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巷を賑わしている突然の選挙、方向性が見えない

東芝問題、以前にはシャープの問題等にも寂しい思

いをさせられた。問題が顕在化するまでには、どのよう

な経緯があったのかは、外からは見えないが、同様の

問題を繰り返さないためにも検証が必要だと思う。 

最近、最新型スマホに搭載されることが決まった有

機 Ｅ Ｌ に つ い て 、 触 れ る 。 有 機 Ｅ Ｌ (electro- 

luminescence)は、液晶パネルに変わる新しい原理に

よる表示パネルで、液晶パネルと比較すると、バックラ

イト等が不要であり、更にプラスチックを基板として使

えるため、薄くて軽く、そして折り曲げて使用できる。

2008 年頃、SONY が、小型の有機 EL の TV を開発、

その後、日本メーカーは撤退、現在、韓国メーカーの

みが生産している。当時の日本メーカーの判断は、ど

のようなものだったのか、1)積極的な理由と 2)消極的

な理由を考えてみる。1)は、表示パネルは、所詮、人

の目で見るものであり、性能が良くなったところで、付

加価値を生むものではない。体力勝負になる分野に

進むべきではない、というもの。一方 2)は、有機 EL の

量産は、技術的に困難があり、更に将来主流になるか

否か分からないところにリソースを割けない。現在の液

晶パネルでも、当分はビジネスとして成り立つ、という

もの。どちらの理由であっても、現時点では、目に見え

る結果に大きな差はないかもしれない。しかし、内実

は異なるのではないかと思う。1)の場合、すでに付加

価値の高い他の製品にシフトして開発が進んでいる

かもしれない。一方 2)の場合、液晶パネルビジネスの

先細りが明らかになった時点で、次の手を考えても、

選択肢があまりないかもしれない。 

物事の判断は、判断した時点では、差はないが、そ

の判断に至った考え方が、数年後に取り返しのつか

ない差となって現れてくる。今の政治を見て、暗澹たる

気持ちになるのは、私だけではないと思う。 
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ヒューマンエラー 
―ＡＳＱの“ＱｕａｌｉｔｙＰｒｏｇｒｅｓｓ”８月号より― 

 
理事長／西原 美津子 

ASQ CQA/CBA/CHA 

 

はじめに 
 

近年、関心の高いテーマの一つに“ヒューマンエラ

ー”があるが、ＡＳＱの “Quality Progress”の 8 月号

に“ヒューマンエラー”が間違った捉え方をされている

という記事が掲載されていた。筆者の専門である医療

機器の業界では、“ヒューマンエラー”が間違った捉

え方をされることが多いという点は、頻繁に指摘される

ことがあって、「またか」の思いで記事を読んだ。しか

し、そのような認識は、他の業界で見受けることが少

なく、記事の一部からその論点を紹介してみたい。 

要旨：製造工程で発生する欠陥の原因として特定

される“ヒューマンエラー”というのは、往々にして問題

の真の原因を捉えていない。“ヒューマンエラー”とさ

れると、次に必ず作業者の再訓練を柱とした是正処

置となる。これが時間・資源のムダ使いで、真の原因

を“ヒューマンエラー”から“ヒューマンエラーの真の原

因”へ向け替えれば、意義のある生産管理へ変換で

きるのではないか。 

 
誤って捉えられる真の原因 

 
● 欠陥について分析する際、その根本原因として挙

げられる“ヒューマンエラー”は正しく捉えられてい

るとは限らない。その結果、通常、是正処置は「作

業者の再訓練」となるが、問題は、製造欠陥の本

当の原因が特定されて救済につながらない。それ

により、欠陥が再発することになる。 

● 製品欠陥、プロセスギャップ、あるいは、顧客苦情

等の結果、根本原因の分析や調査は適切に実施し

ている組織があるのは、医療機器・医薬品業界のプ

ロとして多く目にしてきた。しかしながら、根本原因

を“ヒューマンエラー”として、十分とは言えない是正

処置となる「再訓練」を実施。そのため、特定された

欠陥に対して、救済策が間違ったものになるというこ

とが繰り返される。 

 
根本原因の分析 

 

