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はじめに

かつて、IE 改善を進める場合、筆者達は、時計を片手に、紙と鉛筆を用い、

作業を観測しながら記録用紙に記録し、分析～改善を行う方式が一般的でした。

しかし、現在、ビデオと IT ソフトの充実で、この取り組みは大変革しました。

このため、本書では、現場関係者が自ら仕事を改善する方式を中心に、平易でス

ピーディーに進む改善法を紹介させていただくことにした次第です。

目 次

１． IE の創始者・レンガ職人のギルブレス氏の努力       2

２． 工程分析による改善手法の習得                     6

３． 工程分析から動作分析への展開                        10

４． ビデオ活用＋パントマイム改善の実務                 15

５． 工程分析～さらなる高度生産性対策への展開         17

【注記】 この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、特徴は本書を基

に、必要 時に【映像】と記された箇所で QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、

大半は、 短時間に有効な情報を得ることが可能です。読者の皆様には、是非、

本書のご 利用と共に、ご関係者への普及を効果的に進めることを願う次第です。

また、さらに有効な IE 手法へと、改善を移される場合、下記 URL にて無料著

書のご利用をお奨めします。

[IE 手法・その実践的活用法：無料著書のご案内] グーグル検索 1 位を維持中

http://qcd.jp/pdf/corporateActivuty/IE-Manual.pdf

１．IE の創始者・レンガ職人のギルブレス氏の努力
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（１）レンガ職人・ギルブレス氏の活動

IE：Industrial Engineering（仕事の科学）手法の開発～普及には多数の方が

関与してこられが、米国のレンガ職人だった故・ギルブレス氏がおられました。

特記すべきは、彼は IE 手法に創始者のお一人であり、後に、AIIE（米国 IE 協

会）を設立、奥様と共に活動され、世界的に IE 手法を世界に広げた偉業を果た

しました。では、ギルブレス氏の努力から、その努力を紹介することにします。

図１に示したように、1800 年の末頃、米ギルブレス氏は、国の産業発展が進

む中、中学卒業と同時に、お金を稼ぐためレンガ積みを行う会社に就職しました。

ここで彼が考えたこ

とは、「早く一人前に

なって高額の報酬を

得たい！」という希望

でした。彼はひょうき

んで明るい方だった

そうですが、その事実

を示すかのように、彼

は「ベテランは仕事上

手、高額な報酬である。

それなら、ベテランに

習えば良い！」と考え、

早速、ベテランを選び、

「技を教えて！」と言いました。すると、ベテラン達は「10 年早い、苦労して

覚えろ！」と言いましたが、彼は「ひとつだけ！」と言うので、１つ教えました。

すると、短時間で覚えた上に、彼が他の方と違っていたことは、この時、彼は 3
名から１つづく教えてもらう対処を進めましたが、3 日も経つと教えた技を見事

にこなしたそうです。だれでもそうですが、教えたことを忠実に守り、早く技術

をあげる若手にベテラン達は注目します。事実、ベテラン達は、次々と彼に仕事

を教えました。すると、3 ヶ月後には、彼はベテラン並みに仕事をこなすレベル

になっていました。だが、どの分野にも、この種の努力をする方はいます。

しかし、彼が、それらの方達と異なっていたのは、次のような点でした。まず、

彼は、ベテランの体格に注目しました。レンガ積みに対して、特別の体格は求め

ません。そのような目で見ていると、彼は、体が小さく、筋力もさほどでない方

が、筋骨隆々、やる気満々のベテランより生産性が高い仕事をしている点に気づ

きました。同時に、「レンガは「何個積んでいくらもらえる」という仕事ですが、

手足の動かし方の差が生産量（仕事の量と良否）を決めている」という点に注目

しました。彼が注目したことは、「人は指を曲げる、手の甲を動かす。腕を曲げ、

図１ Frank B. ギルブレスによる作業のムダ徹底排除
1868～1924年
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肩を動かし、・・という構成で動き仕事をしている。それなら、その内容を記号

化しよう」ということとなり、表１に示した 18 種類の記号にしました。その結

果、彼はレンガ積みでお金になる対象は「組み合わす：A であり、それ以外はお

金にならない仕事である」とし、この仕事以外は総てムダとしました。「この発

想でベテラン達の仕事を見直すとムダばかりである」ことが判り、彼は改善に着

手しました。例えば、

「レンガを摘む場所

と高さは判っている。

それなら、簡単に移

動可能な足場をつく

ると同時に、必要な

箇所に必要なレンガ

を運んでおけば良い。

そうすれば、レンガ

積みの作業中に不足

分を取りに行くムダ

は無くなる。レンガ

職人は、積んだレン

ガの上にセメントを

載せレンガを積むが、その後、コツコツとコテのはしでレンガをたたいて調整す

るが、これはムダである。必要量のセメントを均一に置き、レンガを置けば調整

不要とすべきである」と、レンガ職人たちに話しました。だが、皆に「そんな便

利な道具はない！」と言われました。すると、彼は、「必要だから作る！」と言

い、彼が言った通りのコテを考案しました。次に「セメントを練っている仕事は

レンガ積みの準備であって金にならないムダな仕事である。あのような仕事は、

水車や馬や牛に任せればよい!」と言い、職人達が、「言う事はもっともだが、何

か良い手は？」というと、彼は、現在、我々が目にするコンクリートミキサー車

に乗っている原型であるコンクリートミキサー装置を作ってしいました。この

ように、表１の記号を使いレンガ積み作業を改善すると、彼の仕事はベテランの

3 倍の生産性を示しました。当然、ギルブレス氏の報酬はベテラン達に勝ります。

すると、今度は、ベテラン達がギルブレス氏に「教えろ！」と仕事の援助を求め

てきました。彼は、明るくひょうきんな性格です。「いいよ！」と言って教える

と、彼の会社は他の 3 倍以上のスピードで仕事を仕上げます。このため、注文が

殺到しました。すると、これを見ていた他のレンガ積み企業の注文は激減し、彼

に「レンガ積みの改善技術を教えて欲しい！」と懇願してきました。そこでも彼

は、「共に栄えましょう！」と言い、この改善手法を教えました。すると、今度

表１ サーブリッグ記号

I調べる
Ｉｎｓｐｅｃｔ

RL放 す
Ｒｅｌｅａｓｅ Ｌｏａｄ

U使 う
Ｕｓｅ

DA引き離す
Ｄｉａｓｓｅｍｂｌｅ

Ａ組み合わす
Ａｓｓｍｂｌｅ

Ｐ位置決め
Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

ＴＬ荷重移動
Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌｏａｄｉｎｇ

Ｇつかむ
Ｇｒａｓｐ

TE空手移動
Transport Empty
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ＡＤ避けられる待ち
Ａｖｏｉｄａｂｌｅ Ｄｅｌａｙ

