敗事例を集め、分析し作成する。

③

著書や文献、研修会などの資料を基に作成する。

④

市場のキーファクターなどをチェックリスト化する。

⑤

その他、インターネットを検索するなど

これは、管理者が一覧で見る資料とは別資料となるが、まず、チェック項目を挙げ、関
与する全項目を洗い出し、事前に重要度の重み付けした事前検討項目として企業内に情
報として蓄積、DR の場で活用可能な方式にしておくことが前提条件になる。また、この
種のデーターは単なる項目の羅列に留まることが多いので、データーは図表４－５－１
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のような様式を定め、その企業で利用すべき項目を抽出可能な環境を整備しておくべき
と考える。このように活用可能な環境を作成した上で次に示すような一覧表を管理資料
の表紙につける準備を図るべきと考える。

図表4-5-1 DRを進めるために必要な
データーベースづくりと、その要点
内容の記載：
① 項目と理由
② 事例と影響度
③ 重要度とその理由

②

ワンペーパー
管理資料として添付

ＤＲ
資料

重点項目抽出
ＤＲ活動
報告
ＤＲ
報告書

ワンペーパーＤＲ活動一覧表の作成と様式
管理者が一覧でモレがなく DR の重点部を把握し、管理・指導して行くということは、

多忙、かつ、抜けのない事前検討を進める研究開発の場では、トップにとっても、また、
研究開発関係者に取っても、極めて重要な内容と考える。このような様式には、新製品プ
ロジェクト関係者が確実に行っていただく内容を記載、提出、承認を受ける仕組みを運営
網羅させることが必要になる。このための様式の具体例を図表４－５－２に例示すること
にする。なお、一般に DR 項目は全て検討を済ませるべき、という考えがあるが、実務を
担当するものに取っては、理屈はともかく、多忙、かつ、多くの課題を限られた時間の中
で消化して行く場合、『言うは易く、行うは難』しである。では、実務的にどのように考え
るべきであろうか？このためには、図表４－５－２の下に記載した内容に、我々は注意す
べきである。
ＤＲ具体化に当たっては成功談をつくり、事前検討を十分しないで問題を先送りした
結果、生じる問題を出来うる限り減らし、悪魔のサイクルから逃れ、事前検討の充実に時
間を割ける環境を何としても実現させるべきだが、最初は図表４－５－２のような考えで
取り組み、結果として事前検討の時間の比率増を図るべきと考える。以上のような意味合
いから、トップと実務者のコミュニケーション・ツールとしても、図表４－５－２に示す
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ような様式と、実務的な内容を評価し、次の検討項目を加える一覧化作成～活用の必要が
ある、と研究会では結論づけした。なお、このような様式の利用は形式的になってはいけ
ない。そのためには、ステップ毎に注視すべきジャンル(視点)と具体的項目と理由を明確
にする必要があるし、プロジェクトの管理者は項目の見直しと検討をリスク対策と共に、
業務として行うべき、と考える。過去、飛行機のパイロットは運転の上手な人が評価の対
象だったように、多くの企業では、研究開発者に対し『研究開発者は良い製品づくりをす
る技術を持つ人や、実力・才能を発揮する力量を持つ人（または、集団）』と考えてきたの
ではないだろうか、だが、飛行機のパイロットが既に CRM（Crew Resource

Management）

を通し『リスク対策技術を活用できること』が条件となっている。新製品開発者にも同じ
考えを当てはめるべきであり、ここに示す図表がその助けになれば幸いである、と考える。
新製品開発の多くは客観的評価が課題となる例が多い。例えば、製品によっては、当然、
製品試験をお客さまのところで使っていただいき問題がないものでなければならないが、
その条件、お客様の使用条件のテストを抜き、製品事故を起こす、という内容は新製品開
発のプロが行うべきでない内容であり、この種の検討項目に入れ必ず実施すべきことにな
る。企業内の勝手な判断や検討モレ防止の上から、また、製品をつくって販売してから当
然やっておくべき調査や問題の発生を事前に防ぐ対策を中心に、ここに示した洋式を運用
する必要がある。
図表４－５－２

W

ＤＲ内容を一覧化する資料の記載様式の例

重要項目

検討内容

項目

主要項目

リスクと理由

トップの関心事

担当

【なお、新製品開発関係者の行動は次のようになる。】
やらねばならないことは分かっている。
↓
全てはできない
↓

→

担当を決め分散する。
↓

だが、重点部分は確実にやることが必要であることに変わりはない。
↓
では、重要度、企業における意義を担当が知ってやっているか？
↓
何をやったか、誰がやったか。技術か?時間投入はどのようになっているか？
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OK/NG

③

研究開発担当者側の立場で見た事前検討の内容
新製品開発の各段階で、ＤＲは必ず行うべきである。だが、このような表現だけでは、

形式的なＤＲはなされても中身が伴うとは限らない。そこで、本音でこの問題を討論した
が、結果、次のような内容を得た。この内容は新製品開発者と管理者の方々にもご理解願
いたい内容と考えここに紹介することにした。

図表4-5-3 DR（事前検討）の実施と
研究者の印象に関する内容とガイド
あるべき
リードタイム

試作の減、やり直しの減、
無駄な会議の減、ITなど環境の悪さ

本来、やりたい仕事や勉強、
実力向上に使いたい時間

ＤＲをプラス思考で推奨する内容

ＤＲを強制する動き

① 失敗やクレームから逃れる。
② 結果的に設計者の工数
低減効果が大きい
③ 一流化・プロへの道を開く
⑤ 仕事に余裕を生む
⑥ 常に追われることからの脱皮

① 時間的に無理にでも
出させるしくみづくり
② 責任分担と管理強化
③ 監査システムの運用
など

なお、このような内容は本研究会で次のような適用例で効果を得ているのでご参考願い
たい、と考える。
・ 自由度のある時に、各種検討項目を自由に検討できる。
(DRBFM 導入前の設計者の裁量部分を図化すると、次のようなイメージとなる)
自由

変更不可部分

裁量
(DRBFM 導入後の設計者の裁量部分)
変更不可

自由裁量部分

部分
大幅な増加となる。
事前検討
開発

→

施工

品質機能展開図
100 項目に制

設計関係者 のノウ

重点部分を明

限して的確な

ハウ的内容を見て

示。再発の検

検討

分かるようにする

討
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狙い: 開発関係者のゆとり増
↓
研究開発～施工の時間減

＋

CS 内容の具体化による売れる商品づくり

↓
・CS 内容の解釈
・DR の充実
・現場とのコミュニケーション
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第5章

各社の取組み

記載順（あいうえお順にて企業紹介します）

５－１

FCI ジャパン㈱

５－２

東北パイオニア㈱

５－３

日本メクトロン㈱

５－４

文化シャッター㈱

５－５

山形スリーエム㈱
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５－１

ＦＣＩジャパン(株)の活動事例紹介
ＦＣＩジャパン株式会社

電力事業部

５－１－１会社概要
当社は創業以来、生活と産業に欠くことのできない電力エネルギーの安定供給に貢献し
続けてきました。コネクタのみならず各種圧縮工具・アクセサリなどの開発においても
独自性を発揮、電力用コネクタと工具類の総合メーカーとして業界をリードし、圧倒的
な市場シェアを誇っています。さらに、蓄積した技術力を活かし、電力産業に限らずビ
ル内配線・電力機器・電源などに使用される大・中電流用プラグインコネクタや JR をは
じめとする鉄道各社向けテルミット溶接用『バーンディウェルド』などの製品開発を積
極的に推進。より広い産業分野に事業を拡大しています。当社の製品群は、信頼性の高
いブランドとして各産業分野のお客様から高い評価を得ています。
商

