
３，名ばかり管理業務の排除～製造業のリスク（CSR）対策
設問編(社）日本能率協会　専任講師　中村　茂弘

詳細はﾞURL:http//home.catv.ne.jp/dd/aqcdltdrをご参照下さい。

　ややもすると、製造業トップマネジメントの方々は、多忙の名で、今日的課題の対処に
追われ、切ない日々を過ごす毎日となる例が多々あります。この対策に、死亡診断的対策
の排除～リスクを管理下に置く対策への変換を図り、後追いの仕事から脱皮、未来の目標
達成早期化のため、題材に不良・ケガ・設備故障ゼロ化を用いた実務的な対処内容を紹介
させていただきます。

１，後追い、死亡診断禁止対策の見直しの実務

２，製造業トップが持つ責務と効果的・現場診断（監査）法

３，ハザードMAP利用による、予防・先手管理の運用

研修の主要アウトプット

　①デザイン・イン対策など先手管理の効果と悪魔のサイクルの差異
　②故障・不良・ケガゼロの具体的展開～トップ指導の要点整理
　③ リスクを管理化に置き、ムダな管理、会議、資料づくりなどの排除対策



参考資料：　名ばかり管理職問題

厚生労働省は「経営者と一体的な立場にある者」と管理者を定義
労働基準法では残業の支払いが免除させているが、飲食・小売店
では、人件費を目的に、店長を管理監督者と定め、長時間労働を
させる動きが高まり、内容から「名ばかり管理職」は区分すべき
判断基準を出した。
　【過去の判断基準】
①職務内容や権限
②勤務時間の裁量
③賃金などの待遇

①職務内容や権限
　　重要な要素としてパートや　アルバイトの
　採用や残業を命じる権限を持ったもの。

②勤務時間

　　遅刻や早退をした場合、減給などの
　　制裁権を持つ。また、労働時間の裁量
　　権も持つもの。

③賃金

　　役員手当、給与面でパートやアルバイト
　　より低額でないことなど。
以上は３１年ぶりに通達として全国の労働局に
出した（朝日・08年9月9日）



　参考資料:不正行為やリスク放置に関する経営トップの責任

経営トップ自身が不正行為に関与したか？
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　　　謝罪劇！　管理の丸投げの結果、報道機関を前にして謝罪劇の主役に

なる経営トップの姿がある。リスクや不正行為の防止はトップの
重大管理項目、自ら管理すべき重要項目のひとつ！
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参考資料：　ヒューマン・エラー対策ステップ

　悪意による犯罪行為と
ヒューマン・エラー対策は
峻別・区分して取り扱う

刑法、民法など
犯罪対策内容の
適用範囲へ
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まず、人が犯しやすいミスを技術的対策や、
道具の工夫、注意を喚起する簡単な方法で
カバーできる対象は、その対策を図る。

①ポカヨケの適用

危険予知訓練方式で教育、指差し確認や
ダブルチェックを簡単に行う方法を、
まず、習得する

② HEに対する教育
まず、人が犯しやすいミスがなぜ生じるか？
各人がチェックリストで見直し、個人ベースで対策
を考える環境づくりと対策意思を固める。

③簡単にできるHE対策
　　の技を身につける

④大脳生理学的の応用 ⑤ CRMなど近代訓練技術
　　による補完



１，各種の事件を『他山の石』として見直しを図る対策

設問１　事故の解析：回るプールに吸い込まれた女子の死亡事故

‘06年夏、富士宮の回るプールで子供が吸水口に引き込まれるという痛ましい事故がありまし
た。過去、同種死亡事故は40年間に55名もの命を奪った内容もクローズアップした。このよ
うに、ここには、あってはならない管理上の問題が次々と現出したが、この事件を基に、安全
面から、次の要件に解析をお願いします。なお、事故の状況は次ページに示す通りです。

１，安全管理システムから見た問題と、本来のあり方に対する見解　　　　　　　　　【記入欄】

２，点検面から見た問題と対策　
　　　　

３，リスク管理上のあり方に対する見解



2006年7月31日午後1:30頃、T子さん７歳が埼玉県ふじみ野市・
大井プール、流れるプールの吸い込み口に吸い込まれ死亡した
事件の実態は、正に、「管理不行き通り」の状況だった。

