
QCD革新研究所 http://www.qcd.jp/

E-Book of QCD

設備故障ゼロ生産
中村茂弘著



1

「設備故障ゼロ生産」
                             QCD 革新研究所 中村茂弘

                       （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

各種製造技術や IoT 活用が進む現在、目前にした現有設備を駆使して生産を

行う皆様に、設備ロス対策力 1.3×24 時間利用力 1.3×スピード良品生産力 1.3
＞２倍超を狙う対策が強く求められる状況です。そこで、本書では、この対策を

効率良く進める手順と要件を、整理することにしました。
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【注記】 この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、特徴は本書を基

に、必要 時に【映像】と記された箇所で QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、

短時間に有効な情報を得ることができます。読者の皆様には、是非、本書のご 利

用と共に、ご関係者への普及を効果的に進めることを願う次第です。

なお、さらに詳細、また、有効な対策内容などを求められる方は下記 URL に

て OnDeCo のご利用をお奨めします。
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１．設備故障対策の歴史に学ぶ

（１）低かった日本の設備生産性

現在、TPM（全員参画による生産保全）は世界で有名な手法のひとつです。

では、「この活動がいつ、どのようにして開始されたか？」について、筆者が直

接関与してきた体験を含め、歴史的な経過を紹介して行くことにします。

1970 年代、欧米の製造レベルに「追い付けおい越せ！」ということで努力し

た結果、1980 年初頭、欧米が「ジャパン・アズ No.1」と評価し、報道したため、

当時、産業界は大フィーバーしました。この状況は表１の A 欄「労働生産性」

が示す通りです。このような時、JMA の故・十時会長が独自の調査結果という

ことで講演されまし

た。十時氏は「慢心は

禁物！」とされ、次の

ように講演されまし

たが、その内容は次の

ような分析でした。

「B 欄をご覧下さい。

日本の設備装備率は

欧米の数倍です。日本

企業は一般人が F1 カ

ーに乗り、乗用車と競

争している状況です。

まだ、現在、日本に国

際的に通じる F1 ドライバーはいません。その状況を明確化するため、私は A/B
の欄に「設備運転技術」に当たる設備装備率を計算しました。これは、設備を使

う力量を示す数値です。ご覧の通り、運転技術は 1/2～1/3 です。皆様は、この

数値を見て『ジャパン・アズ No.1』と思われますか？そこで、私は、日本企業

が海外生産を行っている企業を調査しました。装置系の S 社と M 社です。両者

とも、日本とほぼ同じ設備規模で生産していましたが、その２社とも、日本の同

工場の生産性に対し 2 倍でした。そこで、行っていたことは、それほど高度な内

容ではありません。設備管理の基本である、注油、点検、ご操作の防止などの基

本事項ばかりであり、ここに、高度な設備技術は何も無い状況でした。このこと

から見て、いかがでしょうか？皆さん、我々は、今、ジャパン・アズ No.1 に浮

かれているわけにゆきません！・・・・・」という講演の内容でした。

当時、筆者は日立金属㈱に在籍し、各種の改善を進めてきましたが、この講演

をお聞きした直後、納得する体験を持っていました。そのひとつは、桑名で鋳物

表1 設備生産性 日／米・独比較

(1979年・JMA 故・十時会長発表「世界の企業の経営分析」より）

業種 国 A,労働生産性
（千円/人）

B,資本装備率
（千円 /人）

A/B：設備装備率
（％）

普通鋼

日

米
独

９，０４８

８，９９８
５，４７４

２５，５４５

９，２３０
８，７６８

３５．４２

９７．４９
６２．４４

四輪車

日

米
独

８，１３１

８，２８１
６，１８３

６，２５０

２，２７２
１，４２１

１３０．０９

３７３．２２
４５３．２６

総合化学

日

米
西独

９，５０１

１０，１５１
６，８９１

２０，３８４

７，８６１
４，４９８

４６．６１

１２９．１２
１５３．１９

製紙 日

米

９，７２４

７，９６９

１７，６８１

８，６１０

５５．００

９２．５５

食品 日
米

８，７５２
６，８９７

６，３５２
３，９８７

１３７．７７
１７２．９９

註釈：故・十時会長の言「日本の生産性は欧米に追いつき、追い越せの時代になった！
と経済界は言っているが、中身を見ていただきたい。欧米に比べて、単に高価な
新設備を投入して、「勝った」と言っているだけではないか？」この話がきっかけに
なり、日本では設備生産性TPM活動が開始された。

欧米の一流企業

と、日本の一流
企業を調査比較

した結果、設備
生産性は半分~
1/3の状況だった。
当時、日本には

まだ、F1ドライバー

はおらず、設備
運転技術の差に

問題ある指摘が
問い正された。
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製品の継手を桑部分工場の例です。ここでは、少ない投資でしたが、2 倍の生産

性を達成させていました。また、真岡の自動車部品を中心に生産する鋳物工場ラ

インも 2 倍の生産性を達成させた直後でした。両工場とも、高度な技術者が軽

視してきた、設備の清掃、注油と点検に小改善を現場参画で進めた成果であり、

泥臭いが当たり前とされる事項を忠実に実施したという内容でした。

当時、日本では、設備故障対策が、多くの製造業における重要な経営課題でし

た。このため、この講演後、即座に JMA に多くの企業からの支援要請が開始さ

れ、やがて、この対策を専門に行うため、JIPM による TPM が開始されました。

（２）ＧＥで行われた故障ゼロ生産努力

故障ゼロ生産を早期に具体化するための一つに、「事例に学べ！」という方式

があります。そこで、図 1 にその代表例として、日本産業がお手本にした米国

GE 社で進められた、『故障ゼロ生産追及の過程』を追うことにします。

1950 年頃まで、GE で

は、「設備は壊れるもので

ある、という考えでした。

要は、故障が起きてから直

す」という、事後保全対策

方式が採られてきました。

しかし、突発故障は、不良

や手直し製品の発生だけ

でなく、納期問題や、安全

面でも多大な影響を及ぼ

します。突発故障は社内問

題にとどまらず、市場やお

客様に多大なご迷惑をお掛けしていたわけでした。そこで、GE では 1954 年に

「故障する前に心配な部品は総て交換する」という方式に切り替え、設備の突発

故障を激減させました。しかし「部品代にお金がかかる」という問題がクローズ

アップしました。このため、1957 年には、「壊れない部品（長寿命部材）の寿命

延長対策や機構の開発を進めるべき」という活動に移りました。これが、改良保

全です。かた、この時点で、ＧＥでは故障ゼロ生産を見事に実現させていったわ

けでしたが、技術をさらに進化させました。1960 年に、GE で、「設備管理は人

の健康管理と同じ方式で行うべき！」という考えが生まれ、故障診断技術が導入

されたからでした。その結果、『保全予防』の名で知られる故障の診断と予知技

術が登場しました。以上が『故障ゼロ生産』の実現の努力と手順の誕生です。こ

対策手順と対策法は、どの企業が行っても同じです。このため、現在に至るまで、

図１ 米国GE社で行われた設備故障対策の歴史
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TPM
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Maintenance)
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保全予防
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治す対策
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故障ゼロ生産の対策手順は、図 3 の形で紹介されてきました（JIPM による TPM
は、ある意味でこの内容を詳

