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　１，ボトムアップ改善の歴史

　２，「わいわいガヤガヤ式小集団活動活動」の見直し

　３，経営直結型小集団活動へのニーズ

　４，ボトムアップ改善に有効なスピード改善手法

　５，「目にみにくい問題」の評価～対策・改善法



　１，ボトムアップ改善の歴史

設問１　　小集団活動の見直し
　管理者と部下のあり方に「一人では何も出来ない.だが、一人が始めなければ何も起きない」
と言う言がある。また、現場管理者の中に、下図に示す「逆三角形のピラミッド」というものが
あるが、要は、ボトムアップ改善活動の重要性を示す内容である。では、②過去、盛んだった
『小集団活動』の普及に当たって、過去、研修などで盛んに紹介された内容を例示して下さい。

記載欄

逆三角形
の

ピラミッド

顧客・部下・～・仲間・家族

経営トップ



小集団が活発に進んだ要件

１，ﾃｰﾏの重要性を理解した行動
　　がなされた。

２，チームを組み自由な活動と
　　ゆるやかな競争あった。

３，問題解決に有効な手段が
　　適用された。

多大な
経営
　成果が
出た！

各所でチームマネジメント手法
という形で運用が研究された。



設問２　　小集団マネジメント手法
　小集団活動は、1970年頃から盛んになったが、その要点は、当時、①各社で進んだ、持ち株制度
が関与し、「参画社会をつくる」という言葉と共に、従業員が会社を支える一環として経営改善への
参画が求められたこと、②過去、技術改善はスタッフ中心だったが、「現場を一番知った関係者に
改善手法を教えた結果、実務的で安価な改善が多数出た。しかも、経営改善に大きく貢献した」と
いう事例が多数発表された。さらに、③従業員の士気高揚が多くの課題解決に役立った点にあった。
このようなことも関与し、日本発の『小集団マネジメント』が日本に大きく広がり、「この方法の適用で
現場力が１人＋１人＝２人力ではなく、３にも４人力にもなる」という内容と共にひろまった。そこには
チーム力を高める多くの基本原則が存在するが、(1)Y理論の活用、(2)：２：６：２の原則、(3)マズロー
の欲求の五段階という内容は、現在も各社で現場力増強に重視されている要件である。
　では、この３つの手法について、人材育成の観点から、簡単に解説を加えて下さい。

記載欄



設問３　「わいわいガヤガヤ式」小集団方式の衰退
　過去、日本企業の大半が導入した小集団活動活動も、下に示すように、
やがて衰退した。では、その主な理由を記載して下さい。
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２，「わいわいガヤガヤ式小集団活動活動」の見直し

設問４　　発表会形式（1980年末・欧米の視察団も１回で中止）
　過去の小集団活動活動には、現在、多くの企業が言う「賞狙いのイベント」と酷評される発表会が
あった。この内容は下図と解説に示すような内容だった。要は、内容はともかく、一種の『掛け合い
漫才』的な内容で、決まった様式で発表して賞を競う、というものであり、この種、改善内容を波及
展開して現場力向上～強化を目的としたようだった。だが、過去はともかく、この問題は、現場改善
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発表会の見直しを促す一例としてとらえるべき要件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を持つ。では、この種の例を含め、企業内で行う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善発表会の方式と、実施によって得る内容を例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　示して下さい。