1/3事故の要点

① 事故はプール側面にある吸水口で起こった。通常、そこには、事故防止のための鉄柵が
　蓋として2個ついているが、その片方（60cm×60cm）が、当時、プールの底に落ちて
　いたのを少年が発見（事故発生前）、即座にそれを持って監視員に伝えていた。
② 流れるプールは柵の内側にある直径60cmの穴より気流
　ポンプで吸い込み、排水しながら流れるプールを形成し
　ているが、少女はここに吸い込まれた。死因は脳幹損傷
　で勢いよく吸い込まれた際に頭に強い衝撃を受け、即死
　の状態だった。
③ まず、吸い込まれ防止の鉄柵であるが、これは図のよう
　に、本来はボルト止めのものが針金で止めたという簡単
　な固定方法だった。しかも、この行為は６～７年前から
　常道化していた。
④ 監視員は蓋がとれたことに対し、対処法の指示を受けて
　いないため、①の連絡を受けたとき、監視員は何の蓋か
　が判らず、混乱している時に事故が起きた。
⑤ 今回、市から管理を任されていたT管財は、T管財の知り
　合いである下請け会社Kプランニングに業務を丸投げして
　いた。なお、契約書は無い､口約束の状況であり、本来やってはいけない規定を無視して、
　別の下請け会社に管理を丸投げしていた。しかも、このことを市には報告もしていなかった。
　従って、T管財は、この柵の管理は全く知らないことを記者会見で報告していた。
⑥ 下請け会社のマニュアルには、単に、「吸入口の安全確認」とあるだけで詳細に何をどの
　ように、どの頻度で行うか？という具体的記述は全くなかった。
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つづき

⑦また、監視員はマニュアルも受け取っていない。また、ただ座って見ていれば監視業務の

　支払いが受けられるという内容で雇われ、ひどい場合には、救助の際、泳いで助ける技術
　も能力の無いアルバイトをやとう状況で流れるプールの監視らしきものが行われてきた。
　従って、当然、緊急の処置については何もしらない状況だったことも判明した。
　　なお、Kプランニングのマニュアルには、監視員の教育訓練をすることとあるが、何も
　やってこなかった（練習すると時給がかかるので止めるように指示が出ていた）。

⑧このような状況だったので、監視員は外れた柵が何か判らなかったため、事故前に連絡を
　受けたとき、無線で監視塔に連絡した。
⑨ この連絡を受けた別の監視員もこの鉄柵が何なのかわからず、管理責任者に連絡を取った。
　吸水口の柵だと気づいた管理責任者は、急いで現場に向かった。吸水口の監視員には「誰に
　も近づかないで」と指示し、管理責任者は針金と工具を取りに事務所に戻った。この時点
　では、ポンプを停止するなどの処置はしなかった。
⑩ なお、監視員は高い台の上に座っての監視して
　いたが、少女が吸水口に吸い込まれそうな危険
　な状況がその一からは見えない状況になっていた。
　そして、このような状況の直後に事故は起きた。
　(右図に示す通り）
⑪ 事故は死亡した少女のお母さんの悲鳴で判った。
　その時、監視員は吸水口の周りであたふたする
　だけだった。「子供が吸い込まれたのに何して
　るのか！」という周りの声に、責任管理者がや
　がてポンプを停止した。なお、この時にT管財
　の方は現場には誰もいなかった。