医療機器業界に身を置いているプロは、製造現場

で見つかる様々な不適合や欠陥で調査の中心となる

のが「根本原因の分析」だということに習熟している。 
  
医療機器に適用する米連邦政府規制の中に示さ

れた「是正処置及び予防処置」では、製品の欠陥及

び欠陥原因を特定して問題を是正する処置を実施す

ることが、確実なＱＭＳに要求されている。米連邦政

府に登録している製品の設計者や製造施設は、すべ

てこの法規制の要求を満たさなければならない。しか

し、この法規制には、それをどのように実施すべきか

については明記しておらず、また、どれがよくて、どれ

がよくないなど、是正処置・予防処置の方法・手順を

具体的に示しているわけではない。 

 

根本原因調査の最終目標は、是正が実行されれ

ば、欠陥の再発率は許容レベルまで下げられる、ある

いは、ゼロまで落とせるということである。従って、調査

は徹底して実施しなければならない。欠陥の根本原

因が三つ以上ある場合は、大体、真の原因はまだ見

つかっていないから、調査を続ける必要がある。 

 

         
 

分析は、予備的な原因や症状は、残らず検討しな

ければならない。抽出された症状をすべて潰せるよう

な基本的な原因がありはしないか、探らなければなら

ない。“ヒューマンエラー”は、調査を続けなければな

らない数ある症状の一つに過ぎない。 

根本原因とされ易い“ヒューマンエラー” 

品質プロとしての経験から、度々、“ヒューマンエラ

ー”が故障分析の結果で誤って根本原因と特定され

ている組織を見てきた。“ヒューマンエラー”は、発生

した故障の根本理由となるものではないため、将来の

欠陥を予防する救済策にはなり得ないのだ。人間は

誰一人として完璧な者などおらず、常にエラーを犯す

ものであって、製造プロセスは、“ヒューマンエラー”が

起こっても、欠陥が出るのを防げるような強固なもの

でなければならない。また、“ヒューマンエラー”は、期

待変数値でなければならず、確かな製造プロセスとは、

“ヒューマンエラー”を常に最小限に抑えることができ

るものでなければならない。 
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最適な例として目視検査を考える。文献に、検査

員が目視検査を実施する図が描かれているが、その

図ではエラーを防げない。例えば、作業者が周りの

環境や内部で邪魔されるものが分かるか分からない

かによって、真正の欠陥品だと、目視検査の信頼度

は約 85％（疑似欠陥品では 65％）まで落ちる。 

 

