
日 の々火消し活動から、将来のための火の用心活動へ
クラウド化した品質管理業務で自動車部品メーカーが挑むグローバル最高品質

●品質改善依頼書を手作業（Excel）で作成してメールでやり取りして
いたため、タイムリーな情報共有が難しく、マネジメントによる迅
速な意思決定が困難だった。
●世界各拠点の品質情報が適切に共有されず、情報の検索に時間がか
かったり、既知の問題を繰り返したりしていた。
●市場品質管理室による、各拠点での品質改善活動の進捗把握に時間
と手間がかかっていた。

●常に最新の品質改善情報が可視化され、経営会議においてタイム
リーな決定を下せるようになった。
●品質管理の PDCA が徹底され、改善事例から学んだ標準化情報

(Lesson learnt) を新車開発に適用した予防活動に取り組めるように
なった。
●期限管理、集計、過去事例の検索にかかる工数が、全世界で約4人/

月の工数が削減できた。
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河西工業株式会社

導入背景 導入効果

河西工業株式会社 業種 製造
業種詳細 自動車内装部品の製造・販売及びこれに付帯する事業
導入製品 App Cloud
従業員数 連結 8,548名
活用用途 市場品質管理

　神奈川県高座郡寒川町に本社を置く河西
工業株式会社（以下河西工業と表記）は、
自動車の内装部品の製造・販売を手がける
東証一部上場企業だ。自動車のドアトリム
や天井などの内装部品を、多数の自動車
メーカーにOEM供給している。国内各地は
もとより米国、メキシコ、英国、中国、タイ、
インドネシア、インドなどグローバルに事業
を展開し、2014年度の連結売上は2,000

億円を超える。
　河西工業には「社会の信用を」「企業の

繁栄を」「相互の幸福を」という3つの社訓
がある。同社代表取締役社長の堀浩治氏
はこう語る。「『社会の信用を』をまず意識
しなければなりません。製造業では製品に
問題が起こると、お客様の信用を一気に
失ってしまいます。社会の信用を第一に置
き、高い品質を維持することは非常に重要
な経営課題だと考えています」
　同社は品質向上を見据えたデータ活用の
有益性を理解していたものの、なかなか実
現できていなかったという。「品質に限ら

ず、われわれは『過去のデータを蓄積し、
活用し、次のものに生かす』取り組みを続
けています。特に品質は、製品の不具合情
報とその解決策についての一連のデータを
生かしていくことが極めて重要です。しか
し、その運用には工数がかかり、業務プロ

高まる品質要求、有効活用できていない品質情報

セスを支える情報システムも必要です。そ
れまで当社が行っていた品質情報管理で
は、効率的な進捗確認や、グローバルレベ
ルでの情報共有ができず、改善サイクルの
運用に課題がありました。そんなときにた

またまセールスフォース・ドットコムさんか
ら連絡があったのです。当時Salesforceで
解決できるとは思っていませんでした。関
係ないですよと返事をしたくらいです」（堀
氏）
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代表取締役社長 堀浩治氏。「このシステムで改
善内容と Lesson learnt情報が世界で共有化・
一元管理され、品質向上の一翼を担っていま
す」

市場品質管理室 室長 理事 鈴木祥男氏。「情報
の可視化が実現し、迅速な意思決定が可能に
なりました。予防活動にも取り組めるように
なりました」

品質保証グループ 市場品質管理室 マネー
ジャー 川井田弘一氏。「情報流出のリスクに強
く、世界中の拠点で利用できるグローバルシ
ステムになりました」

　同社の市場品質管理の業務はこうだ。車
を購入したユーザーや修理を担当する
ディーラーから、さまざまな品質情報が、
得意先を経由して世界中から集まってくる。
それらを設計部門や製造部門に確認し、改
善が必要と判断された事案について、品質
改善依頼書を発行して対策を講じていく。
品質改善依頼書には問題の発生状況、調
査結果、対策内容や動画も含めた関連情
報がインプットされていく。
　Salesforce導入前の市場品質管理業務に
ついて、同社品質保証グループ 市場品質
管理室 マネージャーの川井田弘一氏はこの
ように説明する。「それまではExcelで作成
した帳票をメールでやりとりしながら管理を
していました。世界各地に拠点がある中、
複数の案件の進捗を把握するのは本当に大
変な作業でした。あちこちにメールや電話
で連絡をして、今誰がボールを握っている
のか捜しながら進捗状況を確認していたの
です。案件がクローズしたのか滞っている
のか、また得意先への回答期限に間に合う
のかを管理するのはとても大変でした」
　「市場品質というのは、お客様にお使い
いただいて明らかになります。さらに問題へ
の対応が正しかったかどうか判明するのに
も時間がかかります。そして次の製品で同
じことを繰り返してはならない。長い活動に
なりますので、ノウハウをきちんと蓄積し、
かつ同じような事象が過去になかったか、
エンジニアが簡単に検索できないといけな