吸い込まれた
　少女の位置

プールの監視員の
　見える範囲

ポンプへの　　　吸い込み
　水の流れ　　　　　口の位置　　金網の位置

２/3回るプールに吸い込まれた女子の死亡事故状況



3/3回るプールに吸い込まれた女子の死亡事故状況つづき
⑫なお、アルバイトの監視員はT管財が管理責任会社であることは全くしらないで勤めていた。
　ふじみ野市も、丸投げの事実を把握していなかった。更に、事故当時､現場にいた現場管理者
　は身分を偽って「T管財のスタッフである」市にいっていたことが判った。また、ネジ止めを
　規制していたことに対処できないため
（６~７年前）、Kプランニング社長に
　報告していたが対処しなかった。
　このため針金止めが行われる
　ようになった、という実態も
　明らかになった。
⑬ プール管理をまかせていた
　ふじみ野市だが、この種の事故
　は過去もあり、重要な対策のた
　め、文部省は何度か通達を出し、
　その中には、その種の注意が
　あったが、具体的に現場へ行
　って確認するということは行
　ってこなかった。
　　なお、国が出した通達や、
　事故把握の内容は右図の通
　りだった。

旧文部省の主な通知と　　　　今まで発生した過去の事故

85年8月28日水泳プール対象に
「排水口に金網、徹柵などを設け、
容易に取り外せない構造に」と通知

・93年7月31日千葉県小学６年女児
　浄化装置吹き出し口に吸い込まれ
・94年8月5日鹿児島県金峰町小学
　5年男児が排水溝に吸い込まれ

95年5月26日通知文に排水口の柵を
「ボルトで固定化」と追加

・95年8月1日宮城県丸森町で小学6
　年男児が排水口に吸い込まれ
・同4日　静岡県西伊豆で小学５年
　男児が排水口に吸い込まれ

95年度末、国公私立の養護学校など
3万2千校を調査。3校には柵が固定
されていない、または、未設置だった

事故は40年の間に
５５件も発生していた！96年5月20日学校プールを対象に吸い

込み金具をつける二重の事故防止策
を初めて通知 ・99年7月山形県藤島町で小学６年

　女児が排水口に吸い込まれ
・同8月18日栃木県葛生町で高校
　１年男子が排水口に吸い込まれ

97年2~3月　再調査で柵に問題のある
学校は１／１２だった。

00年5月29日　96年の通知に関して
学校以外のプールに２重柵を要請

03~04年　日本体育施設協会が国公立校
3万8千校を調査、柵未固定は589校、吸い
込み防止金具未設置223校だった

04年7月29日新潟県横越町
の町民プールで小学６年生
男児が｣排水口に吸い込まれ



設問２　「統計の扱いの明確化」について
　QC７つ道具であるチェックシートは不良対策のツールとして有名です。そこで、「このチェックシートを
活用して不良低策をいかにすすめるべきか？」について、経営的見地から見解を示して下さい。
　問題は新規購入のコピーマシンの状況です。本来は、御社の重要製品の不良対策を取り上げていた
だきたいのですが、手元にデーターがありません。従って、下記を例にして見解を示して下さい。　
なお、『経営的見地からの見解』の意味は、方針的な内容ではなく、「関係者が具体的行動になる内容」
です。また、下記内容に対するご質問やご要求などがある場合は研修時に講師へお尋ね下さい。