号：ＦＣＩジャパン株式会社

設

立：１９６３年（昭和３８年）５月２３日

資 本 金：１３億３，６００万円
従業員数：３００名
所 在 地：電力事業部
〒２３７－００６２
神奈川県横須賀市浦郷町５丁目２９３１番地２１号

/5
144

５－１－２従来の取り組み
製品開発ステップから様々な技術的検証や生産上の問題解決を経て量産へ移行するが、
従来１つひとつのステップが終わってから次の段階に入っていたため、量産直前の段階
で大きな問題点に突き当たり再度 DR を余儀なくされ、スムーズに新製品をリリース出
来ないという問題が発生していた。
従来の新製品開発フローを以下に示す。
図表５－１－１

市場の動向

顧客要求仕様、製品要求時期を確認する。

新製品/特注品開発設計依頼

設計構想案、設備投資、製造コスト、採算性等を書面
にて審査し、開発実施を指示する。

設計開発計画作成

設計、試作品評価、設備構築、初物品製作評価、量産品評価
製品リリースに就いて期日を設定する。

設計審査

顧客要求仕様に対する機械的・電気的性能及び機能性を推測する。

試作品審査

顧客要求仕様に対する機械的・電気的性能及び機能性、設備投資、
製造コスト、採算性等を書面にて審査する。
試作品審査の合格を受けて、設備・金型導入を含め量産に必要な

量産準備承認

全ての準備を開始する。

初物品審査

顧客要求仕様に対する機械的・電気的性能及び機能性、設備投資、
製造コスト、採算性等を書面にて審査する。

量産試作品評価

顧客要求仕様に対する機械的・電気的性能及び機能性、設備投資、
製造コスト、採算性等を書面にて審査し、量産開始を指示する。

製品リリース
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５－１－３研究会へ参画の意図
本研究会では顧客要求品質を確保するために、新製品開発段階からどの様な点に着目し、
適切な手法を用いて対策を講じるべきかを他業種の方々と共に学び、高品質な製品をよ
り早くリリースすることを目指していく。
５－１－４我社の取り組みと実践例、効果
従来の開発ステップは各ステップが終了してから次の段階へ移行しており、各ステップ
がシリーズに繋がっていた。今回、当社ではコンカレントエンジニアリング（CE）の概
念を取り入れ、開発ステップ段階の中で、出来る限り事前検討を行い問題点を抽出して
DR を行うステップを取り入れた。
以下に改善後の新製品開発フローを示す。
図表５－１－２

市場の動向
プロジェクトチーム発足
新製品/特注品開発設計依頼

設計開発計画作成
製造、組立、出荷に於ける問題点抽出
設計審査

量産時の製法、製造工程から出荷迄を想定
した場合、設計に問題が無いかを関係部署
で協議し DR に反映させる。

試作品審査
製造、組立、出荷に於ける問題点抽出
同上

量産準備承認

モデリングシミュレーション
初物品審査

3DCAD データ及びソリッドモデルで量産形状
を確認する。

量産試作品評価

製品リリース
/5
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効果
① プロジェクトチームを発足することで部門間の弊害がほとんど無くなり、各ステップ
で同時平行して仕事を進めることで、組織的に開発を進められるようになった。
またいろいろなアイデアが開発当初から創出され、問題点をスピーディーに解決する
ことが出来た。
また、技術的な解決手段が見つからない場合は専門機関からアドバイスを受けて成果
を上げることが出来た。
② 量産時の製法で想定される問題点を開発当初から抽出し、品質へのマイナス要因を把
握して設計へフィードバックした結果、DR、設計変更の回数が減少し、開発期間が
短縮した。
③ 事前検討の手段としてモデリングシミュレーションを行い、実際に物を見ながら具体
的な検討を実施し、設計通りの製品形状を得ることが出来た。
図表５－１－３『モデリングシミュレーションの一例３Ｄ ＣＡＤデータ』

図表５－１－４『モデリングシミュレーションの一例ソリッドモデル』
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５－１－５今後の課題
技術的メカニズムをより多く蓄積し、顧客要求を完璧に把握すること、CE 概念をどの
様に全員で共有していくかが重要であると考え以下の３点を今後の課題とした。
① 事前検討項目を部品毎、製品毎に明確化して、次の DR に反映させるシステム化を
図る。
② 失敗事例→原因分析→対策→改善効果という形体で一覧にまとめたデーターベー
スとして蓄積する。
③ 試作から量産までの設計データを共有化する。

以上
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２

東北パイオニア（株）

２－１ 会社概要

昭和41年、山形県天童市に産声をあげて以来30年以上
が経ちました。
当初はスピーカーの専門工場から出発した我が社も、
幾多の変遷を経て、現在はオーディオの中でも特に
厳しい品質を要求されるカーエレクトロニクスの分野に
重点を置き、スピーカー、カーステレオ等の開発設計から
生産までを手がけ、確固たる地位を築いてまいりました。
生産の拠点を国内はもとより海外へも目を向け、北米
（メキシコ）、アジア（タイ・上海）ヨーロッパ（ポーランド）に
まで拡大を図っています。
これまでに蓄積してきた広範な技術力を土台に、FAシステム、オーディオアクセサリー（AVA）、精密パーツ等
の事業に活用すると共にEL（エレクトロルミネッセンス）等の先端デバイスの開発にも注力し、未来への新しい
展開の種を蒔いています。
常に「モノづくり」の原点に立ち返り、他社の追随を許さない技術、品質、コストを追求することが当社の使命で
あると確信しています。
この活動を確実なものにするために、グローバル・スタンダードへの対応を積極的に推進しています。
国際標準化機構(ISO)が制定した品質管理システムISO9001は1993年に、さらに厳しい品質要求で知られる北
米自動車業界の定める品質管理システムQS9000は1997年に、加えて、環境管理システムISO14001は、1999
年に認証登録されました。
当社の社是でもある「社会に奉仕すること」を目標に、社名にもなっている「パイオニア精神」を発揮して世界へ、
未来へ大きくはばたいて参ります。

商号

東北パイオニア株式会社
英文 TOHOKU PIONEER CORPORATION

代表者
郵便番号

代表取締役社長 山田 昭一
994-8585

住所

山形県天童市大字久野本字日光1105

電話

023-654-1211（代表）

会社設立
資本金

昭和41年8月1日
108億円
東京証券取引所第2部上場(平成12年3月22日)

主要製品

スピーカー、カーステレオ、カーステレオメカ、ヘッドホン、
マイクロホン､ FAシステム、EL（エレクトロルミネッセンス）システム、
金型、精密パーツ、ミラクルローズ等

連結売上高

810億円(2002.4.1～2003.3.31)
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２－２

従来の取り組み

我が社が従来取り組んでいたＤＲの手法として
・統計的品質管理
・信頼性工学
・なぜなぜ分析
・ＦＴＡ
・ＦＭＥＡ
などの知識を取得し、個人・グループ部門単位で必要に応じて選択使用し、ＤＲ活動に生
かしていた。
但しこれらは組織ぐるみの活動としては弱く、形式的であり、担当者任せとなりやすい
活動であったと言える。
総じて、再発防止策としては過去トラ集などを活用して活動を行っていたが、未然防止
としての活動は今ひとつ活性化していなかったと言える。
２－３

研究会へ参画の意図

ＤＲ活動の主な手法にFMEAがあるが、担当者にとってはどうしてもやらされ感が強く、か
けた時間の割には効果の充実感も薄いものだった。新製品での量産段階に入ってからの問
題も依然として多く、何とか開発段階で問題点の発掘と消しこみを徹底したいと考え、Ｆ
ＭＥＡを効果的にするためＤＲＢＦＭの考えを導入し運用を開始しているが、更に充実し
たものにするために他にどのようなツールがあるかを知りたいということと、他社の実情
や意見の交換も期待して研究会へ参加している。
2－４