賞狙い発表会のイメージ

　改善は３日で完成したのに、発表
の資料作成と練習に２ヶ月も費やす？

記載欄



従来型小集団活動と、経営直結型小集団活動の差異

従来型小集団活動

特長的内容
１，定期的な会合
　（アウトプットは決めないで集まる）
２，３～４ヶ月で1テーマ推進
３，発表会に合わせて活動

①わいわいガヤガヤ
　　討論は活発！
②無理にでもQC
　　ストーリーに合わせて
　　活動！

【トップ評価】
発言が多く
声がでかい
　のが良い！

経営直結型小集団活動

経営予算

クレーム対策新製品

原価低減
　　対策

顧客満足

従業員満足

・・・・・・・・・・

　目標値と
具体策づくり

アイデア
バンク

テーマは最適
メンバーも最適
　　　　　　　How　to

づくりは

　　　　　　ボトムアップで

何のために　　　　トップ
何を行うか？
事前にテーマ
とアウトプット
を決めよ！



設問５　　「後付け資料作成重視」の小集団活動の改善
　下に示した内容は、現場・現物で現場改善を図れば短時間で問題解決が図れる内容に対し、多くの
手間をかけて資料づくりを強いる、過去、多くの企業で普及した小集団活動ステップを例示した内容
である。当然、現在のように多忙、また、製品ライフサイクル短命化の時代に合わない取り組みだが、
では、三現主義ベースとしたスピード性の高い活動にするためには、どのように改良すべきか？改善
策（手順の改善）を例示して下さい。

過去、行われ、推奨されていたことがあった、小集団による問題解決ステップの例

①テーマの選定　　②データ収集　　③問題点　　　④アイデア　　⑤担当設定　　⑥改善　　　⑦発表会
　　　　　　　　　　　　　　グラフ化　　　　　　討論　　　　　創出　　　　　　改善へ　　　　標準化　　　資料づくり

机上で討論　　　重点テーマ選定へ

問題の
見える化？　　　　　　　　　　　　　　とにかく
　　分析　　ブレーンストーミング→手を打つ！　　

いくつか
は成功

・テーマ選定
・実施スケジ
　　　ュール
・データ解析
・原因討論
・アイデアと
　　評価
・テスト～苦心
・標準化

記入欄



設問６　　小集団発表内容の評価

　小集団活動の発足時期はともかく、活動成果発表の目的は、①経営方針への
適合性、②活動内容の的確性とスピード化の是非、③他へ技術波及、問題解決
面での題材の提供といった内容になる。
この意味で、下に示した「脱皮すべき形式的な発表会」は改善すべきとなる。では、小集団というボトム
アップ改善活動を、経営に位置付け効果ある改善活動にするためには、例えば、発表会の評価基準を
どのように定め、現場へ提示すべきか？その項目を例示して下さい。

記載欄
脱皮すべき過去存在した
　　　形式的発表形態の例

・成果を無視した「発表テクニック重視型」
　小集団発表会
・事務局任せの小集団、力ある担当トップ
　の出席なし（あっても、短時間で中座）
・発表内容は後付け試料の飾りづけ
・投資メリット算定無しの活動
・直属上長が全く放置した取り組み内容
・職場の融和を重視した結果、融和は
　何とかなっているようだが、レベルが
　低く、メンバーも底辺に合わせた不合理
　な内容に終わる活動の発表
・実務経験の無い審査関係者による
　発表会運営とコメントの繰り返し



３，経営直結型小集団活動へのニーズ

設問７　　小集団活動の形骸化

１，発表会は大変活発に行われるが内容は極めて貧弱（中身と効果が薄い）
２，経営トップもマネジャーも小集団活動・事務局任せで、発表会だけに出席！
３，発表会中心、答えを出してから小集団活動を始めている。
　　（すでに改善は終了していて、発表会の資料づくりのためでけに小集団活動を推進）
４，投資メリットを考えないで、決めた期間で小集団活動を運営
　　（4ヶ月1テーマ方式、集まることが目的で、問題解決は皆が合意して簡単にできる
　　　テーマを選定、困難なテーマへチャレンジはしない方式）
５，定期的に日にちを決め、集まって話すことが形式的に繰り返されるが、集まった日数が
　　小集団活動の実績としていて成果は重視しない方式
６，全員参加の形をとっているが、実際の活動は1名に一任（当番、押しつけ性）
７，小集団活動の実務経験の無い人が「勉強のため」といった名目で小集団活動を担当
　　し、発表会や勉強会を輪番制でプロモートしているだけの活動　　