いのです。しかしExcel では1カ所にまとめ
ておいたとしても、欲しい情報かどうかは一
つずつ中身を確認しなければなりませんでし
た」（川井田氏）
　Excelによる管理の問題について、同社品
質保証グループ 市場品質管理室の佐藤裕
子氏はこう振り返る。「品質管理情報を格
納したファイルの破損や、複数のファイルに
『最終版』と書かれていることによる混乱な
ど、データの保全に課題がありました。ま
た、メールで送るには容量の制限もありま
す。緊急対応のさなか、メールの宛先に担
当者が漏れ、会議で混乱することもありま
した」川井田氏はこれを「火消しが精一杯
で、火の用心の活動まで手が回らなかった
のです」と説明する。
　同社は「火の用心」へ向けた取り組みと
して、市場品質情報の一元管理、共有化を
見据えたシステム導入の検討を開始する。
セールスフォース・ドットコムと打ち合わせ
を重ねるうちに、世界規模でのデータの一
元管理など、当初関係ないと考えていた
Salesforceの利点が見えてきた。製造業、
とりわけ大手自動車メーカーと取引のある、
河西工業のようなサプライヤーにとって立ち
はだかるのが「セキュリティ」の壁だが、
堀氏はこう語る。「クラウドの利用は初めて
です。もともと製造業、サプライヤーは秘
匿性の要求が大変厳しいので、クローズド
管理というのが当たり前だと思っていまし
た。しかしそれでは発展性がないとも考え

たのです」入念な検討を重ね、最終的に多
数の大企業での導入実績やカスタマイズの
しやすさ、多言語対応や各拠点におけるカ
スタマーサポートを考慮して採用の運びと
なった。
　3カ月の開発期間と1カ月のトライアル期
間を経て、2013年7月、日本国内で市場品
質管理システム（Warranty Information 

Notification Global System：WINGS）
の運用が開始された。「従来のExcel帳票に
合わせたレイアウト画面にしたので馴染み
易く入力も便利になりました。今でも項目を
追加するなど少しずつカスタマイズしていま
すが、外部に依頼することなく、社内で対
応できるのが良いですね。業務担当者が迅
速に対処できます」（川井田氏）

「対応」から「予防」へ。「火消し」から「火の用心」へ

　神奈川県高座郡寒川町に本社を置く河西
工業株式会社（以下河西工業と表記）は、
自動車の内装部品の製造・販売を手がける
東証一部上場企業だ。自動車のドアトリム
や天井などの内装部品を、多数の自動車
メーカーにOEM供給している。国内各地は
もとより米国、メキシコ、英国、中国、タイ、
インドネシア、インドなどグローバルに事業
を展開し、2014年度の連結売上は2,000

億円を超える。
　河西工業には「社会の信用を」「企業の

繁栄を」「相互の幸福を」という3つの社訓
がある。同社代表取締役社長の堀浩治氏
はこう語る。「『社会の信用を』をまず意識
しなければなりません。製造業では製品に
問題が起こると、お客様の信用を一気に
失ってしまいます。社会の信用を第一に置
き、高い品質を維持することは非常に重要
な経営課題だと考えています」
　同社は品質向上を見据えたデータ活用の
有益性を理解していたものの、なかなか実
現できていなかったという。「品質に限ら

ず、われわれは『過去のデータを蓄積し、
活用し、次のものに生かす』取り組みを続
けています。特に品質は、製品の不具合情
報とその解決策についての一連のデータを
生かしていくことが極めて重要です。しか
し、その運用には工数がかかり、業務プロ

