ボッシュ

そして

〇八年度「組革研／定期報告会」特
集・第二弾です。会場には全国から
六十三社九十九人のご出席者が集
いました。三氏の報告と、質疑応
答の内容を抜粋して紹介します。

ボッシュ 加藤直樹 氏

■ 不良率０」を現実のものに
「

策は完了。しかし問題は繰り返

た。毎回、教育を実施すれば対

検査員の再教育になっていまし

員の見逃しとされ、主な対策は

もあるだろう」と、原因は検査

まったのです。自分の 〝
浅さ
〟に

質問されると、答に詰まってし

こはどうなっているのか？」と

ろが、チームリーダーから「こ

できてしまって余裕癪尺。とこ

交差点を一つひとつ見ながら

驚きました。

前のことに。
「あっ、またか。し

くまなく検証し直しました。そ

し発生し、現場ではもう当たり

ようがないなぁ」と流されてい

して深夜、一緒に調査していた

メンバーのある一言を聞いた瞬

たのです。

二〇〇七年二月、私にも組革

たためしがない。「組革研も同

へ行っても持ち帰って活用でき

今までの経験上、どんな講習会

分の知識や考えを一切捨てて、

ていたらだめだ。それまでの自

やＢタイプの仕組みを引きずっ

と仕組みが見えたのです。「Ａ

研参加の機会が巡ってきました。 間、パッと目が開き、ありあり

じようなものだろう。忙しいな

がらりと違う発想で見てこそ、

三菱重工業 上田達也 氏

〝視える化
〟 で組織が変わる

■

か一週間も留守をすると仕事が

本当の仕組みが見えてくる！」
。

聡氏

ますますたまって悪循環だ…」
。

工場でも、一回思い込むと、

松本

生ぬるさは通用しません。いか

いやいやながらの参加だったの

ＪＲ 東日 本 リテ ー ルネ ット

私が所属する機械加工課は栃

に頻度が低い項目でも見逃され

〝対象
〟 を知って、売上げの壁を破る

木工場にあり、ブレーキシステ

です。

そこから離れられなかった自分。

ず、徹底的な現状把握と対策構

思っていたことと現状が違うと、

月間約二十五万台という生産台

穴の中にアルミの切粉が残って

りました。配管を接続するネジ

と一言で簡単に言っても、正直、 け、解決できていない問題があ

「不良率０」でした。
「不良率０」 っ て 毎 月 一 ～ 二 件 発 生 し つ づ

を思い知らされたことです。

ることの難しさとその大切さ」

象に残ったのは、
「現状を把握す

んどん入ってきました。一番印

いろいろなことが体のなかにど

いたのです。

私は、「自分が神様」になって

で、全然わかっていなかった。

す。わかったつもりでいただけ

は全く違う衝撃的な体験の連続。 「おかしい！」と感じていたので

数のなかで、これはまさに奇跡

しまい、次工程・組立課のテス

その項目の中に、長年にわた

的な目標。前人未踏の領域のご

ト段階で発見されていました。

現状把握は工場で散々やって

ステム」の力にも驚きました。

すことで、気付かなかったこと

個と全の闘いをとことん繰り返

機械加工課の最終工程には不

査も自信がありました。Ｍタイ

に気付いたり、新たな考えかた

―

不良頻度の高い項目だけに着

良品流出の防止目的で、目視検

プを担当し、実際、簡単に解明

きたので、Ｓ
目し、パレート図などを作成し

査があります。「見落とすこと

の仕組みの調

チーム作業における「個全シ
とくに思えました。

もに三交代で日夜奮闘。目標は、

ところが、今までの講習会と

ムのアルミ部分の加工を担当し

■

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

築が要求されました。
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て対策を立てる、というような
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加藤直樹
シャーシーシステム事業部
ＨＵ＆ＳＳ製造部機械加工課課長