　　　　　　　　　　新型コピー機の不具合チェック状態　　　　　　　　　は発生件数を示す（この例は５件を示す）

　　曜日 　　　月 　　　火 　　　水 　　　木 　　　金 　　　土

　濃い

　うすい

　破れ

　よごれ

　カミコミ

　その他

　不良合計

　　総数 　　　　３８８ 　　　　４２０ 　　　　４０３ 　　　　４５６ 　　　４３８ 　　　２３０

　比率％

記載欄
注釈：
土曜日
は半日
業務



参考資料：統計の活用・ご注意チェックリスト
No. 　　　　　　　　　　　　　チェック・ポイント 　　　記入欄

　１ 意識教育だけで不良は減るか？

　２ QC７つ道具は原因不明に有効か（特性要因図が原因究明に有効な手
法だがブレーン・ストーミングの道具になっていないか）？

　３ 品質会議は何のため？どこでやっているか？

　３現主義なら現場で、発生時点のはずだが、・・・

　４ ISO9001の品質マネジメント・システムは品質改善と直接的にどの点が
どのように関連、貢献しているか（特に標準化の活用は）？

　５ ３現主義は有効だが、どのように実施しているか？

　日常業務では？重大問題では？

　６ 品質宣言、不良対策５原則は現場で不良対策にどのように役立つか？

　７ 標準化の整備、見直しは不良撲滅に本当に役立っているか？

　８ 不良統計やデーターの集計、定期的な図化を不良撲滅にどのように役
立ててきたか（過去記録と意識づけが不良撲滅に役立つのか）？

　９ Ｐ－Ｄ－Ｃシステムが品質改善、ヒヤット対策にどう関係しているか？

１０ 小集団活動でQC７つ道具が不良対策にどのように役だっているか？
発表会の賞狙いの後付資料になっていないか？

１１ 目で見る管理が現場で不良対策に直結しているか？

１２ 技術者が現場に渡した標準書の内容で実際に良品がつくれるか？

１３ ﾎﾟｶﾖｹが不良の分別機やアラームの繰り返しの機能しかないのでは？



参考資料：　ある不良対策会議における説明
ある組み立て製品部品取り違えで火災を起こした対策会議における立場論の内容を例として

品質管理部　　

　研修・教育や
標準化の見直し
を進めてきたが
不良は減らない！

最終検査部門　　

　最終検査はこの
ように厳しくやって
いる。製造で品質
をつくらないと限界だ！

開発・設計部　　

　現場の状況を入れ
十分過ぎるほどDR
を進めてきたので
設計上の問題はない！

製造部　　

　作業標準の
完備、教育は
徹底してやっ
てきたのでうちの問題だけではない！

設備管理部　　

　今回の話は部品
の着け間違えだ
だから設備面では
まったく無関係だ！

協力会社　　

　御社（納入先）の
仕様と指示通りに
部品はつくっている
だから、うちの責任ではない

作業者　　

　体調は万全
職場長の指示
に従って仕事
をしているので問題ないと思う！

工場長　　

　どこもうちの責任
ではない？だが
不良は出ているでは
ないか！いったいどうするのだ

皆様が考える結論は？　記入欄



設問３　品質問題を例とした対策コスト

　不良対策は①技術、②資金、③人と工数の集中的投入が、問題解決のスピードに大きく作用します。
最近、JMAの研修生から「研修で行うべき対処（技術的な内容）は理解できたが、研修後、会社へ帰っ
て対策の実務にあたるが、関係者、特にトップの納得が得られず、結局、習ったことが生かせず、不良
対策も進まないで困っている」という質問をされる例が多い。特に、筆者が行う企業内研修などでは、
フォローアップまでが、1．5ヶ月以内であるため研修生がこのような本音を訴える例生じる（3ヶ月程度の
期間で研修のフォローを行う方式は、結局、フォローアップ研修直前になって手をつけるので、習ったことを忘れるだけ

でなく、付け焼き刃的な中間報告となるため1．5ヶ月以内としてきたが、この方が実施率が高い）。
　そこで、この時、①研修生が抱えているテーマを例に、②年間の損失費用を問う。③１／１０程の費用
の投入をした場合、費用対効果を考えるとどの程度になるか？を算定願い対処を願ったが、先の例で
は、投入費用が50万円とわかったとたん、トップへの説明は素早く了解が得られ、3日程度で関係者が
集中的に活動して不良ゼロ達成となった。昨今、この種の例が多いが、時間の経過と共に増加する不
良・クレーム・コストの算定に、御社ではトップマネジメントの局面で、どのような内容を設け、関係者を
指導～品質改善のスピードアップを図っておられるか？その内容を例示して下さい。

記入欄



参考資料：　品質に対する不安の実態　2006年10月末
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日経ビジネス　オンラインURL　10月10日～12日　有効回答1681名
①日本を代表する企業で品質トラブル
　　が起きているから
②実際に身の回りで製品の不具合が
　起きているから
③品質トラブルの報道を見聞きする
　　から
④出火や死亡などに至る重大事故
　　が増えているから
　　　　　　　　　　　　　⑤無回答