我が社の取り組みと事例

前述したように、現在、我が社の未然防止活動としては当研究会でも取り上げられた｢ＧＤ
３｣、｢ＤＲＢＦＭ｣を導入し、関係組織全部門でDR活動を積極的に実施している。
（図表5-2-1）
■展開の手順として
（ⅰ）設計でのＤＲＢＦＭを実施
（ⅱ）設計段階、評価段階での保証（多くの部門とのＤＲＢＦＭ）
（ⅲ）工程のＤＲＢＦＭを実施
（ⅳ）工程保証を決め、保証度を診断
（ⅴ）最終チェック、反映
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（図表2-1）-----設計ＤＲＢＦＭの事例-----
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■我が社のＤＲＢＦＭの進め方のポイント：
① 効果的に、『変更点』、『心配点』を抽出するために、全部門が参加して実施する
ＤＲＢＦＭの前に、技術部門で事前DRを実施し、ワークシートを作成する。
② しっかりした論議を展開するために、司会進行は品質管理部門の担当が行い、参加者の
中にＤＲＢＦＭの経験者を入れる。
③注意すべき点として配慮している事項：
a 形式的にならないようにする
ｂ

泥臭い論議をおこなう

ｃ

物を良く見て、自分で考える

ｄ

専門家の意見を大切にする

ｅ

一回の実施時間を２時間程度とするために、項目数を絞った活動
とする（残存項目は別途開催とする）
以上の点に留意した展開を実施する。

■ＤＲＢＦＭシート記入のポイント
基本的な注意点；
①｢曲がり｣｢変形｣などの抽象的な表現を避け、数値で記載する。
②｢不良｣という表現を避け、｢何がどのように不具合をおこしたからどのような症状にな
る｣という文章表現にする。
③ 体裁は気にしない。

手書、メモがたたき台でもよい。

④ 他人が見てもわからないものは作らない。

誰が見ても分かる表現を行う。

詳細は図表5-2-2参照ください。

■効果
従来は・・・量産導入時まで問題解決活動をしていた。
効果として・・・ＤＲ初期に問題点が多く顕在化するようになり、自由度がある時期に効
果的な改善策がとりやすくなり結果として量産導入が以前よりスムーズ
になった。（図表2-3） これらの効果により、設計開発段階のリードタ
イム短縮の可能性がみえてきている。
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（図表 2-2）

■DRBFMシート記入のポイント

テーマ（おおまかな部位
で

変更点（変えた所と変わった所）

DRBFM用紙（新規設計及び設計変更用）
）

く

モデル： (製
システム： （プロジェクト通称)
コンポーネント：

Design Review Based on Failure Mode

ＤＲメンバー：

作成者： (設計担当者名)

部品名及び変更点

機能

なるべく部品単位で記
述

(具体的に)

Ａ

Ａ

変更に関わる心配点

心配点はどんな場合に生じるか
（故障モード）
変更がもたらす 他に心配点は
機能の喪失、
ないか
原因・要因(具体的､数値で） 他に考えるべき要因はないか
商品性の欠如 （ＤＲＢＦＭ） 発
（ＤＲＢＦＭ）

Ａ

Ａ

生

お客様への
影響

Ａ

頻

重
大
性
S

度

ＲＰＮ
検
出
し
に
く O×S×D
さ
D

心配点を除くために
どんな設計をしたか
設計遵守事項、設計標
準、ﾁｪｯｸ項目など含む

Ａ
過去の実績で打消すことなく、実

O

験データなどで具体的に表現する

抽象的な表現をせず、具体的
参加者全員の専門分野からの意
に（数値で書ける所は数値で）
見として吸い上げて記入する
表現する

ＮＯ．：
作成日：
修正日：

は設計で事前に記入

Ａ

推奨する対応（ＤＲの結果）
ＤＲＢＦＭで示された 担当 ＤＲＢＦＭで示された 担当 ＤＲＢＦＭで示された 担当
設計へ反映すべき項目
評価へ反映すべき項目
製造工程へ反映すべき
項目

対応の結果
実施した活動

ステップ
試 確 Ｔ Ｐ Ｍ
認

期限

期限

Ｐ

期限

試
設計だけに評価をさせることなく、各専門分野で担
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当する事により、スムーズに評価結果が得られる

作 作 Ｓ Ｐ Ｐ

（図表2-3）

-----ＤＲＢＦＭ導入前の傾向----問題抽出件数

量産直前まで
ドタバタするパタ－ン

量産

DR-2

DR-1

構想段階

-----ＤＲＢＦＭ導入後----問題抽出件数
初期段階に的確にやるべ
きことを検討できる

量産

DR-2

DR-1

構想段階

自由度が大きいうちに
改善策が検討できる
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（５）今後の改善課題
ａ．新素材・新技術に関する専門家が不足している、突っ込んだ技術的論議に限界
が出る
ｂ．ＤＲＢＦＭに関する対象メンバーの技量にばらつきがある
ｃ．進行のやり方により議論の成果が左右されやすい
ｄ．設計者のやらされ感をなくしてゆく必要性がある
ｅ．効果は十分にわかっているが、それでもＤＲＢＦＭにかけられる時間的余裕がと
りにくい
→

ＤＲＢＦＭを実施しやすくする為に、開発段階のシステム上の環境整備が
重要といえる。
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５－３、日本メクトロン（株）活動事例紹介
日本メクトロン株式会社
５－３－１

鹿島工場

会社概要

所在地

茨城県鹿島郡波崎町砂山 2626-19

資本金

54 億円

人員

427 名（鹿島工場）

日本メクトロンはフレキシブルサーキット・フレクスボードの設計・生産を行っており
おもな品目として携帯電話・小型液晶・デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ等の多層
フレキシブル基板の製造を行っている。
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【従来の取り組み】
これまでの我社の新製品＝（試作品）開発のステップは各部門でＤＲを行っており試作
～量産へ移行するまでの段階での①設計ミス介入の防止、②制作上の問題点の早期対策、
③技術的要素等の不具合を設計担当者にフィードバックする手段の確立を急ぎ具体化へ向
ける、という問題が残っていた。
図表５－３－１に従来の顧客要求～試作～量産品移行までの流れを示す。

図表５－３－１

試作～量産移行フロー

試作～量産移行フロー
顧客要求 →

製品企画ＤＲ

→

※設計部署

→

移行評価

試作仮設計ＤＲ

→

※設計部署

→

※設計、試作、技術部署

技術部内ＤＲ
※設計、技術部署

試作ＤＲ
※設計、試作部署

→

量産ＤＲ

→ 量産品製作

※設計、製造、生産管理部署

問題点
試作品の製作段階で設計ミス、製作ミス、品質不良、工程トラブル、製作条件不備など
の不具合が発生する事があるがこれらの異常を製品流動中に各部署で問題解決のための処
置を行い製作していた。しかし、発生した問題点（不具合）を記録するシステムが整って
いないため【製作時の不具合＝製作時の処置完了】で終わりにしてしまい２次試作、３次
試作の試作品や他の製品に反映されないことがある。
以上のように試作品から量産品移行までのシステムに不備があり、一方で顧客の品質・
納期に対する要求が年々厳しくなっており早急に対策が必要であった。
５－３－３