ています。七十三名の部下とと

伊豆高原

「不良率０」
を
現実のものに

①

どのツールによって、どんな切

ジェクトを結成。どの工程で、

八月に七名の部下と究明プロ

くして切粉が抜けないようにす

ちに仕様変更を施し、隙間をな

いう結論に至ったのです。ただ

かかり残ってしまうのでは」と

粉が抜けるときにネジ部にひっ

は、治具とワークの隙間から切

すべて書き出してから ×
打ちを
行 い ま し た 。 そ の 結 果 、「 原 因

そこに全員で考えられることを

という気持ちで結ばれています。

０を続けたい、絶対に出すまい」

員が喜んでくれました。
「今後も

し得たことを、機械加工課の全

究明プロジェクトの八名が成

ことになったのです。

する全工場で、これを実践する

ある工場のうち、ＡＢＳを製造

ティング」で発表しました。そ

これらの体験を職場で活かし
たい、と思いました。

不具合を、検査員のせいにして

全てを写

って いく 。 「 ×
打ち」によって いてはだめだ。切粉が取り付い
お互いの考えがどんどん深まり、 て し ま う 原 因 が 、 必 ず あ る は

が浮かんできたり、発想が広が

粉が出ているのか？

ると、なんと昨年一〇件あった

これからも部下とともに我々

我々は、機械加工課で発生す

いる切粉を出しているツールを

これにより、ネジ穴に残って

一の機械加工課」を目指してい

世界の模範となる

る全ての不具合に対して本当に

二～三個に絞り込むことができ

してなんと、世界二六〇ちかく

とができました。気がつくと、

真に撮り、全てをボードに貼り

不具合は、今年六月の時点で０

にしかできない方法で生産性を

ネ

きます。

ず。現状を見なおそう。

同じ目標に向かってみんなで団

出して、全員で一覧一望し、現

件。まだ一件も発生していない

上げ、「ボッシュの工場で世界

それにより核心に迫っていくこ

結していたのです。

状の把握に尽力したのです。

のです。

現状把握ができていたか？

ました。さらに工程を書き出し、 たボッシュ全工場の「改善ミー

この成果をドイツで開催され

ジ穴のなかに切粉が残るという

いるうち に、だ んだん と、対象

というこ とを一 晩中繰 り返して

査に行き 、書き 出して 対決する

き出して 対決し 、また 別れて調

したこと を持ち 帰り、 個々に書

んでした 。とこ ろが調 査で発見

しかし○では、曖昧なままでい

気持ちです。なんのトラブルも

そうでしょう、○にしたらいい

キャ ンパ スリ ーダ ー

ときがあります。

た、考え かたが 違って います。

人相が違 うよう に、も のの見か

多すぎませんか、腹のなかは × 『 衆 合 天 才 』 を つ く る こ と で
なのに、上辺で○をつけている。 す。幸い 私たち は一人 ひとりの

起こりません。そういう会議が

それをど れだけ ぶつけ 合わせ、

ない、ど うした らいい か……。

しかし 、天才 はやた らにはい

かにお手 本があ り、納 期・品質・

への迫り かたが 深まっ ていった

い気持ちになってしまうので、

「質問への回答」の中から①

質問 「個全システム」の対決で、

のです。 同時に 「みん なでとも

だめなのです。

―

の仕組み

「衆合天才」を生む

加藤（報告者） Ｓ

と。日本の経済はもはや、どこ

生み出していかねばならないこ

大事なのは、独創的なものを

の勝負どころでしょう。

くか。こ れが、 これか らの組織

闘い合っ て、み んなで 高みに行

る時代ではありません。

コストの 勝負で 生き残 っていけ

考えが深 まって いく実 感があり

にわかっ ていく 」とい う実感が

そ れは

ましたか？

ありました。

「個全システム」で

の調査で 、私は あるメ ンバーと

質問 対決の場面で を
×打つこ
とができ ず、む しろ○ をしたい

◆

ペアを組 んでＭ タイプ を調べま
した。
を把握し ていく ことが できませ

最初に調査に出たときは、現状
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②