主な品質トラブルの対策費用

　　メーカー 不具合が生じた製品 　　　対策費

　ソニー 　リチウムイオン電池 　５１０億円(2006年度）

　日立製作所 　原子力発電所のタービン 　３００億円強(2006年度）

松下電器産業 　ＦＦ式石油温風器 　２４９億円（2005年度）

　パロマ工業 　湯沸かし器　 　２００億円

　三菱自動車 　　自動車 　　　　非公開

　不二家 　ケーキ・菓子 　１４０億円（2007年3月）



設問４　不良・故障・ケガ問題に対する3種の方式
下には、ある企業の品質対策を例とした対策がありますが、この種の取り組みの評価をお願いします。

方式１
　不良発生があると
全員に訓辞と注意が
なされる。関係ない
部署への刺激策は
わかるのだか、・・・

方式２
　なぜ事前検討が
十分で不良を出さな
かったところが改善
発表がなく賞がなく、
逆に、不良を出し
対策したところが賞
をもらえるの？

不良を出すたび叱咤！

改善発表会の運営？

方式３ 不良対策自由討論会
　　　　　　の効果は？

　不良を出さない関係者
まで含めた多くの対策案
を創案する方式は適正か？

記入欄



　設問５　ハインリッヒの法則の実務活用
　ハインリッヒの法則は下の図のようになるが、問題発生防止対策、例えば、安全（ケガ・ゼロ）対策など
に実務的に活用する方法の例示をお願いします。

不良・クレーム、設備故障
事故（ケガ）、環境問題・・・
２９：１で顕在化する

基準

ヒヤット

不安

問題ゼロ
の状態

崩落

29件

記入欄



参考資料：デュポン
　米国DuPont社は世界的にも安全対策で成果を示してきた先進企業として知られる、
有名企業のひとつである。「安全・衛生・環境」を業務倫理とし、「人間尊重（社員の
公平待遇）」と共に、会社の繁栄をすることを企業活動の骨子としている。

【活動の特徴】
　①　業務上だけでなく、交通事故など
　　　業務外のケガ撲滅も対象に含めて
　　　活動してきた。
　②　大気汚染や水質・土壌汚染対策
　　　も安全対策と同じスタンスで対策
　　　可能、として一体化させた対策を
　　　展開してきた。
　③　設備故障ゼロ化も①、②と同じ
　　　内容で対策可能なので統合化
　これを展開させ

　④　危険物の輸送上の事故ゼロ化
　⑤　セクハラ対策へも展開

デュポンの安全１０則
　①　全てのケガおよび職業病は防ぐことが出来る。
　②　マネジメントはケガや職業病防止に直接責任がある。
　③　安全は雇用の条件である。
　④　トレーニングは職場の安全を確保する基本的な要素である。
　⑤　安全監査を実施しなければならない。
　⑥　安全上の欠陥はすべて、直ちに改善されなければならない。
　⑦　実際に発生した傷害はもちろん、不安全行為やケガにつな
　　　がると思われる出来事に対しても調査しなければならない。
　⑧　勤務時間外の安全も勤務時間内の安全と同様に重要である
　⑨　ケガや職業病の予防は引き合う仕事である。
　⑩　安全・衛生プログラムの成功に最も大きな鍵を握るのは
　　　従業員である。

ルール違反者は解雇する
交通安全もここへ含める



２，製造現場トップが行う現場診断法（監査）の効果的進め方

　　設問６　内部監査の評価

　下に記載の記載の内容は内部監査の状況を示したものですが、部下を指導する立場で、３つの問い
に指導内容の記載をお願いします。

　ある企業で３日後に審査機関によるＩＳＯ９００１の監査があるので内部監査が行われた。その内部
監査の時、「摂氏80度以下なら不良が出ないので順守すること」と標準書に厳しく記載がなされてい
た。だが、実際には摂氏９５度、しかも不良が発生していた。内部監査員は、もし、この実態が外部機
関による審査で「標準を守らないのは重大な不適合！とされては大変である」と考えた。当然、ISOの
取得に大きく関与するし、企業トップからも「何を管理させているのだ！」とお叱りを受けることは必定、
と思い、現場に話した。すると、「間違えでした。」と現場は言い、修正インクで記録９５ºＣを消し８０°Ｃ
と書き直した。「これでOK！」と内部監査は済みましたが、不良が出た事実は変わらない。