研究会への参画の意図

従来の取り組みのなかでも述べたように不良・クレームの発生を抑えることが出来てい
ない現状を打開するべくこの研究会に参加し、異業種の方々の多様な情報または研究会で
の各分野の情報・知識・事例等を参考に弊社の製品設計にも役立つ事を吸収するため参加
することにした。
【我が社の取り組みと実践例、効果】
顧客要求の製品のほとんどが一度の試作で量産になるものは少なく最低３～４回の試作
品を製作して量産化に移行するものがほとんどである。この数回の試作製作でいかに顧客
の満足する製品に出来上がるかが重要であり、またこの数回の試作品でどれだけ不具合を
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見つけ出すことが出来るかが次回試作、又は量産移行時の生産性ＵＰ、不良、クレー低減
に繋がることが予想出来る。

では、まず何をすれば良いのかを考えた結果、試作段階で

の品質情報・不具合情報を設計者にリアルタイムにフィードバック出来るシステムを構築
する。

我社は各メーカー（顧客）からの試作品製作依頼が一ヶ月で数十件と多くあり、

これらの件数を同時に設計から製作を短納期で推進するため過去トラなどの情報を記録に
残し「同じ過ちは繰り返さない」ことが重要である。

改善事例（その１）
図表５－３－２

設計試作発動書（１）

（

・ ・
顧設
客計
要段
求階
ので
指の
示注
事意
項点

）

寸
法
公
差
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図表５－３－２

設計試作発動書（２）

（

・ ・ ・
条各不
件工具
等程合
ので
記の製
録品作
質上
情 ・
報設
を計
記ミ
入ス

）

情
報
の
記
入

図表５－３－２に示した設計試作発動書（１）、（２）を製品流動時に図表５－３－３の
製作手順書といっしょに添付し各工程での製作上の不具合、製造条件記録、設計ミス等を
情報として工程担当者が書き込み記録で残すものとする。

また、設計試作発動書（１）

には設計段階での注意点・顧客要求の寸法公差記入、初回試作品製作からの記録を残すこ
とが出来る様式とする。

設計試作発動書を製作終了後に後ＤＲ資料とし設計部署・技術

部署・製造部署の関係者で記載内容の確認を行い試作品質の問題点の抽出に役立てる。 ま
た設計ミスや工程不具合のあった場合は次回試作（２回目）に問題点の対策を反映するよ
う申し送り項目（設計試作発動書（１））に記録する。これにより設計品質・製品品質のレ
ベルアップができ量産への移行が問題なく出来るようになる。
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図表５－３－３

製作手順書

改善事例（その２）
新規品の受付から試作品・量産品になるまでの各管理フロー及び必要な帳票について取
り決めを行う事とした。

図表３－５－４

参照

・試作品受付け時、朝会にて製品ランク付け（A、B、C）を行い製品の重要度を判断する。
A：新規性の製品、難易度の高い製品

B：管理品目品（携帯電話・ピックアップ品

C：過去の類似品、リピート品
・大日程計画を初回試作受注時に試作から量産移行迄の顧客日程を作成し変更履歴等をリ
スト化する。
別書類〕

各種デザインレビューでの必要資料を明確にし帳票の活用を行う。〔フロー
特に重要な２次試作品・最終試作品については「試作初期管理発動」として

重点管理を行い各工程での技術条件確認を行い記録に残す事をデザインレビューで指示す
る。
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図表５－３－４

試作品フロー及び帳票類

試作品フロー
帳票類

初期管理品決定・継続確認段階
フロー図

工程設計段階

引合伝
票

試作評価段階

発動品は、指定工程での
設計・技術の立会いを実施

朝 会

ﾗﾝｸ C

ランクC

大日程計画
作成・ﾒﾝﾃ

試作ＤＲ

量産ＤＲ資料
作成・ﾒﾝﾃ

工程設計

管理手配

製 作

試作初
期管理
発動打ち
合わせ

試作伝票
大日程計画書
品質記録書
構造図 & ﾚｲｱｳﾄ
試作発動書
試作不良分析ｼｰﾄ
ﾌﾛｰ別書類

試作初期管理
終結会議

試作発動書
試作後DR後
客図ﾏｽﾀｰ保管
→ 次試作送り

2次試作&最終試作

試作初期管理 3 点ｾｯﾄ
① 大日程計画書
③ 試作不良分析ｼｰﾄ
→ ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ

DR 資料 5 点ｾｯﾄ
① 試作伝票
② 大日程計画書
③ 品質記録書
④ 構造図&ﾚｲｱｳﾄ
⑤ 設計試作発動書

試作初期管理終結会議
DR資料５点ｾｯﾄ
試作不良分析ｼｰﾄ
試作初期管理発動議事録

図表５－３－５
５－３－４

効果

なり試作回数を繰り返
す中での製品品質レベ

伝票受付（設計課）

朝会
（設計部・技術部）

製品仕様を確認し管理項目のランクを決める
Ａ･Ｂランク；管理対象

しかし、全ての試作品に

大日程計画
（設計課）

試作ＤＲ
（設計課・試作課）

①大日程計画書
②不良分析ｼｰﾄ

の作成
－

設計試作発動書の作成
Ｃランク；試作伝票、品質記録書、構造図＆レイアウト

設計ミスの次試作品反映
に抜けがある
情報の吸上げが甘く製作時
確認が必要な項目が抜ける

Ａ･Ｂランク；試作初期管理発動品目打ち合わせ
試作発動書、試作伝票、品質記録書、構造図＆レイアウト
管理手配
（生産管理課）
製作
（試作課）

試作後ＤＲ
（設計課・試作課）

ように確認漏れ、知識不

－

２次試作へ情報提供

－

発動品はＤＲ打合せ時の指定工程技術（設計）立会いを実施
結果を設計試作発動書に記入する

ﾁｪｯｸ漏れや指示された確認
項目をやらずに製作した

・製作上の問題点、設計ミス、作業性、技術情報

設計ミス、製作ミス

Ｃランク；試作後評価会
不良率、問題点

情報が上がらない

Ａ･Ｂランク；試作発動品終結会議
ＤＲ資料、不良分析ｼｰﾄ、設計試作発動書議事録

打合せ以外の問題点があり
それらの問題点を収集でき
ない
現場ｻｲﾄﾞと設計との連携が
悪い

足により情報が上がら
いる。

－

工程設計

の試作品問題点にある

ないなど不具合が出て

問題点

－

対 応が出来ていない為
右 図の図表５－３－５

項目

Ｃランク；過去に類似の構造

ル設計品質レベルが良
くなった。

試作品問題点

流れ
試作品引き合い伝票

帳票の活用により各
種情報が上がるように

試作後評価会

品質記録書
設計試作発動書
不良分析シート
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５－３－５

今後の課題

過去の失敗をその場で対処し完結するのではなく失敗の教訓をデータベースに落とし同
じミスを繰り返さない事が重要であり、また設計初期段階での製品情報や過去の類似製品
の情報を吸上げる事をどれだけ出来るかで製品品質が良くなる。この設計者個々の知識・
能力だけでなくいかに情報をバックデータとし標準化していく事が重要であり我社が顧客
要求に対しより良い製品を供給していく為にこれから重点を置いて推進していく内容でも
ある。

以上
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３

文化シヤッター㈱
本社

３－１

会社概要

商

号

品質管理部

文化シヤッター株式会社

本社所在地

【本店登記】 〒173-0004 東京都板橋区板橋１－５３－２
【本社事務所】〒170-0013 東京都豊島区東池袋２－１３－１４
TEL：03-5391-0300（代表）