あるシステム分析家の研究によれば、本当の欠陥

品の許容レベルは 90％以上になると指摘している。

つまり、多くの場合、作業者の目視検査のエラーレベ

ルは、許容レベルとするのはやめて、多くの組織は、

人が介在するエラーを許容レベルまで下げるために、

目視検査をコンピューター化することになる。 
 

製造の例で真の原因を考える 
 

作業者が製造工程で何がしかのステップを実施す

る例を考える。完全な自動システムを除き、殆どすべ

てのメーカーは、製造工程では一定レベルの作業は

人が介在して実施している。 

電子機械式の複雑な処理装置を製造している医

療機器メーカーで、作業員がメタルチップを透明なチ

ューブの端に取り付け、そのチューブを特定の穴を

通してプレートに差し込み、そのチューブを定位置に

接着。作業員は、チップが確実にチューブに取り付け

ることができて、接着剤がチューブに流れ出ないよう

に、かつ、チップのベースがプレート表面から 2.00 

mm（+-5 ミクロン）になるように、目視用の拡大鏡を通

して自分の作業を点検。作業員は、所定の距離を確

保できるように校正した物差しを使って、乾燥固定具

の上にその組立品を設置。大体、これを 8 時間シフト

で約 240 個作る。 

ある日、この作業員が家で酷い喧嘩をやった後、

作業にくる。この日、この作業員は、頭が完全には自

分の作業の方に集中していない。そのため、8 時間シ

フトでわずか 180 個しか作れない。 

製造ラインの終端部では、次工程に進める前に確

実に必要条件を満たしているか、品質エンジニアが

組立品をすべて精査。普段は、一日当たり作業員の

不良品は 2・3 個。しかし、この日は不良品 17 個で、

かなり増えている。結果、欠陥の原因調査を実施。そ

こで、“ヒューマンエラー”が根本原因とされ、是正処

置は「再訓練」となる。 

このシナリオには問題が二つ。集中力を阻害され

るような内部要因（又は個人的な要因）が 2-3 ある普

通の日、作業員は相当の組立作業をこなし、 作業は 

98％の AQL（合格品質限界）を優に超える。この

AQL レベルを下回ったため、是正処置報告をすると、

“ヒューマンエラー”が根本原因とされる。この場合、

根本原因の調査では 5 Whys 分析でもう一度「なぜそ

れが起こったのか？」と問わねばならない。 

組立作業員の通常作業は AQL 約 99％であり、そ

の者に「再訓練」が役に立つのか？答えは“ノー”で

ある。作業員は自分の作業のやり方は分かっていて、

それをうまくやれている。“ヒューマンエラー”が欠陥

原因に寄与していたとしても、「再訓練」で同じ欠陥の

再発を防ぐことはできない。その作業員は満足な作

業に戻るだろうし、有効性の確認をすれば、AQL は

合格レベルまで戻るだろう。しかし、誰もが「再訓練」

が有効と宣言し、それ以上の処置を提案しない。また、

その作業者が与えられた作業を適切にできる方法を

知っていることを繰り返し証明しているのだから、「再

訓練」でその作業員に新しい何かを教えられることは

ないだろう。従って、その作業員に対して行う「再訓

練」に要する時間はムダとなる。 

二週間のち、同じ作業員は家でまた口論をして、

同じような欠陥を発生させる。とすると、「再訓練」でこ

の再発を防げただろうか？当然、訓練をしていないこ

とが原因で同じ欠陥を発生せしめたのではないから、

防げることはない。より適切に根本原因を究明してい

れば、真の原因（組立品の目視検査と手動での位置

決めに起因する原因）を突き止めていただろう。この

原因は適切な位置決めを確保するための固定具を

使用することで救済できたかもしれない。 

また、計器付きの接着剤の取り出し具を使用するこ

とでも、接着剤を余計に付け過ぎるのを防げることも

あるだろう。作用因子は“ヒューマンエラー”であっても、

特定の工具の使用で加工品の不良率を一定に保つ

ことができるだろう。個人的な集中阻害要因があれば、

作業員は普段より少ない数の組立品しかできないか

もしれないが、その作業員の不良発生率を一定に保

つことができれば、組立品の欠陥率に影響を受けな

いようにできるのではないか。組立作業員が上手く作

業をやっていた日と、急に不良率が落ちた日の間に、 

作業方法には何の変更もなかったのであるから、“ヒ

ューマンエラー”の可能性を除去又は下げるために

固定具を備えれば、（作業の手順はよく分かっている

組立員に）新しい情報を提供することにならないような

「再訓練」をする必要はなくなるであるう。 

このシナリオには、“ヒューマンエラー”のほか、“作

業員に及ぶ集中阻害要因”、 “100%作業員依存の作
(8ﾍﾟｰｼﾞにつづく) 
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品質管理と労働安全衛生管理 
は車の両輪 

 