ＵＤ避けられない待ち
Ｕｎａｖｏｉｄａｂｌｅ Ｄｅｌａｙ

Ｈ保持
Ｈｏｌｄ

ＰＰ前置き
Ｐｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

PN考える
Plan

ＳＴ選ぶ
Ｓｅｌｅｃｔ

F見出す
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S探す
Search
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は近隣都市のレンガ職人に注文が回りません。そこで、この企業にも彼は、この

改善手法を教えました。このような状況で、彼は表 1 の手法を、次々と各社に教

えました。やがて、この改善法は広まり、彼は有名人になって行きました。

この状況を見ていたのが、高学歴の技術者や学者達が集まり、工業生産性を高

める活動をしていた米国・機械学会でした。やがて、この学会関係者達は「ギル

ブレス氏に講演会を依頼しよう」と決め、中学出身のギルブレス氏の話を聞くこ

とになりました。講演が終ると、皆、「なるほど、仕事が見えるして、改善も可

能、これは素晴らしい！」と絶賛し、「この記号の名称は？」と聞きました。ま

だ、記号に名前はありません。そこで、ギルブレス氏はとっさに、自分の名を逆

に読み『サーブリッグ』と答えたそうです。したがって、この英単語の意味はあ

りません。やがて、この手法は更に有名になり、彼は各社のコンサルを頼まれ、

この仕事を開始しました。一般にコンサルの仕事を始めると、この種の手法の利

用に特許に見る専売使用権をつけ、金もうけを目的とした活動が多いわけです

が、彼は「どの職業にあっても、仕事をする方がムダをする人生は良くない」と

いうことから、NPO 的な組織である AIIE（米国 IE 協会）を設立し、IE の研究

と普及を進めました（彼が世を去った後、奥様が会長となり、現在に至る IE 手

法を世に広めていったことは、有名な逸話です）。

（２）個人と改善

IE 手法と言うと、「学者達が、小難しい理論をつくり、現場に持ち込み、研修

と共に、我々労働側に次々と高い生産性を押し付けてくる」と、とらえる方がお

れれます。しかし、これは誤解です。ギルブレス氏が IE 手法を誕生させ、出発

点となっているためです。また、彼は、作業者の立場で、「人生は一度、IE 手法

は、自ら仕事のムダを見つけ、自ら仕事を改善し、豊かで意義ある職業人生を送

るために使うべきである！」と提唱してきたためです。そこで、作業者の立場か

ら、「改善とは何であり、何のために行うべきか？」という課題に解説を加える

ことにします。

スポーツ同様、企業に競争や技術の進歩、さらには、社会環境の変化が無けれ

ば、企業の中で仕事をする方達が、一生涯、生産性向上や新製品開発へ努力する

必要はないかも知れません。しかし、現実はこれで済まされない状況です。常日

頃、皆様は、「同じ仕事をするのであれば、ムダを省き、安全で楽に早く仕事を

する方式を身に着けるたい」と考えてきたのではないでしょうか？しかも、この

ような対策が、ご自身の力量向上という評価になります。さらに、ムダ排除＝改

善は、図３に示したように、家族や会社に貢献するという構成を知ると、ムダ排
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除活動の意義は、会社で働く個人と会社、さらには、家族の幸せづくりに直結し

てゆくからです。このような時、IE では、理想－現状＝改善ギャップという物

の見方で現状の仕事

の内容を評価します

が、ここでは、理想

＝世界一流の仕事の

手順を求めます。

グローバル化が進

んだ現在、「改善とは

国際的に一流の仕事

を求める」という活

動が求められるわけ

ですが、このような

時、IE の改善の評価

に、ギルブレス氏が

作ったサーブリッグ

や工程分析における記号の数の減や、改善前後の時間の比較を利用する方式は、

今も盛んに使われています（今回、本書では時間分析の解説は省きますが、詳細

は、P.1 にご紹介した「IE 手法・その実践的活用法：無料著書のご案内」をご参

照下さい）。この種の評価を図で示すと、図４のようになります。改善の対象は

［太陽に当たる技

術の向上］×［木に

あたる仕事の仕方

に含まれる、ムリ、

ムダ、ムラの排除］

です。また、その結

果が［樹木の影で

示される改善前後

の記号の数や時間

など］となり、これ

が改善の評価で

す。したがって、評

価基準となる時間

減は改善の結果と

なります。この意味から、「安全、確実、楽で速い仕事＝標準化の追及」は作業

する方に重要な内容を示します。

図３ モノづくり現場のムダ排除と個人＆会社の関係
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図４ 改善の結果得られる時間
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（３）悪しき IE 活用法：改善無しで時間短縮