細に手順化して進めた例で

す。なお、JIPM では、TPM
の手順の実現と成果を挙げ

た企業に PM 賞を出す方式

を進め、故障ゼロ生産の普及

に努力する点を特徴としま

した（なお、本書は PM 賞取

得を対象としないため、この

解説は JIPM の書や研修会

などのご利用にゆだねるこ

とにします）。

【映像】故障ゼロ生産 OnDeCo シリーズ 8 の一部 Step1
故障ゼロ生産の歴史と手順

https://www.youtube.com/watch?v=EbJO3vLPS6M

２．故障・不良ゼロ生産の早期具体化ステップ

（1）故障ゼロ生産のステップ

では、筆者が行って成果を得た、スピーディーに故障ゼロ生産を実現させる

『故障・不良ゼロ生産の早期具体化ステップ』を紹介することにします。なお、

この手順活用の前に重要な対処要件があります。それは、「機会損出を含め、故

障や設備保全などに関与するムダな損金がどの程度になるか？」という算定で

す。設備故障対策や保全、改善業務には多くの人手とお金がかかります。また、

この活動に入ると、①資金を投じた各種の対策を図る。②故障ゼロ対策～故障し

ない設備上の対策（含む、診断設備や機器）を含めた技術向上、③設備故障対策

に投じる人と時間（工数）が、必ず、必要になります。加えて、工場を経営・管

理するトップを動かし、全員参画する活動の動機となる活動のベースに、損金の

大きさが大きく関与します。さらに、この種の対策をムード的に進めると、たち

まち頓挫します。そのため、故障ゼロ対策の効果を先に算定し、対策手順とアウ

トプット（成果の見積もり）を事前に行った上で、この対策のスタートをお願い

します。では、具体的な手順の解説に入ります。

図２ ムダ排除と故障ゼロ生産手順の基本

突発故障＝事後対策
整備・点検の不備が
招く強制劣化対策
外見の５S→弱点の除去

予知・予防のための清掃

と点検（しかし、手間が掛かる
↓

確実・楽で早い点検の追及
設備KYT（危険予知）の適用

故障ゼロ、ｽﾋﾟｰﾄﾞ最高化
のための設備改善

「設備に強い人づくり」
＋「最高設備で高品質」

清掃点検の目的は？

産生ロゼ障故

世界一流の
設備と品質

にせねば！

徹底改善
再発ゼロに
しようよ！
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図３は、筆者が日立金属㈱の山陰地方にある工場で仕事をしていた時、関係者

と共に、初めて、故障ゼロ対策を進めた手順です。当時、優良企業の活動を参考

に作成して作成した手

順ですが、企業支援の仕

事に移った現在、今も多

くの企業に紹介し、短期

間に活用成果を得てき

た手順です。

筆者が製造課長時代

に勤めていた工場は、棒

状の鋼材を研磨する工

場でした。ここでは 200

台ほどの設備を用い、昼

夜 2 交代勤務で、約 160

名の現場関係者が 1名で

数台を受け持つ操業形態でした。なお、当初、この職場に転勤した時の筆者の仕

事は、IT を駆使し、JIT による生産管理でした。このため、IT システム適用前

に、手作りの生産計画を作り、「計画通りの生産達成活動」を進めました。皆で

知恵を集め、最高効率でムダの少ない生産計画をつくりスタートしたわけでし

たが、このような計画策定直後に、初工程の重要設備が止まるという事態に直面

しました。この時、生産計画は変更しましたが、ムダの多い生産になってしまい

ました。また、この工場は設備故障が多い工場だったため、筆者は設備保全部門

を管理して故障ゼロ対策を進めざるを得ない状況になりました。では、このよう

な問題を抱え、必死になって関係者の皆様と進めた手順と、その取り組みを記載

することにします。

当時、産業界では、数年かけて故障ゼロ生産を行う方式が一般的でした。だが、

筆者達には、最高スピードで故障ゼロ生産の具体化が必要でした。最初の手順、

手順１は「設備ピカピカ運動」、強制劣化防止対策です。当時、製造課長が 4名

いましたが、それぞれが、①経営上で重要な設備を 1台づつ担当する。②ピカピ

カ運動には、設備保全関係者 1名、現場で設備を使う作業関係医者をと課長 1名

がプロジェクトチームを編成して行う。さらに、③実際に目前の設備をピカピカ

にしながら、故障の原因究明を図ると同時に、分解、整備を行い、現場・現物に

よる故障解析（故障が無くても弱点分析）と設備の機構などと共に、弱点や整備

の要点などを学ぶ方式を必死に進めました（スタート直後は、毎週金曜日の

15:00 開始、残業を含め、納得行くまで行う方式で活動しました）。この時、清

掃にウエスが必要になりますが、従業員の家庭からボランティアを願いました。

図３ 故障低減を効果的に進める手順

手順１ ５Ｓピカピカ運動：管理者自らモデルを決め問題の清掃と

設備を基に現場で学び、問題発見→対策

手順２ 故障を出さない対策：ＭＴＢＦの逆活用：「目で見る管理盤」

：突発故障（事後保全）→ ：予防保全→ ：改良保全）

手順３ 不良・故障を出さない対策：事例を基に原因の除去対策
設備の構造と弱点を専門家から学び→対策へ

不良・故障を出さない現場で行う小改善

手順４ 日々対策：生産計画に織り込み戦略的に是正対策
同時に点検表＝問題発見～予防対策を実務展開

手順５ 信頼性工学解析～改造：設備のプロ集団による検討と設備改造

手順６ 標準化体制：改善により点検項目の減～徹底的な維持管理へ
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すると、即座に、工場の 4 畳ほどのミーティングルームが一杯になるほどの協