             会員／岡 四郎 

 
品質マネジメントと安全マネジメント（以下「安全管

理と呼ぶ」）の双方が偏らずにバランスよく管理されて

いるときは、顧客、地域社会等の利害関係者からの

苦情等がなく、限りなく理想的な状態です。この状態

を誰しも望んでいます。しかし、ふとした油断、管理の

不備などで労働災害・事故が発生しますと、奈落の

底に突き落とされ、夜も眠らずに負傷者の救助・病院

への搬送、現状把握、原因究明、関連する行政機関

に対しての連絡・報告、記者会見、対策の検討などな

ど、沢山の業務を抜かりなく迅速に実施しなければな

りません。 
間違っても、“俺は昨夜は一睡もしていない”、“想

定外のことが起きた”などと言い訳にもならないことを

言ってはなりません。 
 

原因究明が実施され監督諸官庁の許可が得られ

るまでは、事故に係った機械、設備などの運転は再

開できず、この間の損失は計り知れません。一方、重

大な法規制違反の疑いが明らかになると関係者の逮

捕、取調べ、起訴、裁判などが待っています。安全が

確保されてはじめて顧客が満足する製品及びサービ

スが提供できるのです。 
 
このような呪縛から逃れる方策としては、品質マネ

ジメントと安全マネジメントを並列して同時に実施する

のが最良と考えられます。これは私の現役時代の経

験から得た経験則、即ち「垂直思考は水平思考の３

乗に比例する」であります。 
安全が確保されて顧客が満足する製品及びサー

ビスの提供ができるマネジメントの基本は、リスクアセ

スメントです。これを次のように品質と安全を同時に実

施します。即ち、 
 

① 製造工程のフローダイヤグラム作成 
② フローダイヤグラムの各ステップの品質リ   
スク、安全リスクの特定を同時に実施 

③ 品質リスク及び安全リスクを同時に評価 
この評価により、品質リスクと安全リスクが

相互作用の関係にある場合と拮抗作用の関係

にある場合が明確になります。 
④ 品質リスク及び安全リスクの対策を創出して

同時に実施 
 

1．品質リスクと安全リスクが相互作用の関係にあ

る場合は創出した対策を実施します。 
2．品質リスクと安全リスクが拮抗作用にある場合

許容可能な安全リスクに見合う対策を実施し、

このために大きくなった品質リスクを小さくする

対策を創出して実施します。 
 
安全リスクの対策は、次の順番で行います。 
 

順位 方法 具体例 
１ 除去・回避 本質安全設計、フェールセー

フ、フールプルーフ、隔離の原

則、停止の原則 
２ 置換え、代

替、置換 
作業方法の変更、無害物質に

変更 
３ 工学的な管

理 
カバー設置、局所排気装置、 

４ 運用管理 手順書、教育、 
５ 個人用保護

具 
手袋、ヘルメット、耳栓、保護メ

ガネ 
 
品質リスクに対する対策は業種で異なり、一般的に

は、次の方法が考えられます。  

労働安全衛生コンサルタントとして指導した事例 
 
中程度の身障者を雇用している謀福祉工場のクラ

フト紙封筒の製造工程では紙詰まりが生じると固定を

一時停止して、詰まった紙を手で取り除き、安全を確

認して再稼動する手順になっています。半年くらい前

から紙詰まりの頻度が徐々に増え始め、操業時間当

たりの生産量が次第に落ちてきました。このため作業

者は作業標準に反して詰まった紙を手で素早く取り

除く早業を考案して操業するようになりました。こうし

て何とか生産量をキープしていましたが、詰まった紙

を取り除くときに手指先の切断事故（労災の対象にな

る重大事故）が発生し、特別安全指導事業所に指定

され、1 年間労働基準監督署の指導を受けることにな

りました。早々に安全マネジメント面の処置としてはカ

ッター部分に覆を設置することで安全管理は一応クリ

アーしました。監督署の厳しい指導からは解放されま

したが、生産量を確保しないと経営に支障が出ること

は明白です。そこで封筒製造機械のメーカーの設計 
(8 ページへつづく) 
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Eron Musk の Email と 
Emotional Intelligence 

 

会員／野林 文彦 
CQA/CQE/CQT/CSSBB 

 
Tesla Model 3 が発売になり、ロケットもちゃんと帰

還着陸するTesla/Space-XのMusk社長。止まらない

成長の中で、2014～15 年は、Fremont の Tesla の自

動車工場はアメリカの州平均より 30-40％高い労災事

故率の発表があり、ここにご紹介するのは、Musk 社

長がこれに向けて社員向けに Emotional Intelligence 

に関して出された e-mail です。 
This Email From Elon Musk to Tesla 

Employees Is a Master Class in Emotional 
Intelligence. 
(https://www.inc.com/justin-bariso/elon-musk-sent-an
-extraordinary-email-to-employees-and-taught-a-majo
r-lesson-in.html) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「私は、言葉で表すほどではないが、社員の皆さん

の安全と幸福を気にかけます。テスラの成功のために

車を生産したり全力を尽くそうとして、誰かが怪我をす

ると、胸が張り裂けそうになります。今後は、すべての

労災は私へ直接報告するようにしました。例外なくで

す。毎週、安全チームと会議をし、怪我をした社員に

は、全員、回復次第、会って話をしたいと思っていま

す。彼らから話を聞いて、改善に必要なことを正確に

理解する為です。その後、生産ラインに行って、彼ら

と同じタスクをやります。 

  当然、これはテスラのすべての管理職がやるべきこ

とです。テスラでは、我々管理職は、安全で快適な白

い巨塔からではなく、現場の最前線で指導するので

す。管理者は自身のこと以上に、常にチームの安全

を優先しなければなりません。」 

非常にシンプルです。記事の表題にあるEmotional 

Intelligenceとは何なのか、Quality Progressで検索す

ると、ありました。 
http://asq.org/quality-progress/2011/07/strategic-
planning/get-in-touch-with-your-emotions.html 
 