自動車は有効な交通手段のひとつです。しかし、時に、信じがたい使い方のひ

とつに、凶器に使う例があります。このように、製造現場やご自身の仕事の改善

に極めて科学的、かつ、有効な手法であっても、悪用すれば、従業員の信頼を欠

き、弊害を生む例が

あります。その例の

一つに、図５に示し

た、『ST:標準時間カ

ット』という問題が

ありました。現場関

係者の努力で作業時

間の短縮ができた場

合、正しい方式は、標

準時間の改訂と共に、

改善した方に報奨金

を払います。その後、

新たな作業法という

形で標準時間の改定

し、新基準を基に、教育や作業環境などを整えて、生産活動を開始します。当然、

この内容は、労使双方が納得行く運用環境の条件下で行います。しかし、この図

の左側は、その種の原則を破り、管理側が時間を次々とカットした“改善効果の

搾取”でした。さらに、ここでは、作業者に、手足を早く動かして作業時間の厳

守を強要する例まで起きました。このような例では、作業者にとって改善メリッ

トは全くなく、やがて、労働争議を起こす例が起きました。この内容が、「改善

に努力した方が、仲間のリストラ（人件費カット）に加担する」という形態を意

味し、その後の改善は完全に停止状態になりまった例でした。

以上、このような理由から、現在、どの企業でも、この問題を避けるため、改

善を進める前に、下に示した、対策や取り決め進め、改善を進めてきました。

[効率化を進める前に企業側が準備する内容(例)]
(a) 改善に入る前に、報酬制度を決め、従業員に積極参画を求める。

(b) 余力対策の例として、例えば、残業減、緊急時のための多能化対策を計画し、

その実現のため、改善目標を決める。

(c) 20%改善の場合、改善の効果を放置すると、単に楽になるだけであり、経営

効果は出ません。したがって、0.8×5 名＝1 名の余力と仕事の多能化で得た

人員を、例えば、改善班に投入して自動化を進める。新製品開発分野に転任

して活躍願うなどの人材育成法を、企業側が明らかにした後、改善を進める。

図５ 標準時間の悪用・STカット問題

苦労しながら作業

改善して
楽に、早く

すると

【ＳＴカットの背景】
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で評価する風習がなかった。

② 人件費が安かった。
文句をいう人は要らない。

③ ＩＥを作業者しめつけに活用
する目的を持った経営者がいた。

【ＳＴカットの問題】
① 作業改善してもＳＴをカット

されるだけで、自分には何も
見返りがない。

② 単に仕事がきつくなるだけ！
それなら

③ 調子の良い時に生産したも
のは隠しておいて、悪いとき
に放出すればＳＴは変わらず
自分にとって有効である。

改善なく
ＳＴ（標準時間）カット

真面目に
やったが
馬鹿をみた！
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2. 工程分析による改善手法の習得

（１）工程分析によるムダのとらえ方

皆様の会社でお作りになる製品は、企業の歴史や努力に支えられる形で世界

競争をしておられます。また、誰でも、どの企業でも、各人とも、仕事に一生懸

命取り組んでおられますが、「国際的に見て一流の手順で仕事を進めています

か？」と聞かれると、疑問を持つ方が残ることがあります。そのような場合、や

がて、その職場や企業は、原価を高め、品質や納期面で問題が出る恐れがありま

す。なお、まだ、その種の影響が出ていない場合、幸い、あなたの会社では、ど

なたかが、あなたを助けている。または、競争相手がまだ弱小の段階で留まって

いると考えるべきです。厳しい見方を解説しましたが、このような仕事の見方を

IE では、改善マインド（科学的な改善精神）と言います。この考え方は先に紹

介したギルブレス氏達が作った思想ですが、この思想の実践に図６に示した工

程分析が示され、改善

に熱心な多くの先進

企業で使われてきま

した。なお、先に表１

では、サーブリッグ記

号を示しました。だが、

製造現場の皆様がこ

の 18 種の記号を覚え

て使うのは大変です。

そこで、ギルブレス氏

は、その後、図の４つ

の記号にまとめ、工程

分析と名付けるまし

た（手法は変わって徹底的なムダ排除を行う改善活動方式は同じです）。

（２）事例を用いた工程分析によるムダ排除

これから、ビデオを用いた改善を紹介します。なお、ここでも改善には、工程

分析と共に、必ず、E・C・R・S 改善を使います。

[工程分析で用いる質問と改善視点]
(a) E（Eliminate）：省略の原則（ムダで不要な作業はやめる改善を図る。）

(b) C（Combine）：結合の原則（一度、同時にできる仕事はまとめて行う。）

(c) R（Re-Arrange）：置き換えの原則（他に良い方法があれば置き換える。）

(d) S（Simplify）：単純化の原則（作業距離の減や単純、自動化を探る。）

図５ 工程分析による仕事と改善すべきムダ

○：正味＝￥お金になる仕事ですか？

→：移動（運送業者なら意味ありだがね！）

□：検査（仕事が確実、不良ゼロなら不要では？）

▽：待ち（在庫、仕掛かり、人と設備は手待ち）

ムダは
無くす！

日本は発展途上国の数十倍
の給与です。ムダをしていたら
海外に仕事は移ってしまう環境
ムダは出来るだけ取ることが
求められますが、この３つは
製造業では総てムダ！
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このような工程分析＋ECRS 改善視点を一体化して改善を行う方式をビデオ

改善で進めると、改善案創出にスピード化と有効性が飛躍的に高まります。なお、

ビデオ改善の際、

時間、映像、音声が

収録可能です。そ

こで、図７に示し

たように、現場で

作業しながら工夫

するという方式で、

現状分析～改善ま

でを進めます。で

は、筆者が進めた、

図８のオンライン

改善支援方式によ

る工程分析から改

善に至る事例を紹

介することにします。

この事例はメキシコの航空機部品を製造する企業の改善支援でした。かつて、

この種の改善では、現地に出張して、改善研修～演習などを 1 日行った後、翌日

の 1 日を使い、実務研

修の形で、現場でビデ

オ撮り～改善までを

支援する方式が一般

的でした。しかし、

Web の時代、テレビ

会議システムを活用

すれば、時間と空間を

超えた支援ができま

す。しかも、実際に改

善したいテーマを基

に工程分析と、ECRS
を使った改善例を示

せば、習う側は、改善の進め方と工程分析を同時に学ぶことが出来るので、海外

出張は不要であり、大幅な研修時間の短縮となります。

では、図 9 と共に工程分析と改善結果を検討して、メキシコの企業側に送っ

て改善を進めた事例を紹介することにします（現場作業の実情は、次ページの下

図７ 工程分析＋ビデオ分析によるムダ排除の進め方

ムダ

ムダ撮り

ムダ取りへ
改善追求の
題材へ

運搬のムダ、管理のムダ、不良・手直しのムダ

設備故障のムダ、段取りのムダ、事前検討不足
によるムダ、手待ちのムダ、連絡内容チェックの
ムダ、正味時間のムダ、不要なチェックのムダ
・・・・・・・・・・ ○○のムダ