力が得られました。

このようなピカピカ運動で得たことは、まず、①強制劣化要因がなくなった。

このため、強制劣化問題の解消だけでなく、②突発故障があっても、かつて、設

備整備関係者達が設備の故障個所を確かめる前に行う清掃時間が無くなったと

いう内容でした。さらに、交換部品への到達時間は半分以下になった、という成

果や、③故障後の復旧が早くなった。④修理時間が短くなると同時に、現場で改

良保全などの検討が進みました。さらに、当時、多くの企業で言われていた、⑤

作業者は「私つくる人、設備のことは詳しくなく、関係ない！これに対し、設備

修理専門家達は「私は直す人」と言われていました。この状況は、応急処置だけ

の対処であり、工場の生産現場では、突発故障に追われ、故障の原因除去が不十

分な活動が、またすぐに、故障の再発を招く、というムダを発生していました。

しかし、ピカピカ運動のスタートと共に、この種の問題は即座に減少しました。

⑥さらに、ここからは個人談で恐縮ですが、興味深い体験をしました。活動に入

る前、筆者達家族が自宅付

近の商店に筆者が買い物に

行くと、従業員の皆様のご

家族に会うことがありまし

た。だが、そのような時、判

を押したように、こそこそ

と逃げる行動を見てきまし

た。当時、「やはり工場の管

理職は従業員の家族に嫌わ

れる立場なのかな？」と思

っていました。だが、ピカピ

カ運動を始め、故障減いう

効果が出始めた頃から、この状況は変わりました。筆者が街を歩いていると、呼

び止められ、「おかげ様で主人の作業着の選択が楽になりました。2 台に分ける

ことや洗剤も少なくて、・・・」ということでお礼を言われる事象が起きたから

でした。当然、この種の内容は経営上の効果には含まれません。しかし、設備ピ

カピカ運動で「従業員や家族が、いかに喜んで設備故障ゼロ対策に参画していた

だいているか！」を学びました。

図４のグラフの最初の月は故障低減状況です。これは、筆者の実感ですが、「こ

の程度でも、故障ゼロ生産は成果の見える化と共に、個人的にも楽しく進めるこ

とが重要であるか」と言う確認でした。

設備がきれいになり、故障減になると、予防保全と改良保全を進める活動が盛

図４ 故障ゼロ生産の開始直後の活動と成果の一部
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まずは、
第一段階
として、
突発故障を

低減！

手順１ ５Ｓピカピカ運動：管理者自らモデルを決め問題の清掃と
設備を基に現場で学び、問題発見→対策

手順２ 故障を出さない対策：ＭＴＢＦの逆活用：「目で見る管理盤」

：突発故障（事後保全）→ ：予防保全→ ：改良保全）
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んになります。今回の活動では、ピカピカ運動が進む中で予防保全も並行して進

めました。しかし、故障を防ぐため、早めに、単なる部品などの交換する対策は、

お金がかかります。そこで、筆者達は、ピカピカ運動進行中に、手順２の「故障

を出さない対策」を開始しました。

一般の企業では、設備故障対策の状況は、設備保全部門に記載された記録に留

める例が多い状況でした。具体的な運用は、1 週間とか 1月のまとめという形で

経営部門に報告を行う方

式です。この方式では、仮

に、IT ファイル上活動経

過を示すデータがあり、公

開可能になっても、作業現

場の方々が、あえて、その

状況を知る活動をする例

は少なく、日々の活動の努

力と、その結果が全員に判

る環境は薄くなります。そ

こで、筆者達は大きな看板

を作成し、MTBF という

記録の逆数をベースに、1 月に発生する故障、予防保全、改良保全の進行状況を、

図 5 の方式で表現する、見える対策を進めました。図はベニヤ板に模造紙を貼

り、縦軸に設備名、横軸に年月を記載しただけのものです。また、このマトリッ

クスで作成された枠には、故障対策の記録用紙を画びょうで貼った（突発故障は

★マーク）という簡単な方式であり、故障対策記録用紙はマジックで赤：突発故

障、黄色：予防保全、青：改良保全とした方式でした。だが、工場長や現場管理

者が通る通路の目前、しかも、従業員達が食堂へ向かう通路の壁に表示したこと

で、故障対策の活動は大変革しました。例えば、今までは、1 月 1 回程度の会議

で故障状況の報告が設備保全部門からなされるだけでしたが、例えば表の GT と

記載された設備の場合、工場長自ら、「改良保全を繰り返しても突発故障を起こ

すのはなぜか？お客様にご迷惑をお掛けしただけでない、〇〇円の損出が出て

いる。故障対策の作戦内容を根本的に見直せ！」という命令が発せられ、関係者

がこの管理盤の前に集められ、押しピンでとめた故障記録を見直し、対策に入る

といったプロジェクト活動がスピーディーに進んだからでした。要は、経営直結、

直接工場のトップの指揮で故障ゼロ対策が日々進む形態になったわけでした。

この対策で、成果が挙がった場合、工場長から「〇〇グループに時間があったら

会いたい。褒めたい」と言い、製造現場へ出向いて褒める。さらには、不定期だ

が、朝礼で紹介する。工場内にアナウンスや食堂に入る通路に、短期間でしたが、

図５ 設備故障～対策の見える化

見える化管理盤
への表示方法 ③ 改良保全

② 予防保全 突発故障
①事後保全

A-1
AG-1
AG-2
WH-1
WH-2
CP-1
CP-2
CP-3
SM
GT
LL
フォーク

10月９月８月７月６月５月４月設備名

今月の状況

突発故障は
緊急対策

再発ゼロ化の
ための原因

究明~除去
（改良保全）

再発防止の
ための予防

保全

【 実施手順 】
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最近のハイライトといった内容で、写真付きの感謝状が掲げられました。この詳

細はともかく、このような活動が活発化すると、図 3 の手順 3 の『故障を出さ

ない対策』と手順 4 の『日々対策』へ、短期間、かつ円滑に、活動は移行しま

し、この頃から、故障が減った時間を利用して、生産計画に予防や改良保全を組

み込む活動の開始となりました。

この活動までは、図 4 のグラフの 4 ヵ月でいた。その後は、年末～正月へ向

けた長期連休を迎えましたが、製造現場が参画して行う図 3 の手順 4 の段階は

ほぼ終了していま

した。同時に、「製

造現場の関係者皆

が、故障対策を設

備設計や構造その

ものを変革（大幅

な技術改革）しな

いと、設備故障ゼ

ロにならない問題

に追い込んだ」と

いう状況に持ち込

んでいました。従

って、表２のシャ

ットダウンと呼ばれる長期連休時は、専門家集団による設備の大幅改造が開始

でした。なお、図３の手順化の際、関係者はこの状況を予知していたため、外部

の工事業者をお願いする場合にも十分な検討時間が取れ、値段交渉も進みまし

た（これは、大きな費用減となりました）。

【映像】

① TPM：故障ゼロ生産の進め方

https://www.youtube.com/watch?v=KQCj53aG63k&feature=youtu.be

② 「物づくりトップキーマン実力 UP の視点」フェーズⅡ‐④より

『短期・故障ゼロ生産の実現』（手順）

https://www.youtube.com/watch?v=ubOyP4sfOSc&feature=youtu.be

３．泥臭いが必要な故障対策の要件

表２ 長期運休（シャットダウン）スケジュールと保全対策

No. 時 期 対 策 項 目

１ 6ヶ月前 ①責任者の設定 ②関係者へ項目の洗い出しの準備を連絡する ③リストのフォーマット配布

２ 4ヶ月前 ①連休工事希望項目リストの作成開始 ②外部業者との接触開始 ③従業員で出勤する方の
リスト作成

３ 3ヶ月前 ①現場管理者と連休工事項目分類（・連休工事前に実施する事項、・連休工事で実施する項
目、外部依頼/内部で行う項目の区分、・連休工事に実施する事項の分類をする） ②外部工