  Emotional Intelligence (EL) とは、自分や他者の感
情を認識する能力、自分達を鼓舞し、効果的に感情
を自分や他者の中で操作するもので、生まれつきの
資質はあるものの、Self-awareness, Self-management, 
Social awareness, Relation- ship management の４要
素 を 、 Emotional Intelligence Inventory/Test や
Self-assessment（内省、内観がより適語か）、同僚の
評価等を元に診断し、Self-directed learning（自発学
習）、計画策定、実行、Review で EI を伸長させること
可能とある。 
 

この手法を元に Malcolm Baldrige National Quality 

Award を受賞した企業の例も掲載。Houshin (方針) 

planning をベースに、Top down でない従業員設定の

Goal/Scoreを従業員の実行責任で実行してもらうとあ

る。興味深いのは、これらの Review 段階では、

Alignment よりも Attunement がより良いとされるという

点である。Goal にピンポイントに合わせる Alignment

は大脳新皮質（合理性）に訴えるが、Attunement（同

調）は大脳辺縁系、我々の感情脳に訴える。ここが人

間の動機付けの元となるのだ、の点である。 
 

Musk 氏のこの e-mail は、管理職の責務を明確に

伝達する一方で、現場のラインの人たちに”その部

分”に見事に到達した筈と考えます。 

  こういった実際の現場でのアクションは、時間が非

常に掛かるものの、共感や調和を生み、大いに動機

づけを向上させるものなのだが、これをやろうとする管

理職が殆どいないのだしています。 
 

最後の段落で次のように問いかけている： 

・自分のチームで、今、チャレンジすべき最大のテー

マは何か？ 

・物事をより良くするために自分には何が出来るか？ 
 

これは、稲盛和夫氏の「仲間の為に汗をかいてる

か？」にも繋がるものです。 
  投資家や金融が強いアメリカにおいて、会社のリー
ダーがこれほど生産現場型の明確なメッセージを出
すのだ、というのが自分にとっても驚きでありました。
しかしこれは、何度もピンチを乗り越え、「そんなの無
理だよ」に挑戦し、トラブルがあれば、現場に寝袋寝
泊で、自動車や太陽電池やロケットといった実際のモ
ノで実現しているこの会社のリーダーであるからこそ
得られた視点のような気もします。 

日本企業が伝統的に行って 1 きたと言われるこの

側面を、現在出来ているのかは議論が尽きないと思

いますが、少なくとも自分はこの視点と実践は続けな

ければ、と再認識に至りました。 
 
注：上の英訳は次のサイトの掲載を基に改善：

https://www.businessinsider.jp/post-34512 
 

 

https://www.inc.com/justin-bariso/elon-musk-sent-an-extraordinary-email-to-employees-and-taught-a-major-lesson-in.html
https://www.inc.com/justin-bariso/elon-musk-sent-an-extraordinary-email-to-employees-and-taught-a-major-lesson-in.html
https://www.inc.com/justin-bariso/elon-musk-sent-an-extraordinary-email-to-employees-and-taught-a-major-lesson-in.html
http://asq.org/quality-progress/2011/07/strategic-planning/get-in-touch-with-your-emotions.html
http://asq.org/quality-progress/2011/07/strategic-planning/get-in-touch-with-your-emotions.html
https://www.businessinsider.jp/post-34512
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ISO2015 審査： 雑 感