ムダとは何か？
一流の仕事（理想）
－ 現実

改善ギャップ

図８ オンライン指導の手順（イメージは図化）

10分以内（ワンサイクル）作業を

現地で撮影

米国→日本へ

Webでファイル転送
こんなに若くないが、

自宅で作業改善案と

改善手法

（事前に教材）を

作成

改善内容

メールで

送付

改善内容と手法を

事前の把握、適用

方法などを相談

質問や

相談

資料追加

～送付

日
本
側

米
国
側

AM８：３０
～１１：００

PM１５：３０

～１７：００

オンライン研修の実施

２日分が３時間以内で！
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記、映像で詳しくご覧いてだけます）。ビデオ改善の場合、パントマイム改善法

（後述）で進めます。

この方式では、資料

の作成は行わない例

が多いわけですが、

オンライン研修方式

では、相手側に改善

手法の教育をしてい

ないため、図９の解

析資料を作成しまし

た。この資料はメキ

シコ側が筆者に送っ

てきたビデオを現状

分析という形で分析

した後、表の右端に

記載したような、ムダ排除の内容を記載した資料を作成した一部です。なお、こ

の例では、当初、10 分以内の現状分析ビデオを送っていただく予定でしたが、

実際には 22.4 分の作

業分析でした。図９

で、個々の工程分析と

ムダ排除は判ります。

だが、最終的にどのよ

うな改善結果になる

かが分かりません。そ

こで、図 10 を示しま

し、関係者に、ご検討

願いました。なお、こ

の時、さらに、工程分

析の詳細と改善につ

いては、OnDeCo-E
を利用（英語版の You Tube 学習法で、1 時間ほどで多くの他社事例を含めた改

善法などが自習可能な教材もご利用）を願いました。

オンライン研修方式を実施して判ったことは、理解度とスピードなどが、今ま

での研修と全く異なるという点でした。今回の事例では「理解しました」という

メールと共に、この会社の皆様が改善の実務に移行しました。さらに、「今回は

1 名作業で比較的、作業時間が短いが、長い作業では？」とか、「多人数の作業

図９ 工程分析と改善の一部

No. 工程分析 記号 ビデオの時間 正味時間 改善案の記載例（数値は低減時間値：秒）

51 後ろの机へ移動 → 10:45→10:49 0:04 セル生産方式で移動距離減 0.02

52 ペンと工具を取り上げる → 10:49 →10:53 0:04 セル方式で移動の減 0.02

53 部品にマークをつける ○ 1053 →11:27 0:34

54 安全用手袋を装着する → 10:27 →11:36 0:09 ボール盤方式で手袋不要 0:07

55 ドリル作業 ○ 11:36 →11:44 0:08 不安定な固定から、決めた位置で固定へ

56 別のパーツを取るため移動 → 11:44 →11:50 0:06 セル方式で手を伸ばす距離を減らす 0.03

57 パーツをセット ○ 11:50 →12:02 0:12

58 先のドリルを戻す（運ぶ） → 12:02 →12:07 0:05      

59 安全用手袋を外す → 12:07 →12:10 0:03 ボール盤方式で手袋不要 0:03

60 部品を取り上げる → 12:10 →12:20 0:10 セル方式で移動の低減 0.05

合計 95秒. 低減時間: 22 Sec.

①

②
②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

No.51,52No.54
59

No.60No. 55 ドリル作業
やや危険な作業
理由なぜ？：
1、部品の固定が不安定
2、この不安定なドリル作業

では、部品が滑ると、

ドリルが折れる危険あり！
3．立ち作業でドリル位置を

決める際、不安定

（不良発生も）

図10 改善案の内容（改善前／後）

改善による推定削減時間：合計568秒

現状の作業時間 22:24分 = 1344 秒.

改善による低減率 568÷1344＝42．26％

セル生産方式を採用

①
④

⑥

⑨

⑤
⑦

移動式台

⑩

②

新・加工テーブル

ボール盤式

ドリル

組み立て部材

③

テープや計測器な ど

⑧

加工する部材

②スライド
テーブル

①部品固定台

立ち作業→座って作業

① 部品を調査した結果、 8ヵ所程度の

固定位置で、全部品は 3点固定が可能

となることが判った。

② 総ての作業は座ってできるように、台の

移動や、固定位置でのドリル作業を

可能にした。

③ 以上、セル生産方式を採用、

On Line 改善支援側の作業内容

① 指示書
②,⑨

ペン

③ 引き出し方式の工具箱
テープ、計測器など保管

④ ファイル
キャビネット

⑤ クランプ

⑥ 電気式ドリル

⑦組立部品

⑧ ノギス

⑨部品を
下から取り出し

⑩交換用
ドリル

改善前の作業方法 改善案
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の場合には？」という質問がきました。そこで、この質問については、OnDeCo-
E に事例があるので紹介した結果、この企業では、その種の対象職場の改善に、