事業者と折衝、価格ネゴの開始

４ 2ヶ月後 ①項目の公示、カンバンの作成 ②必要部品発注と手配 ③外部依頼項目の状況フォロー(工
具、溶接機、ランマーなど借用の手配）

５ 1，8ヶ月後 ①テーマ毎にリーダーの設定（確認）、詳細保全スケジュールの設定 ②テーマ毎の打ち合わ
せの日程作成

６ 1．5ヶ月後 ①テーマ間すり合わせと見直し ②外部依頼テーマの内容、再度チェック

７ 1週間前 ①出勤者確認、②リーダーによるスケジュール、部材の詳細打ち合わせ、チェック

②各工程、立ち上げ計画作成（生産開始後の詳細スケジュール）

③大カンバンへフォロー内容を表示（項目、リーダー、日程、部品入荷、メンバーの出勤、外部
依頼の項目と対処も同格に表示する：「シャットダウンの見える化対策」）

８ 連休工事 ①安全の確保 ②日々進捗フォローアップ ③連休工事時に発掘した問題のドキュメント化（時

間のかかる仕事、部品の寿命延長、構造の改善、メンテナンスや点検用意かへの工夫やアイ
デアを連休工事実施時にピュクアップする）

９ 終了後

2週間以内

①今回の反省と次回への注意点整理と図面への記載（次期実施内容の記録）

②残余の課題のスケジュール化とフォローアップ体制づくり ③次回連休工事テーマのまとめ
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（１）中井川正勝先生のスキル管理に学ぶ

対象が設備という物理現象の対策は、企業の別や時の新旧を問いません。この

ような理由から、以下、歴史的な内容ですが、筆者達が、設備故障＋不良ゼロ生

産の具体化に当たって、学び、ピカピカ運動の中でも実施した、強制劣化対策の

師、中井川正勝のご努力を紹介することにします。

中井川正勝先生は信頼性工学の権威者です。先生は、信頼性工学を、単に学問

的に詳しいというわけでなく、ジェット機の診断の経験を持たれ、例えば、エン

ジン音を聞いただけで、仮に不具合の箇所があれば言い当てることが出来ます。

また、ジェット機に触れただけで、異常の有無だけでなく、間違えなく問題箇所

を示されます。さらに、先生は、各種、設備の不具合対策を進めた結果、速度生

産性、すなわち、「不良が出たら故障と思え！」という歴史的な教えと共に、多

くの偉業を成し遂げ、『完全生産＝故障ゼロ対策＋不良ゼロ対策』を一体化させ

て進めてきた方です。

このような先生が、最初に企業に顧問としてある企業に招待されたのは、1963
年とのことでした。この企業の要求は、「作業者の教育訓練体系の構築」であり、

「不良や故障で企業の収益が悪化している根源は、作業者の未熟による」と、そ

の企業の管理者達は考えていました。事例として、「半年前に購入した新鋭機が

現在 1/2 のスピードでしか生産できない上に不良を多発している」という問題

を示しました。そこで、先生は、早速、現場に出ました。すると、「現場で機械

設備を使って作業する方々に標準書がない」「機械を診て触ると、あってはいけ

ない振動や音を発する状況なのに管理者が放置して、的確な手を打っていない」

という状況をとらえました。このため、先生は彼らに『ルッサーの法則』を関係

者に説明し、「作業者訓練の前に、その前提となるゴミやホコリによる強制劣化

の原因を除去しなければならない」と説得したわけでしたが、“のれんに腕押し

状態”、しかも、彼らは、「そんなつまらないことをするより、早く作業者の再訓

練をお願いします」と反論しました。しかし、中井川先生はこのような反発があ

っても、「不良が出るということは、既に設備が故障していることを意味する。

もし、不良をゼロに接近させれば、設備は今の 2 倍のスピードが可能である」と

いう考え方を説明しました。だが、この企業の方達の賛同の賛同は反発するだけ

でした。

そのような時、エナメル線を線引きする企業から、先生のところ改善指導の依

頼が飛び込んできました。そこでは「とりあえず、現場を改善し、不良率を 1/3
程度にして赤字を脱出したい。近く設備は更新するので、それまで持たせて欲し

い」というものでしたが、早速、先生は現場へ出て、設備診断を開始しました。

ここで、先生は、この現場を持つ管理者達が言った、「設備の老朽化で困ってい

る」とか「作業者の未熟で・・・」という内容と問題とは無関係と、判断し、「設
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備の微欠陥を直せば（正規の状態に正せば）不良はゼロになり、設備生産性も回