門田  茂 
会 員／博多分科会 

JAB に認定されている審査機関に登録している審

査員（私もその一人）は、審査機関に要求されている

事項に従って、毎年、所定の制度の下に、審査技能

レベル維持の為の教育を受けています（私の所属機

関では「審査員連絡会」を通して教育を実施）。勿論、

審査手順の統一化の為に制定した「審査要領書」に

基づいて審査を実施しているが、ISO 2015 年版規格

により、その「審査要領書」も変更され、規格対応の教

育も受けて来ています。しかし、ISO 2015年版規格対

応の要領書は非常にわかり辛い内容となっているの

が審査員皆の感想であり、審査機関も明確な要領書

を出せないのが現状のようです。

このような状況において、直近の「連絡会」で経験

したことがあります。ある審査事例２件の審査所見に

ついて、「審査要領書」に基づいて見直しを課題とし

て教育を受けたときのことです。「改善」を求める審査

所見では、筆者の所属機関では、必ず“審査基準”、

“客観的事実”、“審査所見”を要求されています。以

前の規格では、「改善」を求める審査所見では明確な

“審査基準”を出し辛いところがあって、大半の審査

員は明確な“審査基準”を書いて来なかった経緯があ

ります。また、審査員の思いと、組織の了解があれば、

所見として提示できていた経緯もあります。しかし、今

回の「連絡会」では、事例２件の見直し結果は散々な

状況となりました。この結果は、ISO 2015 年版規格が

組織側の判断に任せた箇所が多く、その分、明確な

“審査基準”を示すことが難しく、場合によっては組織

の意向を確認できれば、その意向が“審査基準”に成

り得ることがあるため、それを基に審査結果を書き留

めた審査員の「審査結果報告書」が出されると、判定

委員会からは益々わかり辛い内容となってしまうため

と考えられます。 

このような状況で、過日、本会の「東京研究会」の

再開に向けて小林理事／幹事から「監査員/審査員

のための CQI 力量のフレームワーク」と題した IRCA

審査員・監査員向けに発信された資料が配信されま

した。資料は、東京分科会でのワークショップのテー

マとして回付されたものですが、これを読んで行くうち

に、前述の状況から「改善」に関する記述で非常に感

じるところがありました。次のような部分です。

「フレームワーク」のパート 3「改善」の文中、“組織

のガバナンスを考慮する立場にいるべきであり”、そ

のために、“組織の改善に力を貸すという役割を担っ

ていることを理解し”、“監査員・審査員は変革のため

の主要な作用因子となることができ”、また、“組織の

改善に力を貸すという役割を担っている”、したがって、

“審査員は変革のための主要な作用因子であり”、

“企業に対するその重要性はより認識されるべき”、と

いった内容の記述です。 

審査の現場では“審査はコンサルだよ”とよく言わ

れてきました。組織側も高い審査料を支払っているた

め、その対価を評価します。今回の ISO 2015 年版で、

返上する企業が多い中、踏みとどまって、2015 年版

に移行する組織は、大半はこれまで「改善」は求めて

こなかった建設業などの組織も、多くが、「フレームワ

ーク」のパート 3の「改善」を期待する方向に進むので

はないかと思われます。 

  また、審査機関からは“企業の為になる審査”とも

言われてきましたが、変革のきっかけ（前述の“作用

因子”）となるような「改善」の所見が出せれば、審査

員としても組織側にとっても納得できる審査となり得る

のではないかと思えるようになりました。今回の小林

理事／幹事からの情報により、今後の審査のあり方

に非常に参考になったように思います。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

(☛ 7 ﾍﾟｰｼﾞより)  監査終了後、4 時間強かけて空港に

移動。昨年（2015 年）は一部途切れていた高速道路

がつながっていて、今回は快適に空港に到着。早く

着きすぎてチェックインできずに 2 時間ボケ－と費や

し、去年とは真反対の状況に。パスポートコントロール

を抜けた後、搭乗口の案内を見たが、いつまでたって

も出発案内が表示されず。何やらクチコミで伝わって

いるらしく、待合席の隣の席に座っていたおっちゃん

がゲート番号を教えてくれた。やれやれこれが IT 大

国の現状か・・・。インドはもう満腹です。(完)
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インドで感じたこと