スムーズな展開となりました。この企業では、約 1.5 ヶ月後に、3 時間のテレビ

会議でフォローアップ会議を開催しました。すると、最初に、図 10 の内容の紹

介があり、「50％低減しました。すごいでしょ！」という自慢話と実践ビデオに

よる改善事例の紹介がなされました。筆者は、この企業を訪問していないので、

ビデオだけでは、作業の詳細や製造技術的な内容は判らなかったわけでしたが、

現地の皆様は、この内容を組み入れた結果得た改善による低減でした。約 45 分

後、10 分程度の休憩後、次の「長時間作業への展開や多人数作業への展開の質

問に答えて」という内容に移りました。だが、既に、OnDeCo-E をご覧になり、

質問に対する返事も送っていたので、適用職場の紹介と適用法の確認だったた

め、このテレビ会議の討論も約 45 分程度で終わりました。その後 10 分の休憩

の後、テレビ会議を再開しましたが、そこでの討論は、雑談であり、日本の改善

で優れた企業の取り組みの紹介と Q&A でした（ここまで紹介したオンライン研

修の詳細は、http://www.qcd.jp/でご覧願えます）。

オンライン研修を実施て判ることは、「この方式は、従来の、場所と日程を決

めて行う研修を飛

躍的に改善する方

式であり、図 11 に

示した、T 型人材育

成となる」という点

でした。

現在、語学習得を

進める学生さん達

の世界や、点在する

離島に住む小中学

校教育にビデオ教

育が盛んですが、各

種報道を見ると、図

11 に似た形態でし

た。このため、現在、筆者も、企業内研修でここに紹介した方式を実施中です。

【映像】工程分析＋ビデオスピード改善

https://www.youtube.com/watch?v=K21kiEjim0s&feature=youtu.be

３．工程分析から動作分析への展開

図１１ オンライン研修と従来型の研修の差

従来型今回のオンライン研修

① 相手が改善を
求める内容から
入る。

② なぜ、どのように
改善案を得るかを学ぶ
（手法は限定）

③ Q&Aの大半は実際
への適用が中心

① パンフレットで
内容を想定

② 研修効果を
想定～参加

③ 全てを受講
の後、適用
する内容を
受講者が選定

④ 持ち帰り関係者
に解説～適用
テーマ相談

⑤ 現場で分析～
改善案づくり

⑥ 講師への適用法
の相談は？一般に
この例は少ない

全
て
こ
の
領
域
が
こ
こ
へ

今後の展開へ向けた効果
（今回のアンケートの主眼）

① 短時間で手法の適用と改善内容が

把握できた。

② 人数無制限、大画面で時間と空間

を超えた研修がオンラインで可能

③ Eラーニングと比較しても、全体を

長時間勉強して、ごく一部しか使わ

ない方式と比較して飛躍的に有効！

T型人材

育成を

効果的に

運営できる

方式
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（１）動作経済の原則

図 12 は、工程分析と、それに続く動作分析の関連をイメージとして示した図

です。工程分析はある意味、未開の地をブルドーザーのような重機で一気に開拓

する例にたとえられ

ます。これに対し、小

さな設備や道具を使

って道を仕上げる対

策が、動作分析による

改善です。動作分析は、

工程分析～改善の後

細かな動作の改善を

進めますが、E・C・R・
S による改善法は、そ

のまま使います。なお、

歴史的に、この研究は

進み、現在、表２に示

したようなチェックリスト化されたものが、多くの企業で用いられてきました

のでご参考ください。既に解説するまでもなく、表２を見ると、上側に示した『身

体の利用の原則』の

場合、原則１には「人

が片方の手だけで仕

事し、片方が手待ち

になっているのはム

ダである。そのよう

な仕事の場合、両手

を使って仕事をすべ

きである」というム

ダ排除があり、さら

に、原則３には「手の

移動距離の減」が、記

載されています。こ

のため、ビデオを用

いて改善する場合、表２を参考にしながら、スローモーション解析と共に動作経

済の原則を利用して改善を進めます。

図１２ 工程分析と動作分析の関係

大きな改善から小さな改善へ

開拓地に道路を
つくるには？

手作業より大型機械

工程分析
とE・C・R・Sで
粗い改善

大きな改善

仕上げは
小規模な
手法で

ジャングルを
切り開くように
大きな道路工事

動作経済の法則で
改善の仕上げ

小さい改善

表２ 動作経済の原則と利用法

原 則 原則の意味する改善の検討方法

１，両手同時動作の原則 両手は対照的に動かし、同時に始め、同時に終了すべきである。

２，手待ち防止の原則 休憩時間以外は、片手を遊ばせたり、手待ちの無い作業にすべきである。

３，動作数最小化の原則 手の動く範囲は体を中心に扇形の範囲、距離や動作は出来るだけ減らす。

４，自然力利用の原則 モノの移動や作業には、出来るだけ重力や慣性を利用するとよい。

５，阻害無い動きの原則 手の動きは、急変、ジグザグ、制限の発生しない自由な動きにするとよい。

６，楽な姿勢維持の原則 不自然な姿勢や、身体の上下は出来るだけ減らすこと。

７，動作リズム化の原則 動作の順序は自然のリズムと自動性を持たせること

① 身体の利用の原則

原 則 原則の意味する改善の検討方法

１，部材定位置化の原則 工具及び材料、操作レバーなどは位置を定め、取り置きなどを容易にする。

２，近接の原則 頻度の多い使用材料や測定具などは、近接し、移動のムダを減らす。

３，重力利用の原則 部材の移動には、重力やバネ、足踏み操作などの利用で容易化を図る。

４，正面配置の原則 体の回転や上下動作を防ぐため、よく使うものは目前へ配置する。

５，作業高さの原則 長時間作業には椅子を与え、同じ位置で作業の容易化を図る。

６，採光、照明の原則 作業に適した疲れない採光や照明を与えること。

７，作業環境快適の原則 作業場に対し、温度、湿度､通風を考慮して快適な作業を保つ対策を図る。

② 作業場所の配置に関する原則
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さらに、５S 改善では、動作経済を利用した、図 13 のような挿絵が活用され