セスを支える情報システムも必要です。そ
れまで当社が行っていた品質情報管理で
は、効率的な進捗確認や、グローバルレベ
ルでの情報共有ができず、改善サイクルの
運用に課題がありました。そんなときにた

またまセールスフォース・ドットコムさんか
ら連絡があったのです。当時Salesforceで
解決できるとは思っていませんでした。関
係ないですよと返事をしたくらいです」（堀
氏）
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品質保証グループ 市場品質管理室 佐藤裕子
氏。「自ら検索して過去の事例が見られるよう
になったのは、担当者、管理部門双方にとって
メリットです」

　同社の市場品質管理の業務はこうだ。車
を購入したユーザーや修理を担当する
ディーラーから、さまざまな品質情報が、
得意先を経由して世界中から集まってくる。
それらを設計部門や製造部門に確認し、改
善が必要と判断された事案について、品質
改善依頼書を発行して対策を講じていく。
品質改善依頼書には問題の発生状況、調
査結果、対策内容や動画も含めた関連情
報がインプットされていく。
　Salesforce導入前の市場品質管理業務に
ついて、同社品質保証グループ 市場品質
管理室 マネージャーの川井田弘一氏はこの
ように説明する。「それまではExcelで作成
した帳票をメールでやりとりしながら管理を
していました。世界各地に拠点がある中、
複数の案件の進捗を把握するのは本当に大
変な作業でした。あちこちにメールや電話
で連絡をして、今誰がボールを握っている
のか捜しながら進捗状況を確認していたの
です。案件がクローズしたのか滞っている
のか、また得意先への回答期限に間に合う
のかを管理するのはとても大変でした」
　「市場品質というのは、お客様にお使い
いただいて明らかになります。さらに問題へ
の対応が正しかったかどうか判明するのに
も時間がかかります。そして次の製品で同
じことを繰り返してはならない。長い活動に
なりますので、ノウハウをきちんと蓄積し、
かつ同じような事象が過去になかったか、
エンジニアが簡単に検索できないといけな

いのです。しかしExcel では1カ所にまとめ
ておいたとしても、欲しい情報かどうかは一
つずつ中身を確認しなければなりませんでし
た」（川井田氏）
　Excelによる管理の問題について、同社品
質保証グループ 市場品質管理室の佐藤裕
子氏はこう振り返る。「品質管理情報を格
納したファイルの破損や、複数のファイルに
『最終版』と書かれていることによる混乱な
ど、データの保全に課題がありました。ま
た、メールで送るには容量の制限もありま
す。緊急対応のさなか、メールの宛先に担
当者が漏れ、会議で混乱することもありま
した」川井田氏はこれを「火消しが精一杯
で、火の用心の活動まで手が回らなかった
のです」と説明する。
　同社は「火の用心」へ向けた取り組みと
して、市場品質情報の一元管理、共有化を
見据えたシステム導入の検討を開始する。
セールスフォース・ドットコムと打ち合わせ
を重ねるうちに、世界規模でのデータの一
元管理など、当初関係ないと考えていた
Salesforceの利点が見えてきた。製造業、
とりわけ大手自動車メーカーと取引のある、
河西工業のようなサプライヤーにとって立ち
はだかるのが「セキュリティ」の壁だが、
堀氏はこう語る。「クラウドの利用は初めて
です。もともと製造業、サプライヤーは秘
匿性の要求が大変厳しいので、クローズド
管理というのが当たり前だと思っていまし
た。しかしそれでは発展性がないとも考え

たのです」入念な検討を重ね、最終的に多
数の大企業での導入実績やカスタマイズの
しやすさ、多言語対応や各拠点におけるカ
スタマーサポートを考慮して採用の運びと
なった。
　3カ月の開発期間と1カ月のトライアル期
間を経て、2013年7月、日本国内で市場品
質管理システム（Warranty Information 

Notification Global System：WINGS）
の運用が開始された。「従来のExcel帳票に
合わせたレイアウト画面にしたので馴染み
易く入力も便利になりました。今でも項目を
追加するなど少しずつカスタマイズしていま
すが、外部に依頼することなく、社内で対
応できるのが良いですね。業務担当者が迅
速に対処できます」（川井田氏）