CQA/CHA/CPGP 由田 薫 
会 員／大阪分科会 

2015 年 1 月 25 日（日）関空を飛び立ち、シンガポ

ールで乗り継いでグジャラータ州の州都アーメダバー

ドに 21：50 到着（7 時間+6 時間弱）。水のペットボト

ルをいっぱい詰めた（ペットボトルのウイスキーも）トラ

ンクを持ってホテルへ。当たりは暗くてよくわからず。

時差 3 時間 30 分の国。

翌 26 日はインドの祝日で、打ち合わせ後、市内に。

訪問先の方と社用車で移動。周りはリクシャー（オート

三輪）でいっぱい。ほとんどの交差点には信号がなく、

ドライバーどうしの阿吽の呼吸・アイコンタクトで通行。

牛はマイペースで歩き、ラクダも荷役の一役を担って

いた。寺院では、靴を脱いで参拝（観光）、階段井戸

前の広場にはなぜか犬が横たわって昼寝。アーメダ

バードは、ガンディーゆかりの地で、ガンディー会館

には多くのインド人が訪れていた。 

27日、28日は、車で 30 分ほどの工場を訪問し、品

質監査。オフィスは欧米流で、マネジャークラスは個

室、一般の人はパーティションで区切られたデスクで

執務。基準書、手順書の類はきちんとそろっており、

教育を受けたマネジャークラスがすることには卒がな

いと感じた。化学合成の設備はそこそこ、日本製のろ

過機が使用されていたことには驚いた。

  28 日監査終了後、次の工場のあるアンクレシャー

に車で約 5時間かけて移動。途中 30 分ほど休憩。鉄

道はあるがビジネスでの移動には論外とのこと。高速

道路は片側 3 車線で整備されていた。トラックが結構

走っており、センターレーンを堂々と走っているのでク

ラクションを鳴らして避けさせるか、間をすり抜ける

か・・・。このようなことが頻繁にあり、まるで F1 レース

のサーキットで周回遅れの車を抜くような風景。よく見

るとトラックの後部には“HORN PLEASE”とあり、これ

がインドでは一般的なことと理解。日本では考えられ

ないが、クラクションは鳴らすためにあることを理解。

29 日監査終了後、4 時間強かけて空港に移動。ラ

ッシュアワーの時間帯にさしかかり、ドライバーの腕の

見せ所がしばしば。わき道の疾走、逆走(！！) 、高

速道の料金所での水戸黄門の印籠 （端のゲートで何 

かが記載されている小さな紙切れを見せると開

門！）・・等、助手席の同行者は肝を冷やしていた。

出発 2 時間前に無事空港到着。 

  空港の入り口では軽機関銃を持った兵士がパスポ

ートと航空券をチェック。手続きに時間がかかり、パス

ポートコントロール通過はほぼ搭乗開始時刻。やれ

やれ、やっと禁酒のグジャラート州を出て機内で酒が

飲める。 

1 年後の 2016 年 1 月 24 日（日）再び関空を飛び

立ち、1 時間遅れてシンガポールで乗り継いでグジャ

ラータ州の州都アーメダバードに22：10 到着（7時間

+6 時間弱）。ここまでは昨年とほぼ同じ。仕事で行く

には事前に日本でVISAの取得が必要で、ネット経由

でこまごまとした質問に答えての申請書作成。１年前

と同じ項目を個人個人で作成。書類をインド領事館

の窓口へ提出すると、昨年求められなかった書類が

必要だった。これが、IT 大国のインドがすること？

翌 25 日（月）はインドの祝日（憲法制定の日）で調

整日。TV（ホテルの TVチャンネルで CNN を発見）で

はフランスのオランド大統領が国賓としてひな壇に座

り、ニューデリーでのパレードの様子が流れていた。

軍隊のパレードの最後は空軍の戦闘機が映されたが、

すぐにスモッグの空中に隠れた。PM2.5 は中国に負

けず劣らずで、すさまじい様子だった。 

26日（火）午後車で移動の予定で午前はフリー。街

なかを少し歩いてみた。ホテルを出て 30 分ほどで川

を渡ると何となくスラム街っぽくなってきた。道端で座

っている老女の頭をこまめに娘（おばちゃん）が触っ

ている・・・シラミとり？間違いない。こちらはあまりにも

周囲から浮いてる格好なので、すぐさま来た道をホテ

ルに戻った。

午後 5 時過ぎから車で移動。商社の人（日本＋現

地法人）と運転手を入れて 6 人。荷物が車内に収まり

きらず、天井に簡便に紐でくくりつけて出発。そのまま

4 時間休憩なしで、天井の荷物などにはお構いなし

に高速道路を疾走して無事宿泊先のホテルに荷物と

到着。この後ホテルの部屋で、どこから仕入れたの

か？禁酒の州にあってもビールで乾杯！ 現地法人

の人は何事にも精通している。 

27 日（水）終日、28 日（木）午前は、車で 30 分ほど

の工場を訪問し、品質監査。化学合成のプロセス開

発部隊がいて、エクセレントな精製工程を開発してい

た。基準書、手順書の類はきちんとそろっており、

TRACKWISE という製薬業界では知られたシステムで

変更、逸脱、苦情処理をしていた。すばらしい！！ 
(☚ 6ﾍﾟｰｼﾞへ) 
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４ページからのつづき 