復し、新しい設備への更新など全く必要ない」という説明しました。だが、反発

だけに終わりました。このため、中井川先生は、「これ以上議論しても駄目だ」

と考え、「班長 1 名と保全作業者 1 名と私にしばらく改善を任せて欲しい」と進

言しました。すると、赤字に困るこの工場の関係者は、他に案がないので、この

案を採用しました。しかし、「先生が言うならやってみては？・・」という丸投

げ、お手並み拝見方式で、強制劣化対策を進めました。

先生達が行った具体意的な事項は、①汚れがたまったデッピング槽の汚れを

取る。②平坦度の出ていないスクーイズ盤の平坦度を出す。③巻き取りリールの

芯ブレを取る、・・・・など、製造技術上の問題を是正し、強制劣化のもとにな

る要因をひとつづつ除去していったわけでした。すると、全ての問題要因が除去

された途端、巻き取り不良の手直しをしていた作業者はゼロとなり、製品のコブ、

外形不良などもゼロになりました。また、見事に生産性は 3 倍、設備の更新は全

くない状態で、この工場は黒

字化しました。この取り組み

を見て、また、彼らは、よう

やく中井川先生の理論を知

ったわけでした。

以上、このような取り組み

が、後に、『スキル管理』名で

知られる、強制劣化対策によ

る不良・故障ゼロ生産を実現

させていった経過です。

筆者達は、先の設備故障ゼ

ロ生産に取り組む時、ここま

でのご努力の内容を学び、解析の結果、図６のようにとらえ、ピカピカ運動の中

で、この考え方と共に、お手本どおり、強制劣化対策を進めました。

【映像】OnDeCo シリーズ 8-Step2 強制劣化対策

設備故障ゼロ対策手順

（２）故障解析に必要な原理図化法

故障解析を進める際、子供にでも判る解析方式が必要になります。そこで、筆

図６ 中井川正勝先生のスキル管理から得た、
設備故障ゼロ対策への活動必要要件

１，正しい理論（信頼性工学）の理解
あるべき姿 － 現状 ＝改善すべき点の把握がなされている。

２，論より実践
やって見せる行動力

３，成果が理論を示し、つくる。

完全生産の考え「強制劣化の基を除去する」
「不良が出たら故障と思え！」の考えで

設備を本来、ものづくりがスムーズになる基本に戻す。



11

者が、進めた、『原理図化法』について紹介してゆくことにします。

以下に示す事例は、現場改善班を編成して「設備に詳しい人づくり」を集中的

に行う際、進めた取り組みです。改善班とは、ある期間、現場で作業する班長ク

ラスに専従願い、設備故障の解析から改善まで行える人材の育成です。期間は３

ヶ月、この活動後は、他の職場へ配属し、製品生産と現場保全を現場サイドで行

うという、交代制でした。

改善班の活動を開始した直後、線材を伸ばして切断するストレッチャー・マシ

ンに偶発的なカット寸法のバラつき起きました。トラブルが始まった頃、材料を

戻し、生産を開始すれば済む状況だったのですが、やがて、切断されない線材が、

ストッパーを乗り越える事故に至りかねないもありました。そこで、早速、電気

の保全専門者に分析してもらいました。しかし、「問題は見つからない」との答

えと共に、「機械構造の問題なので、機械関係の専門家に見てもらって欲しい」

という要求でした。だが、次に、設備専門家に聞くと、「設備面の問題はない。

電気関係が問題なので、そちらへ」と言う状況で、この問題は電気と機械のキャ

ッチボール状況に留まりました。しかし、この問題はよりひどい状況となり、工

場として、安全絶対上も、早期の解決が必須でした。そこで、筆者は、この解析

を現場出身の、先の改

善斑に持ち込みました。

はっきり言って、筆者

を含め、現場出身の３

名は電気も機械の構造

も素人でしたので、対

策法は皆無の状態でし

た。筆者は、悩んだ末、

「原点から見直す」と

いうことで、再度、機

械構造に詳しい、先の

スタッフに願い、機械

の構造を学びました。

次に、電気関係のスタッフを電気回路の中身を学びました。そして、その結果が

図７の上部のこの機械の構造、また、図の下が、電気回路の作動原理です。この

図の特徴は子供に解る図化方式です。この機構と構造を見る限り、確かに、スト

レッチャー・マシンには問題はありません。しかし、原理図化法を使うと、解を

得るチャンスが増えます。当時、筆者と彼らは、全員が自家用車に乗り、多少の

メンテナンスは自分でやっていました。このため、検討対象は、即座に個々の部

品の寿命の検討からリミットスイッチ（接点接触式）の寿命の検討となりました。

図７ 故障解析に必要な原理図化法

制御
装置

ストッパー

末端検出センサー

ギロチン式カッター 伸線前の
材料（線材）

伸線・線材送り装置

センサーで線材の先端を検出

カッター降下信号を機械に送る

カッター降下信号を機械に送る
カッターが下降～上昇を
瞬時に行い、線を切断

接点寿命を大幅に
オーバー！

線材を定尺・自動でカットするストレッチャーマシンの構造

線材を定尺・自動でカットする電気信号～切断までのプロセス

故障解析には

子供にでも
判る解析が

有効！
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その理由は、当時、乗用車はカット・アンド・リレーというプラグの点火をスム