　上に記載の事項は、1980年代末に「小集団活動形骸化」として各所で紹介された内容だが、この打開
策で有効とされる内容は何か？その要点を記載して下さい。

記載欄



設問８　　職場改善リーダー力の醸成

　小集団活動の長い研究から得たひとつに、「小集団活動を通した
チームリーダーの成長」があった。そこには、多くの要件があったが、
小さなグループを燃える集団にして行くチーム・マネジメント対策の
ひとつとして、この要件は現場管理者育成にも大きな内容である。
では、現在も有用な、この種のリーダー力強化の要素を整理して
下さい。

記載欄



設問９　　アイデア、やる気など阻害要因
　小集団活動では自由な雰囲気で改善案を検討することが重視されてきた。このためブレーン・スト
ーミングの①質より量、②批判禁止、③自由奔放、④他人のアイデアに便乗歓迎という原則が重視
され、このことが、チームを明るく、やる気やアイデア創出環境を大きく促した。では、この逆に、発言
やアイデアを阻害する、リーダーが気をつけるべき発言について、項目を例記して下さい。
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設問１０　　実力主義とアウトソース活用

　下のグラフは06年JMA・中部「第一線監督者大会」で、参加者から得たデータだが、昨今、多くの
企業が『実力主義』並びに『アウトソース』の活用が多くなっている。小集団活動を運用する場合、
この種の設問に対し、答えは無い。だが配慮も必要になるが、活動報酬を含め、配慮に必要な要件
を整理して下さい。

記載欄
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４，ボトムアップ改善に有効なスピード改善手法

設問１１　改善スピードアップ対策の必要性と効果　

　製品ライフサイクル短命化の時代にあっては、数ヶ月後に大きなホームラン的
な成果を得るテーマを実現する対策も重要だが（過去、小集団活動では４～６ヶ
月かけて小集団で１テーマをこなすことが、多くの機関の推奨内容だったが）、
小改善を早期に積み上げることが、より重要になっている。では、この種の時間
を配慮したスピード改善が、経営的に見て、どのような効果を生むか？について、
ボトムアップ改善スピード化の必要性、という観点から、その必要条件を解説して下さい。

記載欄



設問１２　　スピードQC
　産業界には書を売るため？企業指導に長い時間をかけて改善手法を教えて（切り売り研修）
お金を儲けるため？動機は不明だが、下に示したように、遅く時間が掛かる方式が存在する。
①「５Sは経営改善の基本」と称して、掃除に集中させた結果、長期の活動にもかかわらず、具体的な
　　経営成果が出ない例（繰り返しの掃除で美化は維持できるようである）。
②セル生産「屋台や方式」なる名称で部品倉庫に人を押し込めておけば、現場関係者の努力と熱意、
　で生産性が高まるというトップランナー方式の適用（IE手法を使えば、究極とされるセルを1．5倍以上
　生産性向上ができるのに、ムダに時間を使って、低いレベルの達成で満足しているケース）。
③不良対策に当たって、統計手法を使ってグラフ化、死亡診断書なる資料を用いて、机上の経験論議
　で数多の案を提示して『当たるも八卦式』でブレーンス・トーミングで得た想定案に次つぎ手を打つ
　対策方法
　この種の手法は全て科学的解析が抜けたムード的気合対策だが、では、③の不良対策を事実分析
と共に、スピーディーに進める場合、既に産業界に存在する科学的改善手順を示して下さい。

パレート分析
ﾃｰﾏ選定評価表
　　　↓
特性要因分析
机上討論で
想定原因分析
　　　↓
複数手を打つ
　　　↓
低減後、標準化

記載欄



３大手法とスピード改善の要点

問題発掘

ＱＣ手法

事実分析

創案・テスト

標準化・歯止め

現状分析

ＩＥ手法　

時間分析

創案・テスト

技術改善・標準化

ﾃｰﾏ選定

VE手法

機能分析

創案・テスト

製品原価革新

　改善には３大手法の理解が重要になる。少集団改善ﾃｰﾏには、品質改善、安全対策、故障対策など
があるが、この種の対策にはＱＣ手法、段取り改善やレイアウト、作業方法や事務・情報システム改善
にはＩＥ手法が活用が有効である。そして、製品や物流・新製品開発の原価改善にはVE手法の活用が
なされて来た。現在、これら手法を用いたスピード化が時代の要求となっている。