設立年月日

昭和３０年４月１８日

資

本

金

１５０億５，１５９万円（平成１５年３月３１日現在）

売

上

高

９８５億２，４９３万円（平成１４年４月１日～１５年３月３１日）

従 業 員 数
建設業許可

２，１８６人
建設大臣許可（般－１２）第４９６８号
内装仕上工事業

建具工事業

建設大臣許可（特－１２）第４９６８号
土木工事業
一級建築士事務所登録
ＪＩＳ表示認可

建築工事業

大工工事業

左官工事業

等

東京都知事登録 第３８４５５号 平成１１年３月１日

小山工場

（日本工業規格表示認可番号３８２２０５

金属製テラス用屋根構成材）

（日本工業規格表示認可番号３８１０４１

金属製バルコニーおよび手すり構成材）

ISO14001 認証取得

小山工場（登録証番号：ＪＱＡ－ＥＭ１５０５）平成１３年４月６日

ISO9001 認証取得 ビル建特販支社（登録証番号：JQA－ＱＭ３８２９）平成 11 年 10 月 15 日
姫路工場（登録証番号：ＪＱＡ－ＱＭ４３９０）平成１２年２月１８日
御着工場（登録証番号：ＪＱＡ－ＱＭ３５８１）平成１１年７月２３日
小山工場（登録証番号：ＪＱＡ－ＱＭ３７９７）平成１１年１０月１日
ISO9002 認証取得
営 業 目 的

掛川工場（登録証番号：ＪＱＡ－２４９９）平成１０年７月２４日

1.各種シャッター、雨戸、間仕切、ドア、サッシ、什器、建具、建築金物、
エクステリア製品、インテリア製品の製造、販売
2.防災設備、防犯設備、消防設備、電気設備、給排水衛生設備および空調設備の
製造、販売
3.建築材料および金属材料の加工ならびに販売 等
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３－２

従来の取り組み

新製品開発で不良を発生させないための対策として、開発初期の段階で企画開発計画書を作成
し、その中に記載された項目を商品企画会議の中で審査し、承認されたものについて開発が着手
されるようになっている。製品の開発はその中で決定された品質、性能、コスト、顧客満足度を
満たすものを開発していく。こういった要求項目を満足させる為に、開発初期の段階においては、
要求品質を満足できるであろうと思われる図面を作成し、それを基に試作品を製作し、製品実装
試験の中で評価が行なわれていた。また、設計段階で事前評価をする為に解析ソフトが導入され
たが、設計担当者自らが解析するには作業が難しく、開発期間の長い製品で事前に解析をしたほ
うが有効と思われる部品についてのみ使用され、その結果を考慮して試作、評価試験を実施する
というのが実状だった。そのような開発の流れの中で品質機能を満足するまで試作品を何度も製
作し、評価し、満足した段階で量産試作品による最終の実装評価試験を行い、性能、品質、コス
トを確認した上で、再度、商品企画会議に商品発売計画書を提出し、承認を受けた上で製品の発
売に至っていた。

３－３

研究会へ参画の意図

弊社製品においても、お客様に満足していただける製品づくりをする為には、新製品開発段階か
ら検討・対策する事が重要と考えている。開発業務の質（信頼性、コスト、スピード）をＵＰす
るために研究会に参加する事で開発業務におけるベンチマークの取り決めや業務の見直しをする
ことで、速やかにお客様への要求に答えられる製品供給を目指した。

３－４

わが社の取り組みと実践例、効果

従来から、当社ではお客様の要望を取り入れた製品を市場に出す為の取り組みを行っており、
その中で「音」、「錆」に特化した商品が市場に浸透してきている。そういった中でより、顧客満
足度の高い製品を短期間で提供していく為のシステムとしてＩＳＯ９００１に準じた事前検討シ
ステムを取り入れた。開発期間を短縮し、より高い品質を維持する為には開発手法を効率化しな
ければならない。開発手法を効率化するためには、設計時間、試作回数、製品立ち上げにかかる
時間を低減させる事が必要であり、開発ステップを明確化する事で、個人のスキルの中で進みが
ちだった従来の開発のステップを開発商品毎に事前に明確にし、明確になったステップに対して
事前検討し、検討した項目に対して部内及び部外でＤＲを実施していく事とした。その内容とし
ては図表３－１による。
どのステップを実際に実施していくかは開発内容の重要度、開発内容の新規性等により決定し、
その最低限のステップを実施する事により、最短で効率的な開発ができるようプロジェクト計画
表に登録することとした。
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また、各開発ステップにおいては図表３－３による品質機能展開表を利用する事とし、プロジ
ェクト計画表で決められた開発ステップから記載を進める事とした。
基本設計段階からの開発では最初に設計段階に担当者が想定し、それを解決する為の設計ポイ
ント及び事前に机上検証した項目について記載し、チーム内で検証する事になる。次の段階とし
ての製品企画審査においては技術的な漏れがないか、製造、施工面で想定できる問題点を解決し
ているか、その試験評価結果に不具合はないかを確認する事とした。また、量産設計段階では製
品全体としての性能および量産時に製造、施工面で想定できる問題点（主に製品企画審査段階で
提示された事項）を記載し、チーム内において検証をし、量産設計審査において量産部品の出来
映え、検証項目に対する評価試験結果の確認を行い、漏れがないことを検証した上で仕様制定の
ステップに移行していく事とした。なお、部外審査をする際には事前に部内審査を経た上で実施
することとした。
このような開発ステップを踏む事により製造、施工部門を巻き込んだ製品についての確認を取
る事ができ、試作回数の低減、製品立ち上げ時の関係部門との調整時間の低減が計れるようにな
った。
また、システム的な見直しとは別に、開発時間の短縮につながるデザインＣＡＥの導入を始め
た。従来は強度計算や試作品で確認していた強度の検証、試作品で確認していた部材の取り合い
や動作の検証が机上で出来るようになった事で、試作品の精度が徐々に向上してきている。
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図表３－１

３－５

今後の課題

事前検討システムの導入により製品開発が個人のスキルによるものから各部門のスキルを吸収
し、開発を行なっていく体制となった。今後、製品開発を進めていく中では顧客満足度を高めた
製品をより短期間で、今まで以上の信頼度で開発していく必要があり、開発支援としてのデザイ
ンＣＡＥを活用し、開発システムの中で検証の精度を上げて行かなければならない。現状はデザ
インＣＡＥを設計システムの中の有効なツールとして活用し始めた段階でもあり、品質機能展開
表作成時の机上検証段階において解析ツールを有効に活用しながら試作回数を減らし、検証項目
を減らす事で開発期間の短縮を計って行かなければならない。更に、次の段階では、アンシス等
の精度の高い解析ソフトを机上検証過程の中で活用し、試作評価が机上でできるようにする必要
がある。その為には、試験データの蓄積と解析結果の整合性を取る必要があり、このような解析
精度の向上にあわせて、システムの見直しを行いながら顧客満足度の高い商品を速やかに提案す
るシステムを構築していく必要がある。
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図表３－２
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１

山形スリーエム（原案）

１-1

会社概要

図表

1-1 会社概要

図表

1-1-2

製品使用例 1.