てきました。この図

は、先の、表２の内容

の利用する一つの方

式の例です。

以上、動作経済の

原則と、改善の視点

について解説しまし

たが、実務では、工程

分析と動作分析は同

時に使って改善を進

める方式が一般的で

す。また、改善後は、

先の図 4 で示したよ

うに「時間は仕事の

影である」という言葉をそのまま生かし、改善の結果として得た、『標準時間』

の設定も行います。

（２）F.W.テーラー氏による時間分析を用いた改善

ギルブレス氏は作業工程と動作の改善の結果として、時間短縮を図りました。

また、歴史的に、極めて興味深いことですが、同時期に産業の改善～標準時間設

定に対し、テーラー氏が

IE を進めましたが（著

書「科学的管理法に詳細

な活動内容が掲載され

ていますが、特に、機械

加工の発展や生産管理

面で大きな功績を挙げ

た IE の祖の一人）、彼は

時計を基にした時間分

析で仕事の改善を進め

ました。図 14 はその経

過ですが、ある意味、テ

ーラー氏とギルブレス

氏は改善に当たって、作業と時間という裏表のから同時に改善を進めました。こ

のため、歴史的には、「このどちらが有効か？」という議論が 10 年もなされま

図１３ 動作経済の原則から生まれた高効率作業の例

A,よく用いるものは

身につける

B,定位置組立は

バランサーで

Ｃ,必ず使うものは

JIT設置へ

点検簿

治工具

計測器

・・・

D,段取り替えは

セット台車で一括

準備

マニュアル

工具・計測器

部品・・・・・

チェックリスト

E,ワンセット部品

供給は配膳方式で
F,順次取り出しは

ターンテーブルで

G,部材の員数確認は

定数式の容器で

一目で

５×４＝２０

H,立て重ね保管

積み替え品は

棚に横並べ
指定席化へ

I,必要な治工具類

は指定席へ

J,必ず使うものは

固定席化へ K,結合可能な

工具は一体化へ

L,図面の部品は棚番号も

記載（故障時の検索容易化）

図１４ Frederick W.テーラーによる時間分析の展開 1856年～1915

彼はフィラデルフィア大学入学を希望したが、
目を悪くし、あきらめざるを得なかった。

↓
ミットベール鉄鋼に入社、優秀だった彼は現場
管理者に就任した。

当時の管理は「飴と鞭管理」理由は
ともかく、成績が良ければ誉める。

悪ければ叱る！ 性悪説に基づく
現場管理だった。

先輩の指導でやったが

うまく行かない！
人を無視した管理は

やがて破綻をきたす。
人は牛馬ではない！

仕事への科学の利用
ルネッサンス時代、レオナルド・ダビンチの研究があった。
【仕事の科学】：神から与えれた力はムダにしない！

① シャベルで土を集める １拍
② シャベルで土をすくう １拍 ゆとり

③ シャベルで土を運ぶ １拍 １拍
④ 手をもどす １拍 合計 ５拍

仕事を分析
計画指示

① シャベルへの搭載は１０ポンドが良い。
② ベテランは使いやすいシャベルを持ち

大切にしている。→８種類に分ける。
③ 砂、鉄鋼、灰、・・と対象に応じて

工具室に用意したシャベルを対象毎

に区分して渡す。
④ 仕事を分析して、手順を教育し、達成

した人を現場に配置する。
⑤ 時間達成に問題が

ある人を区分する。
教育又は適正を見て
再配置する。など

同じ人数で、生産性が３倍になる。
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した。だが、この議論は、この両者を結合した手法が登場し、終止符が打たれま

した。

（３）PTS 法の登場と改善への活用

テーラー、ギルブレス両氏の活動の後、「仕事を進める上で必要な技術と動作

が決まれば時間は結果として自動的に決まる」という状況から、動作に対する時

刻表が研究されました。なお、この研究は、ギルブレス氏などを中心に AIIE と

専門機関でも進められました。そこでは、1000 名もの方にレイティングという

作業ペースを教え、訓練の後、多くの作業を行ってもらい、手に点滅ランプをつ

け、高速度カメラで

撮影した後、撮った

フィルムのコマ数

を数えるという地

道、かつ、膨大なデ

ーター解析でした。

なお、この発端は、

図 15 に示した、メ

イナード氏などに

よる歴史的な活動

が関与しました。

メイナード氏は

ある企業で IE エン

ジニアという仕事

をしていましたが、その会社が倒産しました。折よく、この時、ある企業が「仕

事をしてから作業時間を決めるのではなく、先行見積もりして、組立て製品の原

価を正しく見積もりたい」ということで多額な賞金を掛けていました。これを見

たメイナード氏は「自分が持っている膨大な作業分析のデーターの利用ができ

ないか？」と考え、早速『動作に対する時刻表』を作成しました。彼は、これを

使い、この企業が要求する製品を借りてきて、ゆっくりと組立（動作）を行い、

改善を加え、動作手順＋時間分析表という標準化資料を提出しました。すると、

その企業が予測していた金額より 30％低い見積もりで仕事は達成しました。ま

たベテランが、その標準化資料を基に作業した結果は±5％以内でした。このた

め、企業は絶賛して賞金を出しました。同時に、この努力が PTS：既知時間分

析表が誕生の発端となり、この時、IE の歴史上、(a)工程分析＋動作分析と、(b)
動作経済の法則による改善手法に、(c)改善の良否を示す時間値という、3 要素が

合体した方式の実現しました。

図１５ PTS法による動作に対する時刻表の創設

時計観測データ 仕事に関する

時刻表の作成

正確な

作業の
事前見積り

が可能に

列車の
時刻表

到着時刻を見積もる

過去の蓄積データ

PTS： Pre Determined Time Standard System 

メナード氏
の努力

仕事に対する

事前見積もり
時刻表
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では、時間値の精度は粗いが、PTS の基本構成を短時間に学びとれることが

できる KYS（簡易要素作業分析）法を例示することにします。

KYS 法では、まず、動作のとら

え方が必要になります(逆に人が仕

事上、行う動作は、思考や判断業務

を除き、これ以外にありません)。図
16 が、KYS 法の動作の区分です。

では、本書では、この中から、①の

移動時間を示す表 3 を選び、利用法

と時間見積もりを行うことにしま

す。まず、移動動作（手を伸ばして

何か行う仕事）ですは、分析を開始

する時、皆様は、まず、動作を見て、「A クラス（容易な）動作」または、「B ク

ラス（難度が高い）動作」に区分します。その後、手の移動距離を見ます。クラ

スと手の移動距離(㎝)がクロスする表の枠に〇印と共に数値が示されています

が、これが、手を

伸ばす仕事が決

まった時の時間

値です。実際に時

間見積もりを実

施したサンプル

を表３の下端の

欄に例示したい

と考えます。例１

は 500ｇの部品を

取るため 45 ㎝手

を伸ばした状況

です。この場合、

移動距離は 45 ㎝

（縦軸）なので、表３の８～50 の欄を選びます。その後、交叉するクラス A(横
軸)の欄から、この動作に要する時間 0.5DM(5/1000 分)を選ぶと、これが国際的

