
アメリカの再生化

唐津

5 月 11 日のビジネスウィーク誌に， 日本式の労

使関係が，アメリカの企業に入ってきているとい

う意味の特集記事がのせられていた.これまでア

メリカの労働者は，機械のように扱われていた.

これに対し，現場にQCサークルのような自主管

理活動をもち込むことによって，企業への参加意

識を高め，人聞が機械としてではなく，その創意

と工夫で、企業へ貢献する.これはもちろんモラー

ルの向上にもなり，甚だ結果がよい.

このような内容で，それを推進している幾人か

のアメリカ人の名前と，その仕事の内容とが特集

という形で紹介されていた.

アメリカのQCサークル活動が本格的にスター

卜したのは， ロッキード航空会社からライカ一氏

たちが日本に来た1972年頃からだったと記憶する

が，マスコミがとりあげ広く伝えられるようにな

ったのは，一昨年頃からのことである.特に昨年

NBC 放送網が 1 時間半にわたって放送した“If

]apan can, Why can't we" という特集番組で

は，アメリカの生産性の低下に対し， 日本が実に

うまくやっていることを伝えたが，その 1 時間半

は，始めから終りまで，日本の品質管理の紹介だ

った.それ以来，日本の品質管理に対する海外の

関心が急速に高まり，フィーパーとも言うべきブ

ームとなった.まったく押すな押すな，とはこの

からつはじめ松下通信工業紛
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ことである.日本側の受け入れの窓口になってい

る日本科学技術連盟では，昨年から今年にかけて

約 490 チーム受け入れたというのだから，普通で

はない.

これらの視察結果が，どのような形で実を結ぶ

かは，これからの問題であるから，何とも言えな

いが，すでに， QCを導入している企業，または

日本式のQCサークルを具体化することに成功し

ている現場が，少なからずある.また逆に，日本

圏内の企業で行なわれている QC 活動， QCサー

クルがすべて成功しているわけでもない.どのよ

うなことでもバラツキがあるのがむしろ当り前で

ある.

今年の春 2 回にわたってアメリカでの講演旅

行を行なったが，そこで日本の会社がすべてうま

くいっているわけではないと言うと，必ずどよめ

きがおきたのは，興味深かった.やはり日本人も

人の子だったか，と安心するわけである.それと

ともに，もっと重要な次のポイントを強調してお

し、た.

1. QC サークルへの誤解

日本のQC というと，必ず引き合いに出される

のが， QCサークルである.このように現場の作

業員が集団で残業手当ももらわずに，復おそくま

で討議をするということは，まったく欧米での常

識外である.意外性があればあるほど有効のよう
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な気がする.そのためあらゆるマスコミにとりあ

げられるようになった.

このように成功するとなると，当然、何かの理屈

もつけたくなる.そこで自主管理活動だとか，理

論といった言葉がもてはやされるようになった.

ビジネスウィークの記事も，主としてこれを労働

者の会社との一体感，勤労意欲の動機づけのひと

つとして，とらえている.

だがしかし， QCサークルは，ただ何人かが集

まって議論したことが成功の原因ではない.関係

者はよくご存じのように，手法をもっていること

が，重要なのである.これをQC の七つ道具など

と呼んでいるが， この道具がモノを言ったこと

を，もっと関係者は主張しておかないと，結局こ

れは日本との文化の差だ，というひと言で片づけ

られるおそれがある.

道具は大切なものである. この 3 月に私は

JETRO の依頼でアメリカを回り，日本のQC の

話をしてきたのだが，どの会場でも，このことを

丁寧に言っておいた.

土屋の環を発見したのは，カ戸リレオ・ガリレー

だが，彼は望遠鏡とし、う道具を手に入れたからこ

そ，発見したのである.いくらガリレオが，良い

目をもっていても望遠鏡という道具なしでは，

土星の環を発見できたはずはない.このように主

張すると，聴衆は初めて，わかったという顔をし

ていた.

2. 教育に始まる

そこで重要なことは，まず教育である.この道

具をよく教え込み，使えるようにするための教育

である.

