特集 『海外進出企業の品質管理教育実施上の課題と今後の方向性』

JSQC賛助会員の調査結果と今後の
方向性
立林 和夫
JSQC sub-committee for Global Quality Control Education (GQE) investigated the diﬃculties
and the problems when Japanese companies educate their employee for quality control at their
foreign site. 25 companies including Toyota and Panasonic and one educational institution
answered to our questionnaire.
This paper shows those diﬃculties, problems, common requirements and GQEʼ
s proposal.

産拠点を展開している 88社に電子メールで回答を依

１．はじめに

頼し，結果として 25社＋1機関から回答をいただい
た．複雑な調査に対して詳細な回答をいただいた以下

海外に開発・生産拠点を展開する日本企業の「現地
従業員に対する品質管理教育の課題」の例は，ここま

の企業・機関には厚く御礼を申し上げる．
［回答企業］25社(50音順)

での４社の報告で垣間見えるが，研究会メンバー企業

アイシン AW ，アイシン精機，アイシン高丘，ア

の固有の課題ではなく，企業共通の課題を探る必要が

イホン，アルプス電気，鹿島建設，コマツ，サンデ

ある．そこで，グローバル品質管理教育研究会(GQE)

ン，ジーシー，島津製作所，帝人，東海理化，トヨタ

では，2013年 10月〜11月に，JSQC 賛助会員に対し

自動車，トヨタ車体，トヨタ東日本，日産自動車，日

て広範囲にアンケート調査を行った．

本碍子，パナソニック，日立オートモーティブ，ブラ

調査結果のまとめ方などついては GQE で議論を重
ねた．本項では，調査結果をまとめた「海外進出企業
の品質管理実施上の課題」，そして課題からまとめた
「グローバルな品質管理教育に共通する要求事項」
，さ
らには調査結果と要求事項からまとめた「今後の方向
性と GQE からの提案」を報告する．

２．JSQC 賛助会員へのアンケート調査

ザー，ぺんてる，ホンダ，矢崎総業，リコー，リコ
ー・インダストリー
［調査協力機関］１機関
中部品質管理協会
中部品質管理協会からは，同協会の会員企業に対す
る同主旨の調査結果をいただいた．
2．
3 調査内容と回答用紙
調査内容，回答用紙は GQE で数回の会合をかけて

2．
1 調査期間

議論し，次のようなものとした．

2013年７月〜９月に調査内容，調査対象．調査方

① 調査内容

法などの検討を行い，2013年 10月〜11月に調査した．

⒜ 教育対象に関して
現地経営層，管理者層，監督者層，技術者・スタッ

2．
2 調査対象企業と回答企業

フ，ワーカー，日本人支援者など．

JSQC 賛助会員企業約 160社の中で海外に開発・生

⒝ 教育システムに関して
教育体系，教材，講師，通訳，言語など．
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⒞ 教育内容に関して
5S，会社方針，品質管理の重要性，品質管理の考
え方，工程管理点，作業方法，改善の仕方，QC 七つ
品
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道具，統計的方法，労務管理など．

品質管理教育を実施しているが，それでも十分に

⒟ 教育時期に関して

教育ができていないとしている．当然，一社あた

現地拠点立ち上げまでの準備期，立ち上げから安定
生産までの時期，品種や量の展開期，現在など．

りの工数・費用には限度があるが，企業間の協力
や公的資金の利用などは見られない．

⒠ 阻害要因や課題に関して
国情(日本との歴史的関係，国民性，教育レベル，
社会インフラほか)，日本側の考え方，費用，工数，

５．海外拠点での品質管理教育の「要求事
項」

支援者の力量など苦戦した点．
② 回答用紙

表・２の整理された問題・課題をもとに，海外での

回答用紙は，時期を横軸に，教育対象者・教育内容

品質管理教育にどのような共通の「要求事項」がある

などを縦軸にとったマトリクス(Microsoft EXCEL)