　日本での導入から 7カ月後、WINGSは米
国（英語版）、メキシコ（スペイン語版）の
運用が開始される。「日本の本社発信のシス
テムをグローバルで軌道に乗せるのは通常大
変なものですが、Salesforce で開発した
WINGSは、多言語・多通貨対応で、グロー
バルでのサポート体制もあるため、各国で問
題なく活用されています。今後も各拠点に受
け入れられるようにフレキシビリティさを保ち
ながら、統一システムとして運用していきます。
Salesforceでそれが可能となりました」グロー
バル展開について、同社市場品質管理室 室
長で理事の鈴木祥男氏はこう振り返る。
　スムーズな展開のもう 1 つの理由は、
WINGS をクラウド上に開発したことだ。堀

社長は「自社でサーバーを用意・運用する
と初期投資も大きく、手間も時間もかかりま
す。その点クラウドは、ハードウェアを持つ
必要がなく、各国に身軽に展開できます」
と評価する。懸念だったセキュリティに関し
ても「自社サーバーでもセキュリティの不安
はあります、Salesforce は一般企業では出
来ない大規模なセキュリティ対策で常に監
視してくれるので安心です」（川井田氏）さ
らに、「自動でバックアップをとってくれるの
も心強く、災害や停電にも強いシステムにな
りました」（川井田氏）とメリットを説明する。
　3 カ国での運用が始まって約 1 年半で、
製品の品質は改善傾向にあり、各国で得意
先から要求されている目標を達成した。この

間には新車用の新しい部品の供給も開始さ
れたが、問題の発生率は低く抑えられ、
WINGSが品質向上の一翼を担っていると鈴
木氏は振り返る。
　WINGS によって自動化された市場品質管
理業務では、品質改善依頼書が発行される
と、設定されたワークフローに沿って自動的に
関係者にメールが届く。また回答期限が近づ
くと、システムがアラートを出す。担当者とそ
の部門長宛てに直接メールが送られるため、

意識付けが図れるようになった。「今まで品質
改善依頼書の進捗管理に、日本だけでほぼ
一人が専属で担当していました。現在はその
半分以下の時間で、以前より多くの情報を、
より高いレベルで管理できています」（鈴木氏）
　情報がデータベース化され全ての関連情
報が紐付けされ、キーワードで添付ファイル
の中身まで検索してくれるようなったことで、
課題だった検索性も大幅に向上し、手間が
かかっていた問い合わせ対応が改善された。
「同じ部品でこんな事例がありませんでした

か？という照会を受け、その対応だけで 1日
つぶれてしまうスタッフもいました。質問者
自ら検索してスピーディーに過去の改善事例
が見られるようになったのは、双方にとって
大きなメリットです」（佐藤氏）
　WINGS により、品質改善のプロセスを進
めるだけで、自然にデータベースにナレッジ
が蓄積されていく。世界各地のデータを一
元的に検索できるようになった結果、品質
管理業務の生産性はグローバルで劇的に向
上しているのだ。

米国、メキシコでも運用を開始。スムーズなグローバル展開ができた訳とは
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　WINGSは経営的判断にも大きな影響を
もたらした。「堀が議長となって、北米との
品質会議を月に1回行っています。複数の
Excelファイルを元に品質改善状況をアップ
デートしていた従来は、集計に時間を要す
るため、数日前のデータを元に判断せざる
を得ませんでした。今ではリアルタイムに
ダッシュボードが更新され、最新の情報を
簡単に入手できます。品質改善のために費
用や工数がかかることもありますが、さまざ
まな判断材料が数字で示されるため、投資
も含めた、経営層の迅速な意思決定に役
立っています」（鈴木氏）
　同社は、期限管理、集計、過去事例の
検索にかかる工数の削減量を、全世界で約
4人月分と試算している。しかしこのシステ
ムの真価はそれだけではない。改善活動の
データだけでなく、Lesson learnt情報も
データベース化し、予防活動に役立てられ
るようになった。「改善を推進するだけでな
く、その情報を次の製品に生かすことが重