実際に海外でのQCについての実状を見て回る

と，この教育の成否が，その成功するかどうかの

鍵であることがわかる.日本の場合は仕事外の時

間帯，たとえば土曜にやるということにしても，

その了解さえとりつければ問題ないが，海外，特

に欧米のような契約社会では，それだけでもコト
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である.しかし道具なしではもちろんQCは成功

しない.それに海外ではせっかくこのように教育

しでも，あるレベルに達するとそれをタネにして

他社に転職してしまうという厄介な問題がある.

日本では政府の海外援助活動のひとつとして，

毎年のように海外から人を招いて教育をしてい

る.この場合，こちらとしては，教育を受けた人

々が，帰国すればその環をさらに広げてくれるこ

とを期待するわけだが，帰るとそれを自分のもの

としてしまい込み，これをタネにさらに良い地位

へと転職してしまうというケースが，あとをたた

ない. ロッキード航空会社にQCサークルを導入

したライカ一氏も独立してQCサークルのコンサ

ルタントをやっている.

しかしながら，やはり世の中は次第に変わって

きている.アメリカでも一流企業では，在職年限

が長く，日本に近い雇傭形態をとっているところ

を，いくつでも発見することができる.イースト

マンコダックなどはその代表的な例で，ウェスタ

ーン・エレクトリック， IBM などでも，私が 20

年以上もつきあっている品質管理専門家が，何人

かし、る.彼らと話してみると，日本と同じように

会社を愛し，その仕事自体にほこりと生甲斐とを

感じているのである.

以前に，海外企業でのQCについて座談会をし

たことがあるが，そのときの出席者の共通した意

見は， QC で成功した会社には，必ずその'率引率

になる人がいる.そして，その人柄にも共通点が

ある.それは，非常に感じのよい親分肌で，馬力

があり，人の面倒を実によくみるということだっ

た.

このことは確かであって，どのようなメーカー

でも， QCによって成果をあげている会社ではま

ず，

① トップの方針がしっかりしていて， トップみ

ずからがQCを学んでハッパをかけている.

② リーダーが必ずすばらしい.その人柄が大切

である.
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③ 教育には金をかけていて，使われているテキ

ストはわかりやすさにおいて，日本のそれより

むしろすぐれているものが多い.

④ 労使関係がよく，従業員が協力的である.こ

れは，結果としてそうなったのかも知れない

が， QC の導入と労使関係とは完全に相闘があ

る.

⑤ QCの導入に時間をかけている.やはりイン

スタントでは成功しない.

⑥ 注目すべきことは，マーケットのデータを実

によく握っていることである.なかには過去20

年近くの歴史について，実にこまかく説明して

くれるところもあった.

これらのことを考えると， QC の成功には，ま

ずトップポリシーが必要で、あるということ，次に

はローマは 1 日にしてならずのたとえ通り，長期

的な視点になったうえで，着々と導入に努力した

ところが成功している.

3. 従業員の質

ここでやはり問題になるのは，従業員の質であ

る.昨年あるシンクタンクがアメリカに進出した

日本企業の調査を行なったが，その報告の中で，

民族性のことに言及していた.大体，中国，韓国，

ベトナムといったアジアでも北方系の人たちは実

によく働く，といった意見である.これは下手を

すると，差別問題として受け取られるかも知れな

いが，事実はやはりその通り記述すべきである.

しかしながら一方において次のような話題もあ

る.

南米へ進出した日本企業の中に当初から日本か

ら行った社員はすべて永住ピザをとり，骨をうず

めるつもりで、やっているところがある.これは，

現住民の中にとけ込み，人選が良かったためもあ

っただろうが，とにかくすばらしい成功を収め，

QC も実にうまくいっているという例もあった.

やはりどこに行っても，人は人である.その心

をつかむことさえできれば，日本人の行動様式の
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中から生まれたといわれる QCサークルも，十分

に機能することが，ここで証明されているという

見方もできょう.

4. 変わるアメリカ

この 3 月， ピッツパーグに本社のあるウエステ

ィングハウス社で，話をたのまれて行った.行っ

てみてわかったのだが，これは， トップばかりの

勉強会だった.朝 8 時に集まり，朝食会を皮切り

に，夕方 5 時までパッチリのセミナーだった.日

本なみの猛烈な勉強会である.

そこに招かれたのは，ゼネラルモータースのデ

ィレグターと，テキサス・インスツルメントの副

社長だったが，彼らと話してすぐわかったことは

実に一流の人物を揃えているという印象である.

昼食会でGMの部長が次のように言った.