かを検討し，それを整理したものが表・３である．

とした．複雑な回答を要求していることから，詳細な

表・３は階層別の教育対象者ごとに，特に立ち上げ準

記入要領と記入例を添付した．記入要領の中では，今

備期と生産開始期に，どのような教育をどのような方

回な調査は品質管理教育の詳細な状況に関するもので

法で行うのがよいかを示している．表中，■で示した

はなく，問題や課題を把握するのが目的であることを

項目は望ましい項目，□で示した項目は拠点の位置づ

明記した．

けにより選択する項目である．

３．調査結果
3．
1 生の回答

６．今後の方向性と提案
表・２の整理した問題・課題リスト，表・３の海外

まず，得られた生の回答の一部を表・１に示す．生

拠点での品質管理教育の共通要求事項をもとに，今後

の回答はさまざまな用語が用いられているうえ，１つ

GQE と本学会がとるべき方向性，さらには学会理事

の文に２つ以上の内容が書かれていることから，混沌

会への提案を検討した．

としており整理する必要があった．

① 今回の調査結果は回答企業が 25社と少ないため，
業態による違い・進出地域による違い，企業の性

3．
2 ツリー状に整理した調査結果

格による違いなどの分析はできていない．また，

表・１の生の回答の内容のキーワードを抽出し，ツ

学会賛助会員は大企業中心であり，中小企業では

リー状に整理をしたのが表・２である．表・２は何に
関する課題なのかによって分類してある．海外拠点で
の品質管理教育にどんな困難が伴うのかを広く知らせ
ることも GQE の目的のひとつなので，紙数の増加を
厭わず全内容を示す．ぜひ熟読願いたい．

異なる可能性がある．調査範囲の拡大の検討を行う．
② 部品を供給する現地企業に関する調査の必要性を
検討する．
③ 今回得られた調査結果を学会 HP などで公開し，
海外拠点での品質管理教育にはこのような問題や
課題があると，広く日本企業に認知を促す．特に，

４．調査結果をまとめる過程での感想

これから海外進出を計画している企業の参考とする．
④ 整理した「要求項目」を海外拠点での品質管理教

調査結果をまとめる過程で，以下のような感想をも
った．これらは解決策を検討するうえでのヒントにも

育に関するガイドラインとして公開する．
⑤ ワーカー・レベルの品質管理教育に QC サークル

なると感じた．

活動が有効であることから，日系企業を含めた地

① 各企業とも海外進出するにあたり，かなりの準備

域サークル発表大会の開催を ANQ に働きかける．

を行ったと思われるが，それでもこれだけ多くの

⑥ 以下の項目に関する企業間協力を提案し，日科技

困難を経験している．これは，準備が各社内の努

連・日 本 規 格 協 会・中 品 協・HIDA・JETRO に

力にとどまり，先人(他企業)の経験・ノウハウ・

その調整を依頼する．

情報を利用できる機会があまりないことがひとつ

⑴ 企業共通教材の共同開発，現地語翻訳の共同実施

の原因と思われる．

⑵ 現地人講師の養成

② 各企業ともかなりの工数・費用をかけて現地での
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⑶ 相談窓口の設置
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表・１
分類
教育効果
教育効果
教育効果
教育体系
教育体系
教育体系
教育対象
教育対象
教材
教材

企業名
A社
B社
C社
D社
E社
F社
G社
H社
C社
H社

時期
共通
定着期
定着期
共通
発展期
発展期
共通
共通
共通
共通

生の回答例(一部抜出)

問題点・課題
研修成果が現場の品質向上にどのように貢献しているかを見える化するのが難しい
OFF‑JT 研修の経営効果の評価が難しい
社員の受講履歴はわかるが，理解度や力量を把握するのが難しい
各種 QC 手法に関して，日本流ものづくりに必要なものと現地作業者に必要なものを整理してほしい
体系的な教育が確立できていない
高い退社率(ワーカー〜部長クラス)に対応する管理者育成の教育プログラムがない
従業員はパート，アルバイトが多く，この層の教育が難しい．スキルアップよりもスキル維持で精一杯
現地トップ，現地スタッフの理解が重要で，拠点によるばらつきが大きい
現地語のテキストが必要だが，拠点が多いため言語も多く，テキスト作成が追いつかない
現地人にわかりやすい教材が不足．現地での成功事例と失敗事例が紹介されたものがほしい

表・２

ツリー型に整理した問題・課題

は立ち上げ期
教育成果

教育の成果把握が困難 ⑶

教育実施

教育実施の遅れ

教育体系の未整備
教育体系

は生産開始期

は発展期以降

経営成果への反映
受講者の力量把握
生産・採算性の優先 ⑶
階層別の教育プログラム ⑶
★海外拠点の位置づけ
管理者・監督者育成の教育プログラム ⑷
日本的ものづくりの基本的考え方
現地に必要な基本的 QC 手法
国内レベル品質を保証する教育内容
ビジョン達成に向けた能力育成
リーンな生産の達成
拠点間の教育の一貫性
拠点間の教育内容のばらつき
現地サプライヤー教育
日本に来る現地技術者向け外部教育
現地人による現地人教育
現地人講師の養成