な動作時間になります。距離が 60 ㎝になると 1.0DM となります。この例から、

距離の増加と共に、時間がかかることが判ります。さらに、クラス B の状況に

なると 1.5DM と時間が増します。逆に、45 ㎝を 20 ㎝にすれば時間は短くなる

はずです。だが、KYS 法はその種の内容を示すほど精度が良くありません。こ

のため、この種の細かく、精度を要する作業の分析が必要な場合、別途、更に詳

図１６ KYS（簡易要素作業分析）法の動作分析の要素

作業単位は1/100分＝１DM

② つかむ作業：0.7Kg以上の力でにぎる。
指を2動作以上動かしてものをつかむ。

① 移動：手を伸ばして物をつかむ

③ 前置動作：ネジ回しを回転してねじ穴に合わせる前に
回転させる動作。なお、回転させる比率

が時間見積もり（算定）の割合となる。

④ 組立動作： 穴（ターゲット）に、ピン（プラグ）を入れる

ような場合を組立という、プラグとターゲット
の大きさ差や両者の比率は時間算定の要因

（難易度が高くなると時間は増加）になる。

⑤ 歩行：1歩を７６ｃｍとして、最初の踏みだしは

大きな時間を要するので１．５DM
2歩の歩行は２．５DM、３歩以上は

歩数×１．０DMで時間を計算する

表３ ＫＹＳ法、移動（Ｔｒ）の計算（規則と時間見積もり）

【記号の意味】

～：迄

< ：未満

> ：超

の中は時間値

１ＤＭ＝1/100分
を示す。

分析のルール定義

Aクラス（容易な）動作 Bクラス（難度が高い）動作

①軽い物を漠然としたところへ投

げる動作、②別に注意せず、迅速

に手を動かす動作、③物をつかむ

ため、または、手を物の上に置くた

め手を伸ばす動作、④物を漠然と
した位置に置くために運ぶ動作

①手をのばすと同時に胴体が動か
す必要が生じる動作、②直径50mm
の円や球より小さい空間を狙って動

作を終わらせなければならないよう

な「運ぶ」「手を伸ばす」動作、③刃

物や火などがあり、用心を必要とす

る移動、④障害物をよけるため経路
が円より鋭く曲がる動作

移

動

距

離
cm

< ８ 反復するときは2動作につき ０．５ ０．５

８～５０ ０．５ １．０

>５０～１００ １．０ １．５

>１００ １．５ ２．０

重量または抵抗の追加

> ０．９ ＋ ０．５ ＋ ０．５

（１）表の見方 ：距離の増加に従って、同じ作業でも時間が増す。クラスがA→Bになると時間増になる

（２）分析の仕方：移動距離を見る→AかBを判別する。マトリックスの中に記された時間を選ぶ。

例１：５００ｇの部品をとるため４５cm手をのばす。部品は10cm角 ４５－Aと書き０．５DMを選ぶ。

例２：直径２０ｍｍの小さな部品を取るため手を７０ｃｍ伸ばす ７０－Ｂ＝１．５ＤＭ

出展：産業能率大学 経営管理研究所
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細な PTS 法（DWF や RWF、モダプツや各社で開発した精度が高い PTS 法な

ど）による表が準備されているので、そちらへ移ることが必要になります。なお、

この種、詳細な時間分析手法の習得は、時に、膨大な修得時間が必要です。しか

し、ご安心下さい。今は IoT の時代です。また、一般人の大半は仕事の改善が目

的です。そうなると、多少、改善の粗さには問題が残りますが、実務上、KYS 法

で PTS 法の仕組みと改善、時間分析の構成を研究した後（この対策に P.1 に紹

介した、「IE 手法・その実践的活用法：無料著書」のご利用の後）、ビデオや i-
Pad による動作撮影と、スローモーション解析を行えば、改善の検討から改善

後の作業時間の分析はカウンター利用で、ほぼ、同等の成果を得ることが出来る

ためです。

【映像】

① セル生産の見直し

https://www.youtube.com/watch?v=PvcZs83T8cg&feature=youtu.be
② セル生産の作り方

https://www.youtube.com/watch?v=Vprwt_RH5c4&feature=youtu.be
③ 教育訓練ゲーム「ピンボードによる改善」

https://www.youtube.com/watch?v=2oIElWRB6C8&feature=youtu.be

４．ビデオ活用＋パントマイム改善の実務

先に、PTS の創設時、メイナード氏が、企業が求める組立て製品を受け、パ

ントマイム（シミュレーション）方式で組立て作業のプロセスを研究した内容を

紹介しましたが、この方法は、まだ世の中に登場していない新製品の立ち上げを

検討する時、既に、多くの企業で活用されてきました(今回、この解説は省略し

ますが、P.1 の「IE 手法・その実践的活用法：無料著書」などに記載していま

す)。同時に、現状行っている作業を改善する際にも活用可能です。なお、その

方法と改善の進め方、さらには、改善前後を比較して効果を示すイメージは図

16 のようになります。パントマイムにおける現状の作業分析と作業内容の把握

（ムダを体感して確認する方法）は、この図の右上のようになるわけですが、こ

の例では大きな板材をプレスに運ぶ準備作業です。ここで「移動はムダ！」とい

う工程分析の考え方を用いると、この例の場合、図16の右上に記載したように、
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台車に材料を載せ、プレスの傍に持ってくる方法が即座に考え付くはずです。ま