ーズに行う部品があり、定期交換やチェックが必要だったためでした。しかも、

自動車走行の不具合の大半がこの問題を抱えていたことが関係していたからで

した。これは、部品寿命が制限を超えると車の運行に支障が出る現象です。そこ

で、早速、皆でカタログを見て、生産量×作動回数を計算しました。すると、図

７の接点式のリミットスイッチは寿命をはるかに越えた使用回数であることが

判りました。そこで、即座に交換しました（同に、生産量を見て、リミットスイ

ッチは定期交換と定めました）。この対策で、このトラブルはゼロ化、事故の危

険も皆無になりました。それ以降、改善班は、他の設備の故障解析にもこの解析

を進めました。対象は総て素人アプローチでした。だが、次々と成果を挙げまし

た。この図の良い点は、①素人でも設備が持つ構造と弱点を知ることができる。

②多少とも異常があれば、ヒヤットの段階で設備専門スタッフを呼び、点検願い、

対処の内容と理由を学ぶことができる。③個々の作業者は、短時間で、自分が目

前とする設備に詳しくなる、という点です。なお、この工場では、この図の利用

により、長年かけて設備専門家が行ってきた専門教育が、一般従業員に、不要に

なりました。

（３）故障・不良ゼロ生産に取り組む際にあった個人経験談

読者の皆様に多少ともお役に立つのでは？と思い、以下、古く、つたない体験

談を紹介させていただくことにします。

筆者の学生時代、日本は成長期でした。当時、貧乏生活をする中、人生初の中

古車の購入となりました。その理由は、購入前に友人に誘われ、免許取りたての

状況で山道をジープでドライブした時、ハンドル操作を誤って横倒しにすると

いう問題を起こしました。幸い、この事故では、早急に車は立て直して走行した

ため事なきを得ました。また、すぐ、友人のお父様に誤りに行きましたが、「足

掛けを曲げただけなので、問題ない。車検があるので、買い替えた！」とのこと

で終わりました。しかし、筆者の両親は「人の車を運転させ、迷惑をさせるのは

問題！」と考え、我が家で中古車の購入とな

ったわけでした。当時、初任給が 5 万円だっ

た時代に、それと同じ車の購入に感激しまし

たが、この車には、故障に次ぐ故障で悩まさ

れました。しかし、学生には若さと時間に加

え、車を譲ってくれた自動車整備店の方が親

切だったことが幸いしました。故障の度に修

理場に持ち込んで修理しましたが、幸いにも、この行為が車の修理と管理方法を

覚える結果となりました。しかし、この車は、いよいよ修理も効かなくなり、前



13

ページの写真のブルーバードの購入となりました。新車購入時、幸いなことに、

オーバーヘッド・カムシャフトに切り替え販売がありました。このため、旧型車

の在庫処分だったため、この車が破格の値段で我が家に来るという幸運に恵ま

れたわけでした。この車は、手入れが関係してか、故障が無い車だったため、結

局、43 年間お世話になりました。大切にした理由は、父のなけなしの退職金で

購入したこと、先の車の管理が手伝ってか？とにかく調子が良かったことが理

由でした。当時、世間は車検前に買い替えが流行り、筆者の友人や仲間達は次々

と新車に買い替え、それが自慢していました。しかし、筆者は買い替えずに、乗

り続け、一人で九州一周や、友人と紀伊半島一周から大阪万博訪問といった長距

離運転を始め、多くの良い思い出を残しました。

このような中で、先の山陰の工場へ課長として転勤となり、故障ゼロ生産に取

り組む機会を得ました。たとえ役職者であっても、本社からの転勤者が、長年、

現地で熱心に仕事してきた製造現場のプロ達に「故障ゼロ生産に取り組みまし

ょう！」と言っても、皆が本気になるはずがありません。そこで、筆者は、15 年

ほどを経過していた愛車を見せました。すると、「古いのに新車並みだ！おい見

ろ、エンジンやその他の部品もピカピカだぞ！」と言い、くまなく車を見ていま

した。その時、筆者は「この車は金稼ぎ用ではない。だが、私の友として活動中

なので大切にしてきた」と言うと、「我々も、心しなければだめだ、家族やお客

様を支える製造設備をゴミや汚れで放置し、故障、故障でご迷惑をかける状況を

放置できない！」という発言と共に、先の工場で、設備ピカピカ運動のスタート

となったわけでした。新任の現場管理者がどのように立派な理論をはいてもピ

カピカ運動のスタートは形だけになったかも知れません。事実、後日、皆が「筆

者の愛車に接する実態が、この種の活動に大きかった」と、話してくれました。

その後、JMA で故障・不良ゼロ生産の企業支援を行う際に、筆者の車をご覧願

うことが度々ありました。すると、奇妙に、先の例に似た理解と共に、活動がス

ムーズ化してゆきました。さらに、数年後に、この企業を訪ねると、故障ゼロ生

産の支援者というより、「長年ブルーバードに乗っている中村さん」という印象

の方が強い状況でした。しかし、残念ながら、この車も、現在の地球環境問題に

適合できない。また、修理・交換部品の調達が困難になったため廃車となり、現

在は、軽自動車に乗り換えました。この車も数年お世話になっていますが、故障

ゼロで快適走行中です。以上、愛車の例でしたが、これも設備です。筆者が関与

した皆様が、皆、「身近な設備を大切にしない方が工場で目前にした設備メンテ

ナンスをうまくやれるのだろうか？」話されたので、恥をしのぐ形で、ここに掲

載しました。

（４）先進企業の取り組みに見る「設備育成が企業競争力強化」

日本では、設備を題材とした人づくりが、知識面や企業生産の面でも、大きな
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役割を果たしてきました。例として、1993 年、ようやく地球環境問題が注目さ

れ始めた頃、「プラスチック・リサイクルは儲からない！」という風潮が企業に

蔓延していました。このような中で、関西に位置する根来産業㈱はボランティア

でスーパーマーケットに持ち込まれた使用済ペットボトルからカーペット生産

して成果を挙げていました。当時、企業紹介の報道では社長自ら現場改善を進め

た例が報道されましたが、例えば、糸を巻き取る設備が、当時、世界最高で 5,000
回転/分だったわけでしたが、30,000 回転/分（6 倍）という状況（快挙）でした。

この対策は、正に下の式を利用した日々改善努力の結果であり、現有設備の育成

を人づくりと共に具体化させたお手本です。

(0.1%改善/日)×(25 日/月)×(12 ヶ月/年)＝30%/年の効率向上

（1 年目：1.3）×（２年目：1.3）×（1 年目：1.3）＝3 年で 2 倍

多くの優良企業は、「企業が当たり前の生産をしているだけ、設備メーカー購

入時の仕様運転だけで、その企業が国際競争に勝つことはできない！」と話しま

す。この意味も含め、読者の皆様には、目前の設備を「老朽化！」と言う前に、

日々改善によるバージョンアップ努力を、と願う次第です。

４．設備 KYT～予知予防対策

（１）五感による設備の早期異常発見

ある意味、冷たい言い方ですが、「事後保全から故障ゼロ対策は、重要だが、

物づくりを進める上の本来業務ではない！その理由は、人に例えると、病気した

後に対策する形態

と似ているためで

ある」という注意が

あります。要は、健

康管理と同様、健康

維持が設備管理の

基本であり、どのよ

うな異常も早期発

見対策する行動が

設備生産に求めら

れるためです。

卑近な例として、

誰でも、乗用車を頻

繁に運転される方

なら、必ず体験される事象があります。それは、「今日は車の調子が？」といっ

図８ 五感による設備危険予知～診断機器利用まで

五感による設備診断法
①手で触る：振動把握

熱の上昇

肌荒れなど

固さや水分の具合

② 光で見る：色の変化

隙間の発生

キズの発生

加工の程度

③ 色で知る：温度の程度

変形の程度

④ 音で知る：異音の発生

回転の音色

⑤ においで知る：

焼き付き、化学反応

切削加工の具合、など

長年の経験で
異常を知る能力診断機器の利用

① 振動計を利用した

マシンチェッカー

② サーモグラフィを

利用した温度変化

（赤外線感知）

③ 振動音分析による

割れ､破壊の予兆

（ｱｺｰｽﾃｯｸｴﾐｯｼｮﾝ）

④ 液・ガス漏れ検知器

⑤ 色識別センサー

⑥ CCDカメラ＋ＣＰＵ判定

による形状判定~画像処理

主要な診断機器の例

記録
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たように、早期に問題を発見する例です。これと似た形で、故障する前に設備の

異常を発見して対策する方式のひとつに、筆者は『設備 KYT』と名づけて対処

してきました。具体的な内容は、P.16 に後述しますが、その基本は、図 8 の右

側示したように、まず、人が持つ、五感を活用した設備の異常検知が、この種の

機器利用の前提になります。

（２）気をつけるべき設備点検簿と活用実態の調査

昨今、突発的な設備トラブルだけでなく、設備の不具合が顕在化した爆発や火

災~人身事故などの報告が多くなってきました。その内容を詳しく分析すると、

その多くは、「丁寧に点検簿をつけていましが、事故に至った」という状況であ

り、大半は、「ここまで記載した設備の異常の早期発見力を向上する努力をして

いなかった」という例ばかりでした。一般人は、「点検簿をつけていて事故？」

と考えます。だが、「その実態は？」という視点で分析すると、「上司の命令や企

業の役割と考え、何も問題意識なく、単に習慣的に設備点検簿をつける行為に留

まってた」という事例です。さらに、ここで、過剰な点検の追加を強いると、「点

検通り行えば私に責任はかからない」ということで、悪いケースでは、アリバイ

づくりに利用している例までありました。では、この種の問題の対策を含め、「点

検簿の点検」を

行うことにしま

す。図９（演習

題）はある企業

演習である講師

が推奨していた

点検簿です。

ここでは、「コ

ンパクトにチェ

ック項目をまと

めていて良いチ

ェックリストで

ある！」という

ことでした。だ

が、この点検簿には多くの問題があります。では、その要件を列挙することにし

ます。

① 故障対策の内容をチェックしているようだが、故障の原因（理由）が不明。

また、故障発生メカニズムも不明（故障の状況～解析内容の記載がない）。

② 故障に対し、単なる復帰の記載だけであり、原因究明～除去になっていない。

図９ 点検簿のあり方（演習用）

記入欄

もし、詳細をご覧

になる場合は拡大
して、ご覧下さい。
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③ 点検と同時に異常を発見した場合、設備を使う方が、原因究明～再発防止策