拠点独自の教育
来日機会減少によるモチベーション低下
生産立ち上がり後の教育の停滞
現地仕入れ先の教育の遅れ ⑶
パート，アルバイトの教育に苦戦
雇用はパート・アルバイトが多い
計画的な人材育成の欠如
現地トップ・スタッフの理解が重要
現地トップの理解が品質レベルを左右
生産立ち上げまでの基盤・体制作り不十分 生産立ち上げまでの階層別教育
組織拡大による管理・監督者のばらつき 昇進者の増加に教育が対応不能
地域拡大による昇進の速さ
品質向上の追究心の不足
全階層に対する教育
階層別教育の実施
研修対象者のガイドラインと実際の違い
5S・小集団改善活動の現地推進体制
現地主体教育と本社の支援体制の構築
現地による教育の計画・実施の困難さ
品質管理の基本的考え方・方法 ⑸
日本での教育内容の持ち込み ⑵
なぜそうするかなどの説明 ⑵
教育内容が現地レベルに未対応
立上げ時の監督者教育
立上げ時の新人ワーカの教育
トップへの品質経営の考え方の教育
社会の品質要求変化に対応した品質意識
品質情報システムの書き方の教育不足
図面の書き方の日本と現地の違い
現地語の教材
成功例や失敗例の説明 ⑵
現地人にわかりやすい教材
なぜの説明
ビジュアルなビデオ教材
現地向け教材の不足
品質管理の有効性の説明
現地向け標準的教材
基本教育(QCサークル・N 7・SQC基礎)
現地語と日本語の併記
英語を理解できる現地人は少数
現地人とのコミュニケーションに苦戦 ⑶ 現地語を話せる日本人出向者の不足
生産・品質管理を理解した通訳の不足
現地語マニュアル整備で苦戦
現場を理解した現地人でないとマニュア
ル改定は困難
ソフトウェア品質の現地語での定義に苦労
教育レベル維持で背一杯 ⑶
教育対象

教育体制

教育内容

教材

言語

/

品

質

Vol. 45, No. 1

現地人講師の不足
講師
・出向者

日本人による長期支援の必要性 ⑸
日本人支援者のばらつき ⑸
日本人講師の不足
日本人講師の離職後の後釜不足
高離職率による継続教育の必要性 ⑻
法規制関連の情報入手困難性 ⑶

国民性の違い

国情

現地講師のレベル・ばらつき ⑼
現地講師の育成不足
育成した現地講師の現場経験不足
現地講師離職による再養成 ⑵
現地人講師・リーダの育成の遅れ
日本人支援者の全体知識

日本式管理への拒否感 ⑶
品質管理意識の違い ⑶
スピード感の違い ⑵
ルール遵守意識の低さ ⑵
教育レベルの違い ⑵
教育管理に対する積極性のばらつき ⑵
文化・人種・宗教による生活意識の違い
「自分の非は認めない」国民性
講師として教えるのが苦手な現地人

日本側の現地風土・文化の認識不足
異文化間コミュニケーションの困難さ
不買運動などによる生産活動阻害
現地での重大災害被災
現地調達部品の低品質による受入検査の
負荷
計測器などの現地調達の困難性
短期雇用による再教育(業界固有)
問題点の真因追究，因果連鎖の弱さ ⑵
現地での管理・改善が進展せず
実践