　以上、内部監査で行った内容をトップマネジメントに位置する読者が見て、下の３問にどのような対処
を図りますか？簡単に、要点の記載を、お願いします。

問１：この種の行為をどのように言い（表現して）、対策を指導されますか？
　　　この行為を一言で言うと：「　　　　　　　　　　　　　　　　　」

問２：各種ISOの規定に定義された「是正」対策を促すため、国際的な定義で「是正とは？」という内容
　　　をどのように指導されますか？
　　　是正とは（国際的な定義の記載）：「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

問３：では、具体的に是正対策を図るため、具体策の例として、どのような内容を指導～指示される
　　　ことが再発ゼロにつながる可能性を高めますか？



参考例：　X社の「マネジメントレビュー」の項目､運用の成果は？

１，決めた日に工場長が職場巡視を行っている。　

２，品質会議で工場トップがコメントした内容を議事録に記載した。

３，内・外の監査報告を聞いて、トップがコメントした内容を記録に残した。

４，研修会でトップ講話を行ってきた。

５，品質月間で不良対策事例を表彰し、全員に品質問題に講和をした。



設問７　梱包ミスゼロ対策の評価

　個人別ミス発生状況

　　２５　　　９　　　５　　　７　　　４合計

　　　３　　　２　　　１Iさん
　　　２　　　１　　　１Ｈさん

　　　５　　　１　　　１　　　２　　　１Ｇさん

　　　４　　　１　　　１　　　２Ｆさん

　　　４　　　２　　　２Ｅさん

　　　４　　　２　　　１　　　１Ｄさん

　　　１　　　１Ｃさん

　　　０　　　０　　　０Ｂさん

　　　０　　　０Ａさん

合計　３月　　２月　１月　１２月

・ピッキング台車の
　５Ｓが悪い！
　・確認方法が
　　個々に違う
　・ピッキング中
　　話しをすると
　　忘れる。・・・・・
　　　・棚の表示が
　　　　みにくい・・・・・　

データ収集
　　　　～討論

ブレーン･ストーミング
　　　　　　　　　の結果

　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　対策抽出
　　　　　　　　の状況

何とか半減
　だが、対策理由に
　　　　　　　根拠が
　　　　　　　　ない

更なる努力を続けます！
が次なる行動方針だった

　まとめ

効果確認

対策検討

要因分析

目標設定

現状把握

９月８月７月６月５月４月

活動計画 計画 実績

　下に記載した例はある改善発表会の例ですが、この種の取り組みは国際的に「効率・有効性の面で
問題」とされました（1980年代後半の国際視察団）。では、何が問題か？また、ゼロ化の要点は何か？
解説をお願いします。

記入欄



設問８　不良品など、置き場管理の見直し

　工場に行くと、よく見かける下図に示すような例があります。この種の内容は不要物撤去と、良品に
不良品を混在させない対策としては有効だと考えますが、品質管理面から見ると、本来、良品／ヒヤ
ット品／良品の区分を利用した不良ゼロ対策（ハインリッヒの法則の実務的な応用）法を適用すべき
です。では、トップマネジメントにおられる皆様が、部下指導という立場で、この3分割品質管理方式
の指導～運用方法適用への指導内容の
要点の記載をお願いします。 ご指導内容の記入欄

良
品

次工程
～販売へ

箱の区分　　　　　　　　取り扱い

手直し

手
直
し
品

または、不良予備軍

廃却不
良
品



設問９　標準化の位置づけと、重要性

　標準化の設定は各種のISO取得のための整備も重要ですが、それより更に重要なことは、製造現場
で実務的に活用する点にあります。特に、下図に示すように、企業における経済的で高品質生産のベ
ストウエイと定め、順守（実務・現場で使い切ることが大切）を対処が、その目的だからです。
　では、トップマネジメントの方々が、自ら、効果的に標準化の実務的な活用実態を確かめるため、
具体的に実施する監査～現場指導
方法の例示をお願いします。 記載欄