ができない（その力量がない）場合、設備の専門スタッフに早期連絡が必要

となる。だが、その種の行動を指示する記載が点検簿に無い（トラブル発見

時の連絡→原因究明→原因除去の構成がない）。

④ 点検の有無にかかわらず V マークをつけいる。しかも、いつも同じ時間を記

入している。このことから、「実際の設備点検は行っていないで V マークだ

けをつける方式が行われ、それが放置されたままである」ということが判る。

⑤ 異常時に何をすべきか？という指示の記載がない（別資料で指示のであれば、

その記載が必要だが、その記載は無い）。

⑥ 左端の欄にチェック項目が羅列されているようだが、何をどのようにチェッ

クすべきか？また、重要性は？作動中か？停止中のチェックか？などは不明

な点検簿である。

⑦ その他、ムダに大きなスペースで仕切られたマトリックスがあるが、本来、

設備の弱点を示す原理図などの記載が必要である。しかし、無い！

⑧ その他、設備点検簿は、早期異常点の発掘対策を進める面での方針など、設

備点検簿の利用目的を告げる内容の記載がない。

このように、図９は、多くの問題を持ち、利用目的が不明確です。したがって、

「チェックマークだけをつける儀式を続けても故障低減とは無関係な点検簿！」

とすべきです。

（３）設備 KYT～必要箇所へ点検・整備の見える化対策

工場における製造設備

は、ある意味、人に変わり、

物づくりを助けてくれる仲

間です。しかし、設備は話が

できません。そこで、筆者達

は、図 10 のような『設備

KYT』を使って、設備に潜

む声にならない訴えを聴い

てきました。この図は一例

ですが、多くの専門資料な

どで紹介されてきた例のひ

とつです（他に、注油だけで

なく、機械の作動、油圧や電

気などがあります）。この具体的な使い方は、①この種の図を見て、問題が見破

れるか？を関係者間で検討願います。次に、②専門家が解答例の形で問題発見箇

図10 設備の早期異常発見訓練のための設備KYT

設備KYTシートの活用法
右図下、手順１に示されたように

この種のシートを用いて問題発見

の訓練を行う。その後は実務展開

のため手順２~手順４へ進む。

設問の解（例）として

① 油量計が見えない
美化も一手だが、油量検知セン

サーとアラームシステム化に変更

して、危険域に近づいたら対処へ

② 注油口の蓋がない
ゴミ、ホコリが入るので、早急に

対策が必要

③ ピローボックスの汚れと、グリース

キャップがない。②同様の対策が

必要。
④ 注油しにくい

油注入に困難な作業は要改善

⑤ 圧力計は正しいか ⑥ 油のタレがある。 ⑦ グリース投入器具

作業者側から異常を発見しやすくする。 発生源対策が必要 が汚れ
アラーム・システムで異常に近づいたら報せる改善へ ②と同様の対策が要！

設備KYTに用いる給油面の挿絵

「私たちのTPMシリーズ」1~７、日本能率協会 昭和57年を利用
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所を解説します。この種の研修だけでは、単なる知識強化に留まり、行動にはつ

ながりません。そこで、③現場へ出て、製造現場で仕事をする目前の設備を題材

に、実際に設備を観察して、ハザード部を整理の後、④具体的な対策を進めます。

以上が『設備 KYT』の進め方です。その後、設備点検は容易かつ効果的に行う

ため、さらに、次のような見える化対策の実施を進め、この方式の活用効果を高

める方式が『設備 KYT の実践』です。

［実務効果が高い設備の見える化対策の例］

① 設備毎に、ハザード MAP をつくり、点検箇所と理由などを見える化管理す

ることにより、問題になる前に、問題になりそうな箇所に手を下してゆく。

② 点検簿は、現場の設備点検箇所に分散して表示して使うする。必要な場所に

必要な項目を必要なだけ掲げ、現場で見れば点検結果などが判るようにする。

③ 点検時に必要な道具などは、点検簿の近くに設置する（共同利用の機器は写

真で示し、保管場所なども明示する）。

④ 3 点セットや作動中の異常監視用計器は出来るだけ一か所にまとめ、作業者

の移動のムダを無くす。例えば、電圧、電流、油圧、空圧、機器の温度など

は、作業位置から常に見える方式を、また、異常時にはアラームで知らせる

方式で早期異常の早期発見と対策に役立てる。

⑤ 注油の際、油の種類を間違える危険が想定される対象は、色別管理を用いて、

ポットと注入口の色の同一化を図る。

⑥ その他、IoT 機器の活用により設備の管理と記録の容易化など

（４）異常時や故障時の早期復旧対策の見える化

筆者が米国 AAP 社へ赴任時、現地の設備メンテナンス要員だけでなく、現場

関係者に電気関係のトラブル対策技術を伝承する問題に直面したことがありま

した。一般に、この種の対策方式の場合、「専門家の要請」となるため、長期の

専門教育が必要になり、費用と研修期間が膨大となります。加えて、トラブル時

の復旧には、個人の技量の差が大きい状況です。しかし、ご注意下さい。企業の

製造現場では、目前の設備だけに設備の弱点分析～トラブル時の復旧が求めら

れるはずです。なお、確かに最初は設備専門家の手が必要です。だが、筆者がこ

の方達が行う仕事を分析すると、手順とノウハウを見える化すれば、その必要が

無いことが判りました。要は、手順で生じた問題に対する意思決定と対策に必要

な情報が的確に提供されれば、素人でも十分に対応可能になるはずです。そこで、

筆者達が考案した対策が、図 11 の「見える化設備トラブル時対策手順」です。

この種の資料はラミネート資料で現場の設備の電気ボックス内に貼り付けます

が、適用例では、トラブル対策時に、ある程度の教育と訓練を受ければ、現場関

係者段階で、ご自身が使う目前の設備で、特別で初のトラブルを除き、対処可能
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になりました。この方式は、かつて設備専門スタッフが受けてきた専門教育を不