人材確保
組織体制

日本側
スタッフ

費用・工
数

民族性，言語の壁 ⑵
日本との考え方の違い(職務分掌，情
報所有など)
再発防止・未然防止の考え方

現地管理者の目標設定の根拠の曖昧さ
品質管理の実施・維持の確認の不徹底
活動が遅れると後から計画を修正
品質管理・問題解決を指導できる現地
管理者が不足 ⑵

品質の維持・改善の自力での実践 ⑷
品質マネジメントシステム(QMS)の運
用遅れ ⑶
現地トップの生産性向上優先
SQC の理解と実施力，実践の定着 ⑵
品質管理活動の停滞 ⑵
現地でのマンネリ化
現地での管理者・監督者の確保に苦労
現地ワーカーの確保に苦労
日本人中心のしくみ運営
品質管理・安全・現地国情・民族性 ⑵
日本人出向者の知識・スキル教育の不足 ⑸ 立ち上げ時の業務・日常管理
現地語の話せる日本人出向者
世界レベル品質確保のためのアイデア
グローバルに事業を展開できる日本人ス
タッフの不足
次の現地工場長の候補人材の不足
日本人経営者への現地での品質管理の困
難さの認識不足
日本から膨大な数の講師・指導者を派 ワーカ，技術者の教育・訓練
遣
現地トレーナーの養成 ⑵
繰り返し教育
忘却・退職者補充への対応
現地部長級・管理監督者を日本で教育
言語，文化，習慣，人種の違い
拠点の数の多さ
教育・訓練の費用・工数が膨大
企業ごとに現地向け教材の作成
★各企業独自の教材・教育
★公共機関(AOTS など)の不使用
トレーニングセンターの立ち上げ ⑵
必要知識・スキルの現地とのすり合わせ
仕組み，制度，手続き，マニュアルな
どを一から作成
拠点間の教育のばらつき
拠点の数の多さ
立ち上げ時は基本教育しかできず
★一社の予算・工数には限度
基本技術教育が全従業員に展開できず
教育費用・日本人講師の工数の不足
★企業間協力の欠如
現地仕入れ先拡大による教育拡大が困難
生産拡大による新人増加への対応
生産金額が少なく固定費の回収が困難
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表・３
教育対象

分類
教材
教育内容

現地経営
者
現地管理
者

講師
実施時期
実施場所
教材
教育内容

現地監督
者
現地班長
現地スタ
ッフ

講師
実施時期
実施場所
教材
教育内容

現地ワー
カ

講師
実施時期
実施場所
教材
教育内容

日本人
支援者
講師
実施時期
実施場所

教材
教育内容
現地講師

/

整理した海外拠点での品質管理教育の要求事項

(■は望ましい項目，□拠点の位置づけにより選択)
立ち上げ準備期・新人受入時
生産開始期間
現地語・英語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自) 現地語・英語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
■社是，方針，行動指針，○○イズム・○○ウェイ
■復習事項
■日本的ものづくりの考え方
■年度方針
■品質・品質管理の重要性
□方針管理
■日常管理・工程管理
■日常管理
■ QC 的考え方(顧客第一・次工程はお客様・品質は □ QC ストーリーによる業務改善
工程で作り込む・事実による管理，ほか)
□ TQM 推進・QC サークル推進
□品質の維持と改善，PDCA，QC ストーリー
□品質マネジメント・システム
□ばらつきの活用による改善
□簡単な QC 手法
□生産工程と作業標準
日本人経営者・日本人管理者
日本人経営者・日本人管理者
立ち上げ準備期
昇進期・ステップアップ
日本の本社または現地工場
現地工場または日本の本社
現地語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
現地語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
■職場の管理と仕事の管理
■復習事項
■日本的ものづくりの考え方
■日常管理
■ 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の重要性
□方針管理
■品質・品質管理の重要性
□ QC サークル推進
■生産工程と管理点
□ QC ストーリーによる業務改善
■日常管理・工程管理
□統計手法の基礎・実験計画法
■標準遵守の重要性
□ TQM 推進・QC サークル推進
■ QC 的考え方(顧客第一・次工程はお客様・品質は □品質マネジメント・システム
工程で作り込む・事実による管理，ほか)
■作業標準・作業方法
■工程異常の報告義務
■安全管理
□トレーナーズ・トレーニング(教え方の訓練)
日本人講師＋通訳
現地人講師・現地人スタッフ
立ち上げ準備期・新人受入期
昇進期・ステップアップ
現地工場・現地トレーニングセンター
現地工場・現地トレーニングセンター
現地語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
現地語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
■就業規則遵守・時間厳守
■ 5S の重要性
■ 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)
■お客の満足，品質・品質管理の重要性
■お客の満足，品質・品質管理の重要性
■標準遵守の重要性
■ものづくりの基本的考え方
□品質の維持と改善
■品質と標準遵守
□改善と PDCA
□ QC 的考え方(顧客第一・次工程はお客様・品質は □ QC サークルとは
工程で作り込む・事実による管理，ほか)
□ばらつきの活用による品質改善
■作業標準・作業方法
□簡単な QC 手法
■工程異常の報告義務
□日常管理と点検
現地人講師・日本人支援者
現地人講師・現地人監督者
立ち上げ準備期・新規採用時・欠員補充時
ステップアップ
現地工場・現地トレーニングセンター
現地工場・現地トレーニングセンター
日本語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
日本語テキスト・VTR(共通教材＋企業独自)
■当該国の簡単な歴史・地理
■左記内容・復習事項
■当該国の宗教・民族性・習慣・法規制
□ TQM 推進，QC サークル推進
■日本に対する国民感情
□ QC ストーリーによる業務改善
■日本的ものづくりの基本的考え方
■品質管理の基本
■ QC 七つ道具など簡単な統計手法
■トレーナーズ・トレーニング(教え方の訓練)
日本人支援経験者
日本人支援経験者
立ち上げ準備期・渡航前
渡航前
□日本の本社
□日本の本社
□日本国内の工場
□日本国内の工場
□各自の職場(E ラーニング)
□各自の職場(E ラーニング)
現地語・日本語テキスト・VTR
現地語・日本語テキスト・VTR
□日本語(半年〜１年)
■左記内容・復習事項
■日本的ものづくりの考え方
□品質の維持と改善
■ 5S の重要性
□改善と PDCA
■品質・品質管理の重要性
□ QC サークルとは
■生産工程と管理点
□ばらつきの活用による品質改善