 

を担当した技術者に来てもらい、紙詰り防止のためのガ

イド板等の調整を依頼しました。来られた技術者は流石

に機械の弱点を把握している専門家であり、１日で紙詰

まりが起きない状態に調整し、今後の運転操作、紙詰ま

り解消の骨（要領）を教示してくれ、これで品質マネジメ

ントの対策もできました。 
更にヒヤリハットなどによるモニタリング、発見したヒヤ

リハットは品質リスク及び安全リスクのリスクアセスメントを

同時に行い、リスクの大きさを評価し、それに見合った

対策を創出して実施する作業標準を作成し、作業者の

教育を実施しました。（完） 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 ページからのつづき 
 

業プロセス”など、いくつか問題がある。不良率の高い

確実な根本原因には、メタルチップのベース位置が確

実に合格範囲内に収まるようにするための固定具がな

いということがあり、よりよい是正処置は、“ヒューマンエラ

ー”が起こっても、適切な寸法公差を確保できるような固

定具を取り入れることと言ってもよいかもしれない。 
 

より確かな根本原因は何なのか 
 

上記は一例にすぎないが、この事例が応用できるよう

なシナリオは数限りなくある。“ヒューマンエラー”が製品

やプロセスの欠陥・問題の原因であることが分かった場

合、根本原因の調査では、“5 whys“分析による徹底し

た調査では、「なぜ“ヒューマンエラー”が起こったの

か？」という質問をもう一度繰り返さねばならない。この

問いに応えることで、仮に同じ“ヒューマンエラー”が起こ

ったとしても、その事象の再発を防げるような答えが得ら

れるだろう。真に確たる製造システムとは、「“ヒューマン

エラー”の潜在性が常に存在している中ても良品を生み

出せるシステム」と定義できる。（完） 
 
ASQ 記事の著者 Devin I. McElroy：カリフォルニア州の

Neozene Inc.社の技術・品質部門 Senior Director、氏は

Capella University での博士論文で doctoral candidacy を
取得、ASQ senior member／ASQ-CQA 
 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 

【ISO: 2015―電子書籍の出版】 

 
 
♦ 2017年6月、ISO9001/14001: 2015について解説した当

会の電子著書が発行されました。会員には、事務局で名

前を埋め込んで、無償配信されました。 
 

【研究会活動】 
 
♦ 東京分科会が下記のとおり再開されました。 

日 時：2017 年 9 月 16 日(土)  10:00-16:00 

場 所：東京目黒区 「下目黒住区センター」 

今後は、「食品安全マネジメント」を主要テーマとし、毎月

第 1 又は第 3 日曜日に例会が開催されます。 
 

【対外セミナー】 
 
♦ 化学物質管理者セミナーが下記予定で開催されます。 

日 時：2017 年 11 月 25 日(土)  10:00-18:00 

場 所：東京目黒区 「碑住区センター」 

詳 細：http://www.iqai.org/j07/j07-01.html 
 

 (IQAI 事務局／安岡 均) 
 

  

編集後記 
 

今回は、理事長の西原美津子氏が ISO9001－2015

の 8.5.1－ｇ）に盛り込まれた「ヒューマンエラー」につ

いて、アメリカ品質学会からの記事を紹介して書いて

下さった。また、会員の野林文彦氏が「Eron Musk の

Emall と Emotional Intelligence」と題して、アメリカの労

働安全について寄稿してくれた。稲盛氏は「良い物を

生産しても、労働者の安全が損なわれないこと」と云っ

ている。そのことに通じるのではないか。 

三浦先生の古い時代の当会にいた会員の岡 四郎

氏は、再入会ということになり、「品質管理労働安全衛

生管理は車の両輪」と題して寄稿してくれた。博多の

会員の門田茂氏は「ISO2015 審査：雑感」を寄稿して

くれ、ISO9001 の審査で重要な点として力量と改善と

に感心したということかと思うが、私もそう思った。大阪

会員の由田 薫氏は「インドで感じたこと」を寄稿してく

れた。私の叔父と同じところに行った旅日記であるが、

かつては、中国と同じ人数がいるインド人には、知り合

いが少なからずいる。食堂でカレーを作ってる人もそ

の一人だ。 

(岩佐 允勝) 
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