た、これだけ近い距離に材料を置けば、安価なつり込み装置を利用してプレスへ

の材料投入という案

の実施になる可能性

が高まります。

一般に、プレス加

工（正味時間）は短時

間です。材料を運び、

投入する間は待ち時

間（手待ちのムダ）と

なります。また、プレ

ス作業は安全面で注

意が必要な仕事です。

そうなると、簡単な

つり込み装置の利用

で、プレス機の正味稼働時間の増加が期待できます。

パントマイム改善は、段ボール、木材、発砲スチロールなどを利用して仮想的

に仕事を再現し、ゆっく

りと動作をシミュレーシ

ョンして改善する方法で

す。興味深い点は、ゆっく

りして改善した前後を比

較した値がほぼ、実際の

仕事で、改善前後の時間

短縮値と比較すると、そ

の低減比率はほぼ一致し

ます。本書で、この内容を

細かく解説するには、多

くの難があります。それ

より、映像をご覧になる

方式をお薦めします。

【映像】パントマイム改善風景

〇 事例：電気部品の組み立て作業の改善

https://www.youtube.com/watch?v=AdE2E--391E

図16 改善提案見える化資料とパンとマイム改善

現状（改善前） 改善内容

よく見ると、こんな問題がある。 固定式を変動式にしては？

問
題
発
掘

改
善
検
討

時
間

このように良くなる
（時間や頻度の減）

成
果
把
握

これなら、疲れず
なく、やり易い！

昔からやっていた作業を分析すると、

鉄板を台まで毎回移動していた。

1日やれば疲れる！要は歩くムダは

製品生産に何も関係ない！

① 置き場の台に車を着けた。

② 作業現場のすぐ横に移動可能とした。

③ 横移動で、持ち上げ、移動注意して

置くという作業を やめた。

事例1 パントマイム事例の紹介

海外の工場で適用したパントマイム改善事例を紹介することにする。この写真は電気部品の組立
工程である。左側の写真は現状の作業、中央はその内容をそのまま段ボールと、机を用いて再現し
た内容であり、右側は改善内容である。全て、ﾋﾞﾃﾞｵで撮影、改善効果もﾋﾞﾃﾞｵ内蔵の時計を用いて
行った。45％もの作業改善もさることながら、改善された仕事は早期教育に役立った例である。
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５．工程分析～さらなる高度生産性対策への展開

IE には、「個々の改善手法は限界を持つが、改善は永遠なり」という言葉があ

ります。図 17 のように、個々の手法は、その適用レベルと、製造技術や IoT な

ど、技術の進展が常に関与す

るためです。なお、今回の対

象は下から 2 段階目の対策

法の例示でしたが、次の続く

3 段目以降は AI や自動化な

どの改善領域になります。こ

のような意味合いから、読者

の皆様には、今回の内容を精

力的にお進めいただき、さら

なる高みへ、改善法のバージ

ョンアップされて行く活動

を願う次第です。

おわりに

本書は製造現場で泥臭いが実務的に改善を進めておられる皆様にお役立てい

ただきたい改善法をコンパクトにまとめました。泥臭い内容ですが、本書で紹介

させていただいた改善法を、筆者は、ご要請をお受けした多くの企業で実施して

参りました。毎回、そこでは、「従来の数倍のスピードで、製造現場の皆様が自

主的な改善を進められる」というお話ばかりをいただいてきました。このような

意味から、似た対象を基に改善をお進めの皆様には、是非、本書の改善法を、お

役立ていただくことを願う次第です。

                                 以上

                      令和・元年 8 月末の吉日

                 QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

Men & Womenレベル（人のレベル）

皆が改善を何のため、何をすべきか？を知り
職場の問題を挙げ、討論し、小集団で進める段階

Methodsレベル（方法の段階）
作業手順の見直しを図り、効率化と

不良撲滅を探求する段階

Measurements（計測の段階）
ポカヨケやセンサー治具の工夫による

仕事の的確化を図る段階

Machines（設備化の段階）
各種の工夫や計測内容を設備に集約して

生産容易化・スピード化を図る段階

Materials（物＝設計段階の改善）

改
善
積
み
上
げ

と
技
術
向
上
の
状
況



18

著者紹介 中村 茂弘（なかむら しげひろ）

1943 年 生まれ 1970 年 早稲田大学理工学研究所金属工学大学院卒

1970 年～1990 年 日立金属㈱にて 新製品開発・プロジェクト部部員    
IE/QC/VE/JIT/CIM など改善・管理技法を駆使した各種プロ ジェクト活動

を歴任、米国 AAP St-Mary 社に 3 年間赴任現地 工場の立ち上げ～軌道化

まで生産管理部長担当

1990 年～2016 年 4 月 一般社団法人専任講師、(有)QCD 革新研究所所長  
  米国・英国・ドイツ、フランス、デンマーク、韓国・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、 ソ連など。

海外企業直接指導(10 年余り）。国内企業の収益増強対策 を中心に直接現場

指導、JMA 不良・クレームゼロ対策研究会、チームマネジメント研究会、    
技術・技能伝承対策研究会幹事歴任

2016 年～ QCD 革新研究所 所長、一般社団法人専任講師は継続

現在  ISO9001：2015，ISO14001 審査員補、CPC（個人情報保護コンサル

資格）、剣道 7 段、居合４段、目黒清釣会・会長 URL:www.qcd.jp 
著書：「New-Standardization」、「Go-Go Tools(英語版）」、「標準化技術」、

「新・工場レイアウト設計法」、「海外現地工場運営の実務」、「新製品開発・生

産立ち上げスピード化技術」、「攻めの特許とパテント MAP]、「ﾘｻｲｸﾙ設計の技

術」、 「職・組・班長、自習型教育ツール」、「生産技術部長業務完全マニュア

ル」、「経 営・財務入門」「不良・クレームゼロ対策テキストブック」、「技能・

技術伝承法」 他、全 80 余冊

「パントマイム・スピード IE 改善」（E-Book）

2019 年 8 月吉日 初版発行◎
著者 中 村 茂 弘 発行者  中 村 茂 弘

発行所 QCD 革新研究所（屋号）

〒153-0053 東京都目黒区五本木３－１０－７

電話：03-3713-1583 
E-Mail：s_nakamura@mtc.biglobe.ne.jp

                                Kqcd002k@fd.catv.ne.jp   
©本書の無断複写は、著作権上の例外を除き、禁じられています。