要です。得意先から改善要望があれば速や
かかつ確実に対応するのは当然ですが、次
の製品で同じ問題を繰り返してはなりませ
ん。前回直して学んだ情報に、開発エンジ
ニアが簡単にアクセスして次の製品に生か
す。このような予防活動ができる仕組みが
できたことは大きな前進です」（鈴木氏）
　継続的な改善活動、回答期限の順守が
実を結び、2015年、同社では得意先から
「ベストプラクティス賞」「品質賞」など、品
質に関する賞を受けている。海外でも高品
質の製品を供給し、現地の取引先から「他
のサプライヤー向けに成功事例として講演し
てほしい」と依頼を受けたこともあるという。
　費用対効果について、堀社長はこう語る。
「財務的視点の投資対効果以上に、品質が
向上したことが大きい。改善のPDCAを回
せるようになり、過去の不具合を整理して
次の新しい車にフィードフォワードできるよ
うになったことは何にも代えがたい収穫でし
た。これにより不具合の発生件数は大幅に

減りました。これは金額に換算できません
が、結果として生産性が上がり、品質レベ
ルも上がっています。今回のシステム導入
がその一翼を担っていると考えています」
　同社は今後、中国、タイでの導入を予定
しており、日本発信の市場品質管理システ
ムがさらに世界の各拠点で使われることに
なる。河西工業の品質への追究はこれから
も続いていく。

迅速な意思決定と4人/月の工数削減、予防保全活動の実現

　日本での導入から 7カ月後、WINGSは米
国（英語版）、メキシコ（スペイン語版）の
運用が開始される。「日本の本社発信のシス
テムをグローバルで軌道に乗せるのは通常大
変なものですが、Salesforce で開発した
WINGSは、多言語・多通貨対応で、グロー
バルでのサポート体制もあるため、各国で問
題なく活用されています。今後も各拠点に受
け入れられるようにフレキシビリティさを保ち
ながら、統一システムとして運用していきます。
Salesforceでそれが可能となりました」グロー
バル展開について、同社市場品質管理室 室
長で理事の鈴木祥男氏はこう振り返る。
　スムーズな展開のもう 1 つの理由は、
WINGS をクラウド上に開発したことだ。堀

社長は「自社でサーバーを用意・運用する
と初期投資も大きく、手間も時間もかかりま
す。その点クラウドは、ハードウェアを持つ
必要がなく、各国に身軽に展開できます」
と評価する。懸念だったセキュリティに関し
ても「自社サーバーでもセキュリティの不安
はあります、Salesforce は一般企業では出
来ない大規模なセキュリティ対策で常に監
視してくれるので安心です」（川井田氏）さ
らに、「自動でバックアップをとってくれるの
も心強く、災害や停電にも強いシステムにな
りました」（川井田氏）とメリットを説明する。
　3 カ国での運用が始まって約 1 年半で、
製品の品質は改善傾向にあり、各国で得意
先から要求されている目標を達成した。この

間には新車用の新しい部品の供給も開始さ
れたが、問題の発生率は低く抑えられ、
WINGSが品質向上の一翼を担っていると鈴
木氏は振り返る。
　WINGS によって自動化された市場品質管
理業務では、品質改善依頼書が発行される
と、設定されたワークフローに沿って自動的に
関係者にメールが届く。また回答期限が近づ
くと、システムがアラートを出す。担当者とそ
の部門長宛てに直接メールが送られるため、

意識付けが図れるようになった。「今まで品質
改善依頼書の進捗管理に、日本だけでほぼ
一人が専属で担当していました。現在はその
半分以下の時間で、以前より多くの情報を、
より高いレベルで管理できています」（鈴木氏）
　情報がデータベース化され全ての関連情
報が紐付けされ、キーワードで添付ファイル
の中身まで検索してくれるようなったことで、
課題だった検索性も大幅に向上し、手間が
かかっていた問い合わせ対応が改善された。
「同じ部品でこんな事例がありませんでした

か？という照会を受け、その対応だけで 1日
つぶれてしまうスタッフもいました。質問者
自ら検索してスピーディーに過去の改善事例
が見られるようになったのは、双方にとって
大きなメリットです」（佐藤氏）
　WINGS により、品質改善のプロセスを進
めるだけで、自然にデータベースにナレッジ
が蓄積されていく。世界各地のデータを一
元的に検索できるようになった結果、品質
管理業務の生産性はグローバルで劇的に向
上しているのだ。
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