要した例です。似た例は、現在、多くの企業で、PC やタブレットを用いてこの

種の対策を進める例が

一般化しています。この

種の対策には、トラブル

対策手順の指示だけで

なく、対策した記録も残

す。さらに、新たな内容

は無線通信システムを

使い、画像と共に遠隔指

導する例もあります。

IoT の時代、この種の対

処は技術指導～技術蓄

積面でも有効な手段が

あり、幅広い利用が期待

されます。なお、生産上の機密保持が必要な場合は、その対処を願う次第です。

５．設備に強い人づくり

（１）設備に強い人づくり

ここまで、記載した内容は、筆者が設備故障・不良ゼロ対策を目的として進め

る皆様の共に進めてきた内容です。この過程で、体験を通して『設備に強い強い

人づくり』が行われていったわけでしたが、さらに、その活動を進め、手づくり

で企業ノウハウを蓄積した自動機の製作や、新設備を導入、さらに、時代の変化

と共に入れ替える際、設備専門家が行う検討段階に現場関係者をデザイン・イン

の形で参画させたいという例があったので、筆者が行い、成果を得てきた『設備

に強い人づくり』を集中的に行ってきた例を紹介することにします。

方式１：改善班体制で教育：設備保全部門長の直属で推進する方式

アウトプット（単なる知識付与でなく、活動して得る成果）を事前設定した後、

OJT で進める。なお、内容は公開して公募する方式を運用。期間は３～６ヶ月、

テーマも事前に定めて活動、もとの職場へは返さず、多能化も進める方式。対象

は班長クラス（次期、職場長候補を対象に人材育成を進める）。主な目的は、設

備関連の項目に加えて、各種の分析と改善手法の投入を図る対策、

（1） IE 教育：要素分割と時間分析をベースに、設備の修理、点検、段取り、

修理作業を工程分析＋時間分析を進め、各種ノウハウや勘・コツに関する要点

把握～マニュアル化を進める。

あるトラブル対策へ展開例

図１１ 電気面の故障や点検を容易にする
「見える化」対策の例

電気的トラブル対策の要点
修理のプロの頭の中を分析すると

ひとつのプログラム構造がある。

そこで、その内容を~「見える化」

対策へ展開

基本は工程分析

処理

判別

YES／NOの判別

問題の実状をつかむ

指示に従って
やってみる

判別する

わかった
事 実

思
考
の
標
準
化

形
態
を
把
握

応用
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（2）QC 教育：事実で問題をとらえ、故障と原因の関連を図化～メカニズム解

析する力をつけ、故障ゼロへの一助、並びに、弱点分析を通して、現場におけ

る作業者サイドで自主管理が可能な内容を把握～点検強化へつなげる。

（3）VE 教育：同じ機能を持つ設備の機構の把握と評価を基礎として学ぶと同

時に、改善アイデア創出の実務を通して高める。

（4） 溶接・加工・油圧・空圧・電気技術の習得：簡単な改善～設備の機構（原

理）の理解～各種の修理や改善を具体化するための基礎技術の実例を活用し

ながら習得する。

（5）安全教育：新たな仕事の習得に対し、必須事項として、④の習得と共に進

める内容。

（6） その他：IT や先輩談など。

当初、この研修構成を筆者がプロモートしましたが、（1）～（3）は指導を

担当。（4）と（5）は、個々にその道のベテラン達を講師として、共に実習を

受けた経験を持ちます。

方式２：設備保全部門に短期期間に投入、設備の自主保全を学ぶ

自主保全の基本知識を短期に習得する。期間は専従で 1 ヶ月程度

（1）点検の理由と基本、設備の機構と弱点分析～故障メカニズムと保全の実務

（2）簡単な改善が自主的にできる内容として、分解・組立、溶接、旋盤加工な

どを習得する。

（3）保全・点検マニュアルの見直しの改善、各種保全資料の見える化対策の実   

務を行う。

方式３：現場管理者教育

自職場の設備に関するメンテナンスの要点を把握して、自主管理の指導と体

制運用の要点を学ぶ、同時に、簡単な故障解析技術も習得し、職場のリーダーと

して、1 つの成功例を部下に示した後、故障ゼロ～巡視時に早期問題発見を図る

活動への一助とする。１～2 週間程度の専従留学教育を数回行う。

（1）点検の意義と基本、保全のべからず技術と問題の予知・予防技術の習得

（2）簡単な部品交換、修理技術実習。リミットスイッチ、空圧・油圧・電気の

要点～作動油などの点検～点検簿の見直しと、清掃点検を実務で経験した後、

改善内容を提示して専門部署と相談へ

（3）設備５S、信頼性工学の一部を学び、点検～部品寿命延長対策へつなげる。

（4）10 分間教育資料を作成して、部下育成～自主保全の実務指導に当たる環境

整備を図る。

（5） 部下育成レベルの設定～部下育成・レベル評価を行い、故障ゼロ生産のス

ケジュールと体制強化を具体化する（実行計画書を策定し、実行へ移す）。

方式４：その他、適宜、適任者を選定して、目的とアウトプットを工場で決め、
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集中教育を多能化と共に進める（主に方式３経験者を主体とした）。

（1）設備保全強化専門教育：外部機関、メーカーへ留学して資格習得と共に

  専門技術の習得を図る。

（2）外部ケーカーを招待した集中教育：IT、油圧～電気など、外部講師を

  招き、集中的に保全や改善～専門技術を学ぶ。

（3）長期設備専門技術習得：数ヶ月、高度技術習得のため、外部へ人を

  留学させて新技術習得を図る対策。

（4）その他、休日停止を利用した、現場関係者全員を取り込んだ繰り返し教育

（２）メンテナンスがビジネスへ

過去、栄華を誇ったローマが衰退した大きな要因のひとつに、張り巡らせた水

道の水路で嵩んだメンテナンス経費問題がありました。これに似た形で、現在、

日本は橋梁や道路などの

老朽化対策に直面してい

ます。これに対し、図 12
は、その対策を支援した

ベンチャー企業の活動で

す。この企業は旧・餘部鉄

橋のメンテナンスで培っ

てきたノウハウをデータ

ーベース化して、他の橋

梁の寿命延長支援を行い、

成果を挙げてきました。

そのノウハウは既に、千

葉のいすみ鉄道で、かつ

て、膨大な老朽橋梁と線路を安価なメンテナンスでカバーし、赤字路線だったロ

ーカル鉄道を儲かる路線に変革させたキッカケをつくりました。

おわりに

本書はスピーディーかつ早期に故障・不良ゼロ生産を進める実務を展開して

行く手順と要件を、筆者の泥臭いが実務的な体験と共にまとめました。この問題

をお持ちの皆様に、本書が多少とも手助けになれば幸いです。       

                     令和・元年 9 月吉日

                   QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

図１２ 橋・高速道路の橋梁メンテナンス

・ベンチャー企業の取り組み（事例）

ベンチャーのノウハウ体系化
『橋守りカルテ』、『損傷予測システム』

『橋・橋梁診断法』など

点検・整備

ノウハウ
解析

聴
取

ＤＢ化伝承可能体系構築

検査法 診断法 点検法 補修法

自治体などを通して新事業として全国へ展開をＰＲ

ライセンス
契約

点検
修理

進展

点検・修理の

効率化

新しい
技術や開発内容蓄積

フィードバック
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