図表 1-1-3 製品使用例 2.
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1－２

従来の取り組み

会社概要のとおり、当社は、反射材、デコラティブフィルムを始め、多品種の製品を製造
しているが、製造部門が 7 部門あり、それぞれが個別にＩＳＯ9001：2000 を取得している。
その中で、反射材デコラティブ部門は、昨年 8 月に 2000 年版に移行したが、それ以前は、
ＩＳＯ9002：1994 を取得し、技術開発部門は適用範囲外であった。
従って、ＩＳＯの要求事項にある連続した設計・開発プロセスを文書化しておらず、開発
提案書、工場実験申請書、実験結果報告書、製造移管会議等、個々の文書や会議が、デザ
インレビューの機能を果たしていた。

1-３

研究会への参画の意図

１．設計・開発プロセスを文書化し、実際の運用を行う（ＩＳＯの要求事項）
２．設計不良によるクレームの低減、
研究会のスタート時、当部門は、ISO9001：2000 年版への移行準備中で、ISO9001：2000
の要求事項である設計・開発プロセスの文書化と運用が必須事項であった。それまでの個々
の実施項目を 1 つの管理基準にまとめ、実際の運用に持っていくべく、研究会で内容を検
討すること、さらに、実際の成果として、クレームによる損失を減少するための手法、事
前検討方法を習得することである。

１－４

わが社の取り組みと実践例

ISO9001：2000 への移行審査に当り、開発プロセスを５段階のステップとし、それぞれの
開発段階でのレビュー、進捗管理、記録の保管を開始した。特に、ISO の要求事項である、
計画（製品開発・改善計画書）、インプット（新製品・新用途開発提案書）、アウトプット
（製品規格）
、レビュー（デザインレビュー、Ⅰ、Ⅱ,Ⅲ）、検証（工場実験実施報告書）、妥
当性確認（市場評価報告書）、といった ISO 用語との整合性をとりながら、各プログラムの
開発状況を、毎月の製品開発・改善会議で管理しているところである。
次ページは、５段階の開発ステップのフローチャート、製品開発・改善計画書、デザイン
レビューⅢ、の事例である。
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図表 1-4

開発ステップのフローチャート

フェーズ
アイデア

開発ステップ

記録

新製品アイデア・要求事項の整理

新製品・新用途開発提案書

ﾌｪｰｽﾞ移行
P-2
フィージビリティ

提案書審査 技術部長
市場調査
開発計画作成
実験と評価
特許関連の調査
製造設備可能性の検討

→ 提案書審査結果報告書
技術報告書
製品開発・改善計画書
技術報告書
特許調査報告書
設備検討結果報告書

ﾌｪｰｽﾞ移行
P-3
開発

デザインレビュー I ＜開発への移行＞
製品仕様の明確化
特許文書の保管
材料の審査・登録
試作工場実験
試作原価 試算
工場実験試作品の評価
製造工程条件の設定
市場試験
テスト販売計画

→ Phase-3 移行チェックシート
技術報告書
特許文書
審査評価表、材料設定書
試作工場実験申請書
原価試算結果報告書
技術報告書
工場実験実施報告書 または 技術報告書
市場試験結果報告書
販売計画書

ﾌｪｰｽﾞ移行
P-4
商品化

デザインレビュー II ＜商品化への移行＞
製品仕様の決定
製品名、ラベル、梱包の決定
材料仕様・規格の決定
量産試作実験
製造工程の確立
製品仕様書又は使用説明書の作成
量産試作品の市場評価
標準化

→ Phase-4 移行チェックシート
技術報告書
包装標準書
材料仕様書、材料規格、購入仕様書
量産工場実験申請書
工場実験実施報告書 または 技術報告書
製品仕様書/ 製品説明書
市場評価報告書
製品規格、製品仕様書、製造移管通知書

ﾌｪｰｽﾞ移行
P-5
製造管理

デザインレビュー III ＜製造移管＞
製造移管
技術サービス活動
製造における初期流動管理

→ Phas-5 移行チェックシート
製造移管通知書

P-1

しかしながら、実際の運用で次のような問題が顕在化している。当部門の場合、新製品と
は言っても既存製品をベースとした改良のケースが多く、既存技術・既存原材料を駆使し
た各固有技術の融合という形が大半であるが、この新製品の開発ステップにおける事前検
討不足と考えられる不良・クレームや、原材料品質に起因する不良等が少なからず発生し
ている。この主な要因として、1.製品リリースまでの時間的制約により事前検討に十分なエ
フォートが掛けられない、2.近似製品及び同じ製品でも顧客や用途が変わって要求品質が上
がり歩留まりに悪さする、3.製造ロット及び原材料ロットを重ねた後で明らかになる品質の
バラツキ、4.製造量が急増した場合などの原材料納入時本来必要である製造後の養生期間が
不足し要求性能を満足しない、等などがあげられる。また、新製品開発各ステップのフェ
ーズを上げる際に行うレビューの目的が製品リリースを前提とした単なる了承を得るもの
となっている為、DR の方法から大きく見直す必要がある。
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図表 1-5

製品開発・改善計画書

プログラム名称
登録番号
チームリーダー

フェーズ
P-2
（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ）

P-3 (開発)

P-4 (商品化)

P-5 (製造管理)

分類
ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨｰ
< 開発

目的＞

< 製品

仕様 >

開発ｽﾃｯﾌﾟ
市場調査
開発計画作成
実験と評価
特許関連の調査
製品仕様の明確化
特許文書の保管
材料の審査・登録
試作工場実験
試作原価 試算
工場実験試作品の評価
製造工程条件の設定
市場試験
テスト販売計画
製品仕様決定
量産試作実験
製造工程確立
製品説明書、使用説明書作成
量産試作品の市場試験実施
製造移管

日付
現ﾌｪｰｽﾞ

< 目

標 >

< 品質

目標

< 課

題>

< 備

考 >

>

記録
技術報告書
製品開発・改善計画書
技術報告書
特許調査報告書
技術報告書
特許文書
審査評価表
試作工場実験申請書
原価試算結果報告書
技術報告書
技術報告書
市場試験結果報告書
販売計画書
製品規格
量産工場実験申請書
工場実験結果報告書
製品仕様書/製品説明書
市場評価報告書
製品規格/製造移管通知書

起票者（日付） 承認（日付） 承認（日付）
技術部長
事業部長
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TCD

RTCD

Act.

Status

図表

1-6

デザインレビューⅢ

製品開発・改善 Phase-5 移行チェックシート
プログラム名：

担当者：

Phase-4（商品化）から Phase-5（製造管理）への移行
目的： 市場評価の確定および製造の安定化を確認し、標準化文書類の内容を検討・確認後、製造移管手続きへ進む

フェーズ
P-4
商品化

開発ステップ
製品仕様の決定
製品名、ラベル、梱包の決定
材料仕様・規格の決定
量産試作実験
製造工程の確立
製品仕様書又は使用説明書の作成
量産試作品の市場評価
標準化
全体管理

Ck

記録
技術報告書
包装標準書
材料仕様書、材料規格、購入仕様書
量産工場実験申請書
工場実験実施報告書 または 技術報告書
製品仕様書/ 製品説明書
市場評価報告書
製品規格、製品仕様書、製造移管通知書
新製品開発・導入計画書（更新済のもの）

担当者コメント

主題のプログラムについて、商品化・市場評価を行い、製造安定を確認いたしました。
Phase 5＜製造管理＞に移行いたしますので、承認をお願いします。
なお、フェーズアップ後は、ただちに製造移管通知書を正式発行いたします。
起票者（日付） 承認（日付）
技術部長

承認（日付）
製造部長

承認（日付）
品質保証部長
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文書Ck

1－５

今後の課題

（１）デザインレビューの精度向上
現状のデザインレビューが、ともすると、ISO からみ（文書・記録を作成する）からか、
製品リリースの必要性（顧客への約束、販売の実績）からか、承認を前提としたレビュー
になっているプログラムがあり、その結果、大きな損失コストを支払うことになる。
そこで、より質の高いレビューにすべく、各段階の移行チェックシートの文書・記録類の
作成・整備から、内容の充実（事実を記入する、リスクを入れる）へ改善する必要があり、
移行チェックシートの見直しや、DRBFM を活用していきたい。さらに、開発プロセスの
どの段階を重要視すべきかを、再検討していきたい。
（２）データベースの作成、開示
プログラムの大小、プライオリティーの高低を含め、進行中の開発プログラムがデータベ
ース化され、スタート、現状、今後のスケジュール等の進捗状況、また、個々の開発情報
が、アクセス権を有するチームメンバー、及びマネジメントに、開示される必要がある。
当部門では、ISO 文書、記録、規格・標準類の電子ファイル化、苦情処理のワークフロー
化済みであるが、早期に、開発プログラム情報のデータベース化を実現したい。
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第６章