標準化の設定プロセス

問題発掘

事実分析

創案・テスト

標準化・歯止め

改
定
改
定



　設問１０　点検簿の点検

　　　下に示した点検簿は、ある企業で使っていたものです（形はともかく、実務上、設備故障ゼロへ
　　つなげるには問題が多い状況です）。では、見つけられるだけ、多くの問題を指摘をお願いします。

解析結果の記入欄　　　　



３，ハザードMAP管理法を用いた各種・予防対策

　設問１１　　上から下まで火の用心にしない対策
　ISO9001：規定１には「この規格は、次の二つの事項に該当する組織に対して、品質マネ
ジメントシステムに関する要求事項を規定するものである。」とあり、　
　　a）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。
　b）品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用、
　　並びに顧客要求事項及び適用される規制要求事項への適合の保証を通して、顧客満足
　　の向上を目指す場合。
　とされ、この内容を実務に移す証明という形で各種規定が定められ、組織のトップが行う
活動のして「マネジメントレビュー」が規定5.6.2に定められています。問題発生は予防が
大切な点はここまで述べてきた通りですが、この種の内容の発生をさせないという見地から、
「品質方針展開」が現場の末端まで実務的な内容として展開していること、また、確認でき
いるシステムとして、どのような方法や内容を適用すべきか？という点に対する、対策例の
記載をお願いします。

記載欄



設問１２　ハザード発見の実務（例：危険予知訓練）

　脚立事故は日本全土で月１~２件あり、転落から骨折や死亡事故にまで
つながる例があります。そこで、トップマネジメントにおられる皆様が、部下
に具体的指導する技術的な局面として、下記の欄へ記載をお願いします。

①何が危険か（やってはいけない内容は）？

②具体策をどのように進めるべきか？



設問１３　ハザードMAPによる問題の見える化
　先にも示したように、 ISO9001:2000　規定　１．適用範囲のa)では、「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」とあり、この対策に対し、下表に示したような『QC工程図』と呼ばれる分析資料を作
成している企業を多く見かけます。では、この種の対策を含め、関係者がハザード内容と場所、理由
や危険度防止を一覧化して活用する際、実務的に有効なハザードMAPに当たる資料として何が有効
か？といった内容をトップマネジメントの立場で評価し、自らも、「リスクを管理下に置き、問題発生を
防止するために有効な資料」という局面で、具体策の提示をお願いします。

多くの企業で用いられて来たQC工程図の様式例

　・・・・・　・・・・・　　　・・・・・　・

基準○○抜き取り強度試験◇　検査（目視）　・

保管基準は規定○○専用容器→　容器にて運搬５

仕様書，工程内検査・・穴加工，表面研削○　加工４

検査規定○○によるバリ、割れ、キズ検査◇　製品検査３

規定◇○による容器○で1時間保持△　冷却と保管２

温度○○、規定○○金型、材料○○・・○　鋳型にて成型１

基準書と主な注意点使用機器／設備など工程記号と製造工程内容No

・　　　　・・・・　　　　　　　　　　　　・・・・・　

記載欄

【実務面で活用する際の
　　チェックポイント】
①現実に問題検討を行う

　　品質対策会議で活用されて
　　きたか？
②製造現場でわかりやすい内容

　　となっているか？
③潜在問題（リスク）の程度と

　　監視内容が把握できるか？
　　（見える化の面で有効か？）



　参考資料：　事後処理が招く『悪魔のサイクル』の怖さ

無駄な会議
と徹夜の作業

報告・対策
繰り返し

後手の対策
　　追われる
　　　　仕事

潜むリスク
を対策しない

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急
ぐ
決
定

相次ぐ
トラブル



設問１４　　新製品開発段階からの不良ゼロ対策

　下図は、筆者がある企業における不良の分析を行った際に明確になった事例です。概ね、
生産を始めてから発生する不良は「新製品開発検討段階の内容が８５％を占める！」という
数値は、製品の種類やソフト開発でも同じような数値となることが報告されていて、この種の
内容は「悪魔のサイクル」と呼ばれています。要は、多くの事後処理とムダを発生させる例
です。そこで、部下にこの種の問題を印象づけるため、トップマネジメントの立場から部下に
イメージとして『悪魔のサイクルのムダ』を示す図化をお願いします。