最近はユニオン(労働組合)も変わった.この

2 月には，なぜロボットを入れないか，とユニオ

ンから要求があった.

そして彼はさらに言葉をつぐ.このままだとア

メリカはズルズルと悪い方に行って，引き返し不

能まで沈んだかも知れない.ところが最近の日本

からのショックのおかげで，ょうやくアメリカも

目覚めた.だからあと数年たてば，日本はアメリ

カの工業の再生化のショックを与えた恩人とし

て，感謝されるだろう.

これは，まさにその通りである.昨年訪れたと

きは，何か言うと多くの反発があったが，今年は，

何を言っても，そうだろう，その通りだ，と実に

素直なのである.人聞は素直になってくると，恐

ろしい.反発しているのは大丈夫である.

いざとなると，欧米には金があるし，技術はあ

る.資源は押えているし，市場も大きい.だから

これが本気になったら大変な実力をもつだろう.

海外のQCについて，いろいろなことが言われ

ているが，私の考えでは，少なくともアメリカで

は，これから日本式のQCのショックは着実に波

及効果をもち，やがては最大のライバルとして，
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登場すると覚悟したほうがよい.

5. おわりに

海外のQC というテーマであったが，もともと

QCの元祖はアメリカのW.A. シューハートおよ

びその流れをくんだ人々である.日本にできて，

アメリカにできないはずはない.日本のQCサー

クルの特異性を言うことは，もうやめたほうがよ

し、.

これからが，本当の正念場が展開する.もちろ

んそのプロセスにはいろいろなタイプがあるだろ

うが，データをもとにしてすべての問題を解決し

ていくという Fact Control の考えかたは，どこ

で、やっても必ず成功する.

これからが，むしろ楽しみである. アメリカ

流，イギリス流など，いよいよ見ものだろう.

TQCjCWQC 特集に当って

小林

Total Quality Control はフィゲンパウムの

提唱したときは全社内の各部署にQCスペシャ

リストを配置して品質管理の徹底をはかるとい

う趣旨であったが，わが国でのQCは全社員に

QC教育を行なって全員でやるQC という形で

進歩してきた.これがわが国における TQCで

あり，これは外国へ紹介するときは Company

Wide Quality Control と言わないとフィゲン

パウムのTQC と混合されるおそれがある.

さて，昨今TQCは一般新聞紙上にもとりあ

げられるようになったが，記事の多くはQC サ

ークルが中心である.もちろんQCサークルは

わが国独自のものであり，製造現場や事務室で

の能率向上，無駄の排除に大きく役立ってお

り， QC活動の中での重要性も高い.

しかし現在のわが国のQCが達した水準でい

えば，基本的な重点は，①方針管理の徹底，②

権限機能責任の明確化と管理標準の設定，③品

質保証体勢の確立，④源流重点管理の指向，⑤

システム的アプローチなどであり，三十数年前

のQCの検査によって品質を保証する段階から

製造工程での品質の作り込みで品質を保証する

ことに努力していた状態から見れば，きわめて

高い段階に到達しつつある.

現在では品質は製造で作り込まれるという段

竜

階をこえ，設計の段階では製造で品質を作り込

むのに最も適切な設計はどうあるべきかを追求

するのが当然であり，またその設計のためにど

のようにしてユーザ}の欲する真の品質をとら

えるか，市場調査と企画の段階で適切な品質の

策定が重点的に追求されている.

また従来から企業内にあった部門聞の壁(セ

クショナリズム)の打破のためには部門聞を横

にわたる各種の機能別委員会(たとえば量管理

委員会，コスト管理委員会，品質委員会など)

が設けられている例が多い.

かくして現在のQCは管理技術としてみたと

き，その精密さを増し，合理性を増してきつつ

あり，これらの成果はQC先進企業における新

製品開発時のみごとな立上りなどに見ることが

できる.

これら QC事情はわれわれOR ワーカーとし

ても大いに関心のあるところであるので，本特

集ではQC界で活躍されている方々のご執筆を

お願いしてQCの現況をレビューすることにし

た.なお戦後30年，われわれは現在の状態に到

達したが，きたるべき30年では何をすべきか，

日本の工業化はどうなるか， 予測の問題はQC

ワーカーのみでなく， OR ワーカーの皆様の力

をもお借りしたいのである.
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