品

質

Vol. 45, No. 1

教育内容

現地講師

講師
実施時期
実施場所

教材
教育内容

通訳

講師
実施時期
実施場所

目的

現地教育
の費用・
工数削減

OD A の
活用
相談窓口
の設置

■日常管理・工程管理
■標準遵守の重要性
■ QC 的考え方(顧客第一・次工程はお客様・品質は
工程で作り込む・事実による管理，ほか)
■作業標準・作業方法
■工程異常の報告義務
■安全管理
□トレーナーズ・トレーニング(教え方の訓練)
□日本人講師
□ E ラーニング
立ち上げ準備期・新規採用時
□日本の本社
□日本国内の工場
□現地の職場(E ラーニング)
現地語・日本語テキスト・VTR
■日本的ものづくりの考え方
■ 5S の重要性
■品質・品質管理の重要性
■生産工程と管理点
■日常管理・工程管理
■標準遵守の重要性
■ QC 的考え方(顧客第一・次工程はお客様・品質は
工程で作り込む・事実による管理，ほか)
■作業標準・作業方法
■工程異常の報告義務
■安全管理
(用語と概念を中心に)

□日本人講師・日本人支援者
□ E ラーニング
立ち上げ準備期・新規採用時
□日本の本社
□日本国内の工場
□現地の職場(E ラーニング)

□ QC 七つ道具
□基本的統計手法(相関・回帰・検定)
□実験計画法
□パラメータ設計
□重回帰分析
□日常管理と点検
□ TQM 推進・QC サークル推進
□品質マネジメント・システム
□日本人講師
□ E ラーニング
生産開始後・ステップアップ
□日本の本社
□日本国内の工場
□現地の職場(E ラーニング)
現地語・日本語テキスト・VTR
■左記内容・復習事項
□品質の維持と改善
□改善と PDCA
□ QC サークルとは
□ばらつきの活用による品質改善
□ QC 七つ道具
□基本的統計手法(相関・回帰・検定)
□実験計画法
□パラメータ設計
□重回帰分析
□日常管理と点検
□ TQM 推進・QC サークル推進
□品質マネジメント・システム
(用語と概念を中心に)
□現地人講師・現地人スタッフ
□ E ラーニング
生産開始後・ステップアップ
□日本の本社
□日本国内の工場
□現地の職場(E ラーニング)

経費・工数に関する要求事項
立ち上げ準備期・新人受入時
①企業共通教材と企業特有教材の分離
②企業共通教材の現地語化
教材作成
①企業共同による作成
②企業共同による現地語翻訳
講師
①企業共通の現地人講師(現地人コンサル)
②各企業の現地人講師の企業間融通
③ HIDA 同窓会の活用
講師育成
①企業ごとの育成 企業間融通
②企業間の共同育成
③公的機関(HIDA ほか)の利用
支援者養成 ①公的機関(HIDA ほか)の利用
実施場所
①各企業の拠点
②企業所属トレーニングセンターの融通利用
教材
①教材の現地語化(翻訳)
講師育成
②企業共通の現地人講師の育成
③日本人コンサルの派遣
全体
①日本規格協会・日科技連・JETRO などに有料相談窓口を設置
②各社の経験・情報を集約
③海外進出を計画する企業にアドバイス
分類
教材

生産開始期間
同左
同左
同左

同左

同左
同左
同左

同左

⑦ 上記⑥の項目に対する公的資金(ODA)の導入を提
案し，経産省などに依頼する．

７．まとめ

上記⑤〜⑦の提案は，理事会での検討を期待したい．
海外拠点での品質管理教育に伴う困難を報告した．
今後は上記①〜⑦の実現に向けて活動する予定である．
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