提言と、今後の課題

今回、本 N-TZD 研究会は新製品開発段階からの不良・クレーム撲滅を目的に、各種調査
を通し、用件の整理と検討を共に進めてきた。ここに、その内容を総合化する形で課題を
整理し、提言として集約させていただくことにする。なお、ここに提示した課題を果たす
ためには、今後、多くの実践と研究が必要な段階である。だが、今までの得た点だけでも
関係者にお役立ていただきたいという趣旨で対策すべき要点を提言の形でまとめた。読者
の皆様には、ここにまとめた内容を基に、多くの事項を肉付けされ、展開し、役立ててい
ただくことを願って止まない。

【提言１】過去の教訓をデータベース化して活かすべき対策について
新製品開発においては、後手管理から早く脱皮し、先手管理や事前検討を重視すべきで
ある。その理由を図表６－１の悪魔のサイクルが伝えてくれる。我々はこの図表６－１の
左側を指向すべきである。そして、このためには次の３点を対策すべき、と考える。
① 過去の問題の再発を防ぎつつ、他社情報を含め、図表６－２のアプローチで失敗事例
の蓄積～活用技術を図る対策を進める。このためには、今にも増して、原因と結果の
関連を物理的メカニズムと事実関係でとらえ対策する取り組みを徹底すべきである。
② DR を確実に進めるため、
ISO9001:2000 のような強制に近いシステムを運用すること。
③ 研究開発者の仕事を時間分析し、仕事の改善を図ること。ムダ対策を始め仕事の改善
～正味・事前検討比率を高めるべきことが、ゆとりを持ち事前検討が充実できる可能
性を高めるからである。

問題対策と悪魔のサイクル
望むべきアプローチ
望むべきアプローチ

問題を残す魔のサイクル
不十分な検討

過去の問題
成功事例

製品企画
製品企画
基本設計構想

構造図のDR
設 計

試作図面のDR

後手の対策
次なる、未検討

問題の先送り
潜む悪魔

試 作
設計変更
評価

生じる混乱

試作完了品のDR
量産準備
工程のDR
量産化
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図表6-2 設計の失敗を活かす手順と問題発生の局面の
解析方法と、その進め方
① 事象の分析：顕在化の状況？どのようであったか
② 経過の分析：なぜ？どのような経過で失敗が発生したか？
DRの状況？ﾁｪｯｸﾘｽﾄの内容？活用方法？評価？など

③ 失敗発生に対する対処の方法の解析：
事前検討／発生時点／事後小補修の段階／大事故の段階？
④ 原因分析：なぜ？発生したか？の分析
設計ﾌﾟﾛｾｽ(手順）と、ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ発生ﾒｶﾆｽﾞﾑの解析

⑤ 総括：分析の結果、要は、何が真因だったのか？の解析
⑥ 知識化：教訓を活かし、再発させないｼｽﾃﾑづくり
DR、ﾎﾟｶﾖｹ、ﾁｪｯｸﾘｽﾄ、IT活用自動設計、CAEの活用など～各種OJI/Off・JT 教育、標準化
ﾏﾆｭｱﾙの準備～適正検査まで

【提言２】DR に対する、リスク対策＋品質保証実態図・品質機能系統図の活用
図表６－３に示すように、①新製品開発ステップ、②DR を中心とする事前検討ステップ、
そして、③ものづくりのプロセスや構成を示す品質保証実態図・品質機能系統図は、新製
品成功の 3 種の神器である。どの企業も①と②は重視してきたが、③を従来の QC 工程図
に換え、活用すべきである。
(ｲ) 製造に当たって管理すべきキーファクターをここに集約、明示、把握、管理すること。
(ﾛ) 統計を用いた解析・管理限界と評価技術とを明示し、管理する。そして、もし、ここ
に問題が発生したら QTAT を駆使して早期原因究明と再発防止策を図ることにより
技術の蓄積と活用を目で見る管理で進めること。
(ﾊ) 技術の蓄積と進展を必要とする箇所・工程・分野や対象を明確化させ、各種調査研究
と共に、戦略的に製品品質向上を図る作戦地図として活用すること。
本研究会としては、同時に、新製品開発効率と的確性を増す対策のためには、①＋②の
内容に対し、トヨタＧＤ３で見た新規変更部分に集中したリスク対策、DRBFMの適用を図
った結果、図表６－４に示す有用性が発掘できた。多くの企業で、同種の展開を期待した
いわけであるが、次の点に注視した展開が必要である。
(ｲ) 新製品の検討は固定部分、変更部分、新規取り組みに区分して DR を進めること。
(ﾛ) 新規変更分は、変更時に不安とヒヤット内容を設計者も関係者も感じる。この感じる
という内容を逐次、即座に行う方式が DRBFM の良い点であり、徹底を図ること。
(ﾊ) DR にはしかるべきチェックリストとその使用を重視しなければならない。このため
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には、利用面で内容の充実と利用の利便化を図る必要がある。ここに IT の活用はソ
フトポカヨケとして有効な手段と考えるべきである。

事前検討資料
の必要性
問題発生を
防止するには

①新製品開発ステップ
＋
②各種検討項目・方式
など（ＤＲ）

3 種の神器として必要な新製品開発の３要素

③品質保証実態図
または
品質機能展開図の
ような製品・製造
プロセスを示す内容

図表６－３

図表6-4 DR段階にDRBFMを利用した効果
FMEA →

何を変えましたか？

DRBF M（Design Review based on Failure Mode)

一般に企業で行われている新製品開発のパタン
DRBFM
基本手順

新製品化
の過程

心配な点はありますか？
他に心配点は？
心配が実際に現れる場合は
どのような場合ですか？
他に原因はないか？

他に影響はないか？
あなたは心配点が出ないように
どのような対処をしましたか？

変更部分に集中したDRを実施した結果
← 課題の数

お客様にどのような影響を
与えますか？

DRBFMで対策 従来方式：DRで多くの課題を
設け、実証テストを繰り返す
した課題
方式

他に対処すべき事はないか？

新製品開発LT を低減

新製開発品リードタイム →

【提言３】情報の蓄積活用と IT 利用対策
IT 利用技術は日増しに驚異的な進歩をしている。今回、デザイン CAE、携帯電話の新規
金型を３日程で製造してしまうインクス社の例、更に、機械学会などで行われている同種
の取り組みを分析した。ここでは、まず、人の持つノウハウの解析～定量化が必要になっ
ていた。この際、次の３点を中心に情報を絞り込み活用する対策が必要であり、ベテラン
が行う思考メカニズムを解析するかが重要になる。この際、下記３点を考慮すべきである。
(ｲ)

新製品開発は企業の持つ最良の情報の集約されたものが形となって現れた対象で
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ある。従って、その内容を工程分析という手法で詳細に分析（解析）すべきである。
(ﾛ)

各種調査や実験、評価も、その目的は情報を得て判別～新規の手段や方法の探求を
行う行為である。従って、そのアルゴリズムを解析すべきである。

(ﾊ)

人が行うノウハウや判断は頭の中にある、何らかの知識や経験、判断基準や意志決
定システムで構成されている。そこで、この意志決定の構造を明らかにし、検討可
能な解析とシステム化（検証を含む）へ向ける対策が必要である。