　新製品開発段階からの不良・クレーム発生状況の例

　３．５０　　３生産部門責任６

　５．８１　　５QA（検査）責任５

　５．８１　　５生産技術責任４

８４．９０　７３設計責任３

　２．３２　　２QAテストモレ２

９７．６８　８４設計事前検討モレ１

発生率％件数品質・不良発生内容No.
設計事前検討時
　　のモレ約98%

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％

　AV製品のクレーム分析結果

設計責任
　８５％

設計部門として
　　　事前検討
　　　　　すべき
　　　　　内容を
　　　　　抽出
　　　　　すると

なぜ？クレーム
を出したのか！

本来の
　活用

記載欄



参考資料：　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

　　　　　　　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
あるべき
リードタイム

　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
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

ＤＲを強制する動き
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



　参考例：　代表的な研究開発ステップとDR

製品企画

基本設計構想

設　計

試　作

量産準備

評価

量産化

製品企画

製品販売

⑤量産化
　　のDR

設計変更

②構造図
　　　　のDR

③試作図面
　　　のDR

④試作完了品
　　　　のDR

①企画内容
　　　のDR

過去受注ｻﾝﾌﾟﾙ　
過去クレーム　　　
新技術・評価技術
・・・・など

各種試験結果
変更要求内容
・・・など

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

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

新規要求事項　　　
改善点のｸﾚｰﾑ　　
販売関連情報各種

しかし、このままを実施すると膨大な時間がかかり実務的ではない。改良法は？



参考資料：　デザイン・イン対策の有用性

　【各社で得てきた内容】
①事前検討により、未来に発生する問題に対し、関係者協力の上、

　　先験的に手が打てる。
②残余の問題（発生時点対策）についても、心構えや準備ができる

　　ので、いざ、という時に、関係者の総合力発揮に効果的
②情報共有化の結果、新製品立ち上げ時の準備に有効

　事前検討により問題回避を図る有用性は、不良を出してから大騒ぎして火事に似た火消しや、謝罪劇
を行う状況ににている。かつて、NASAでKT法を研究する中で、この手法の開発者、ケプナー、トレゴー
両氏が調査の結果、その道の権威者が3名×2時間の検討で将来問題の85%が対策可能な例を示した
が、次の図に示した、筆者解析事例と、期せずして、その内容が一致している。
　一般に、事前検討と、未検討でトラブルを起こし、火消し対策する場合の工数は前者/後者：1/20とされる
がいかに、事前検討が大切かがわかる。だが、注意すべきは、①上下関係といった制約を外す。②協力
会社を含めて、発言する内容を権力で押さえつけない。③出席者は少数精鋭、十分な情報と評価能力
を持つ方々の参画を前提とすることは言うまでも無い。

　2006年に新経団連会長に就任されたキヤノンの御手洗氏がデジカメの国内回帰の成果を評し
て、「開発と生産がバラバラにある状況ではシナジー（相乗）効果が得られない」とテレビで
話されていた。また、この成果創出の要点を「キヤノンの収益を支える主力製品のひとつであ
るデジカメは、販売から2ヶ月で値崩れする環境にあって、デザイン・インにより、12ヶ月、
5年前の納期の2/3にした戦略により、収益確保はもとより、高品質、設計ミスで生じていたコ
ストの減も200億円低減した」という内容だった。この例を見ても、新製品開発～製造～販売
期間の短縮の効果の大きさが判る。



設問１５　　工場管理と地球環境問題　

　現在、「地球環境問題は待った無し」という状況である。特に、CO2の25％低減への達成努力は、
工場トップとしても、多くの面で旗を振り、対策を進めるべき内容となっている。では、この種のテーマ
に対して、工場側から、経営トップとして現状の生産の見直しを図る視点を整理して下さい。
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