この内容が図表６－５のように解析されたならば、段階的に IT 化へ向ける可能性が高
まる、と考える。なお、この解析は企業間で製品を開発する差異につながる状況である
ことを考えるならば、今後、この課題は特許対策と同等、また、それ以上に力を入れ専
門的に各社で研究すべき課題になると考える。

図表6-5 ベテランのノウハウや技術をDB化・ＩＴ化する対策
上手／下手
違いを解析

利用可能な
技術化実現

IT化可能・活用領域の検討
IT化可能・活用領域の検討
分析・評価
→標準化

メカニズム解析

時間
工程

・ものづくりのメカニズム解明
・定量化、具体化、ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ化

DB
ベテランの協力

・物理的・数理的解析で再現性確認

【提言４】製造現場の受け入れ体制の整備とレベル向上対策
新製品開発段階から製造面の対策を図る対策はデザイン・インという名がつけられてい
る。ここでは、製造現場が源流段階に参画してノウハウの享受と共に、量産に至った場合
の受け入れ体制と垂直立ち上げを事前検討するが、この対策は製造現場の受け入れ体制や
キーパーソンの育成が重要になる。この対策として次の策を進める必要がある。
(ｲ) 新製品開発のため、製造現場として短納期でリスク対策を図る対策が必要になるがその
具体策展開のためには、図表６－６のような方式の運用を図るべきである。
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図表6-6 新製品立ち上げスムーズ化に
製造現場で活用する代表的手法
テーマ：○○迄に◇◇製品生産量○○を達成ずる
リスク
の項目

新製品立ち上げ計画

考え得る
原因

P S 予防策と 評価

緊 急時策 と評価

③目で見る管理

Act.

目標

この管理版を利用し、
①生産の立ち上げ
②重要な問題の対策
③計画の進行を記載する。

①PERT：

計画
実績
日程→

②リスクの把握→事前問題対策

○：期日を示す
→：仕事と日程を示す
この図で：
(1)日程の総合的管理
(2)ｸﾘﾃｨｶﾙ・ﾊﾟｽ重点管理
(3)仕事の相互関連把握

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）
５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり ３：影響はある
２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない
１：ない

(ﾛ) 図表６－７に JIT による例を示す。現在、セル生産、JIT（Just
（Supply Chain

In

Time）､SCM

Management）を用い、生産は多種少量切り替え生産に向く体制が

各社で研究されているが、この種の取り組みは新製品対応に極めて有効な内容を多く有
している。従って、この対応を更に研究、先鋭化して、新製品受け入れ強化につなげる
戦略と研究を製造現場側で探求すべきである。

図表6-7 JITが持つ特徴と新製品開発への展開方法
早い市場の声と変化
を即座にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
１、顧客は
市場の変化を
じゅっくり
見てから
注文できる
２、市場の
売れ筋に
合わせて
生産調整
３、新しい
依頼をお願い
するチャンス
の増大

出荷

生産

検査
生産
ＱＴＡＴ

設計

① 短い生産・販売リードタイム
② 多種少量切り替え
生産の実現
③ 新製品をテス ト（切り替え 生産）
するチャンスの増大
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１、各種異なる
注文
２、多種少量
の注文
３、短製品
ライフサイクル

(ﾊ) 製造現場のレベルは現場管理者の資質に大きく関与する。ここに、製造技術の伸長に加
え、図表６－８に示す６大能力の伸長が期待される。個人の育成という形態でこの対策
を企業内でひとつの技術として体系化、運用して行くことが新製品立ち上げの重要課題
となる。この具体策も各社、製造現場で展開すべきである。

図表6-8 現場管理者に必要な“6大能力”
６大能力
過去
現在
将来
⑥企画力

①表現力
20
15
10
5
0

⑤改善力

経営トップ

経営トップ
中間管理職

②傾聴力

中間管理職

ラインマネジャー

ラインマネジャー
従業員
③説得力

従業員

ピラミッド組織

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

現場は現場で管理する
フラット組織・強いフォアマン

④管理力

例：改善力自己評価表 評価は
No.

大変良い◎：2点～ 努力を要 す△：０点

評価・育成項目（チェ ックポイン ト）

評価

１

改善の必要性を 持ち 、忙しい中でも時間を つくり、改善のための種探しや
改善の時間を ひねり出す努力を 払っている 。

２

改善とは忙しい時ほど 種が探し易い、また、生産低下やヒマなときこそ蓄 え
たアイ デア実施の時期と考え、種探しや実施に努力している 。

３

アイデア貯金箱と共に、自分はメモを 持ち 歩き、少しでも役に立つ案がある
とメモを とる ことを 行っている 。

４

小さなアイ デアの積み重ねが大きな成果につながる ・・・・・・・

国際的な力量の
高いフォアマン

５

【提言５】事前検討と人材育成システム
多くの新製品開発に見るように、どのように良いシステムが出来ても、究極はそれを扱
う人のレベルと行動が決め手となる。ここに良い答えはないが、第３章３－５「失敗学」
の項で示したドイツ心理学者デートリッヒ・デルナー博士や他の多くの研究者が示した、
プロジェクト・リーダーの資質、適正評価と訓練法がある。この種の研究内容は、今回の
リーダーの選定と育成の参考になる。このためには、少なくとも、次に示す３つの項目へ
の対処が必要であると考える。
(ｲ) 研究開発に夢と使命感、リスク対策や事前検討を重視する勉強家を選定し、ここに集
中的な教育を図り、成果をあげ、それをキーに全社に展開する策を採るべきである。
(ﾛ) 失敗事例の小さな経験（シュミレーション）がリスク対策を確実、高いレベルで行え
るようになることが「失敗学」の研究者から示されている。この内容をひとつのシス
テムとして、企業内で OJT 教育する方式を確立する必要がある。この内容は、丁度、
航空機のパイロット育成にシュミレーション・システムと CRM（Crew

Resource

Management）を用いる方式に似ている。前者は IT を活用した仮想訓練システム、
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後者は失敗事例を公開し合い学ぶ方式である。パイロットは操縦技術と同等に CRM
で得たリスク対策技術を駆使することを求められるそうであるが、この種の対応と人
材育成技術、新製品開発と同等にリスク対策＋事前検討を行うことを新製品開発者の
評価育成（人事考課）にまで反映させるか、または、過去、ゴールデン・ペアーと称
されたが、創造が得意な方とリスク対策が得意な方の組み合わせでプロジェクトを進
め、相互に勉強となる方式の運用を図るなどの方策の実施が必要である。
だが、人の能力と注意力には限界がある。そこで、先に提言に加えた IT のバック
アップが有効となる。丁度、パソコン操作の時、ミスをすると警告で誤りを指摘し、
修正を促す方式である。そのイメージを図表６－９に例示することにする。この種
の対策は人の欠点を補う手段として有効である。過去情報の検索や比較、有効利用
までが可能になるからである。この種の取り組みは、先に示した各種 IT 利用対策と
（教育を）一体化させ、実施した仕事の良否判定とレベル向上策に IT を活用すべき
である。

図表6-9 IT活用による各種の仕事のアラーム管理
ITが持つチェック機能
ITが持つ膨大な情報、早い検索

ITアラーム
システム

人は忘れる
が大丈夫？

アラーム
ﾘｽﾄ

以上、提言の形で新製品開発段階からの不良・クレームゼロ追求という課題を５項目に
わけ整理した。未だ、ここで示した課題は研究会参画メンバー自体が研究中の内容である。
今後、このテーマを参考に、多くの方々が、その具体論づくりと、この分野の開発・進展
を願いつつ本研究報告のまとめとさせていただきたい。
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