JMA開発・Go-Goツールによるスピード改善の進め方

問題の分析

原　　問　　影
　　　　　　　響
因　　題　　度

重要
テーマ
の選定

VTR，流れ図，工程分析
など、ビジュアル分析

アイデアづくり

Go!
改善
　実行へ 成果！

案　コスト　時間　　人
A　　○　　　×　　　△
B　　◎　　　○　　　○
C　　○　　　△　　　△

①テーマ・ポケット・マトリックス法
　・現場で困っている問題、顧客や後工程の要求など
　　全てを集め、アイデアバンクに分析～位置づけ
　　企業方針に従って引き出しを待つ。アイデア

バンク

重要テーマ抽出

三現場主義
による事実解析

不良・故障・安全
は原因の除去
　　作業性はIE
　　分析など

改善方針

② V・W法
　・問題の大きさを棒グラフで表示、なお、品質、コスト、
　　納期、・・・・安全、エコ対策、全てのテーマを一枚の
　　図にして表現して、職場で着手する内容をウエイト
　　づけ（定量効果＋非定量効果を一覧化）。

③ ５W法
　・なぜ？の解析を中心に、問題発生の事実を、1問題
　→1原因→1対策を基本に追求

④ F・F法
　・現場へ出て、現物・現象をみて、現場で対策を進める
　　が、事実分析にはビデオ～各種の科学的分析機器
　　を利用して問題発生メカニズムを解析する。

⑤アイデア・マップ法
　・創出したアイデアを、安価、早くできる（時間）、実施後
　　に実務者（人）が楽しく守れる、という３つの評価で選
　　定の後、実行へ向ける。
　後は、テストと証明の後、標準化へ



設問１３　　スピードVE

名詞＋動詞で
真の要求を把握

徹底的、異分野
からもｱｲﾃﾞｱ収集

最良案抽出

ﾃｰﾏ選定

VE手法の手順

機能分析

創案・テスト

製品原価革新

　VE（価値分析）はアイデア創出の手法として、極めて
有用な手法のひとつである。この手法はスタッフが製品
分析を専従で行い、大幅な原価低減タスクを達成する
アプローチが有名だが、製造現場においても、右図の
要素を活用して、ボトムアップ改善を進める現場でも
活用が盛んな手法である。要は、「目的はひとつだが、
対策手段は多数ある」という発想で異分野、異業種、
異技術からアイデアを集める手法だが、では、この
手法を効果的に活用してスピード改善を図る方法
（工夫）を例示して下さい。

記載欄



設問１４　　スピードIE

　下図は書でよく見る事例であり、５Ｓということで、
工具を通路側へ立て看板と共に、目で見る管理、
というだが、現場でビデオを撮れば、ムダはすぐに
判るはずである。では、何がムダであり、どのよう
にスピード改善を進めるべきか？改善案の提出
と共に、スピードIE活用の要点を解説して下さい。

５Ｓ工具置き場

作業場

通路側

美観は良いが
なぜ？毎回
工具を持参
しなければ
いけな
いの？

記載欄



ムダを撮る

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



　５，「目にみにくい問題」の評価～対策・改善法

設問１５　　目にみにくい現場の問題対策

この製品は不良で困る。何とかしたい。
納期が遅れる、原価も問題だ・・・・・・　

経営者の
悩み

現場の
　問題

疲れる、危険である。服が汚れる。
新人とベテランの差が大きい。・・・

顧客の
クレーム

納期回答が遅い、対応が遅い、要求
を聞いてくれない。・・・・・・・など

　下に示した例は、「現場で発生する困った問題」と言われる例だが、個人的な問題を除き、内容を
解析すると、経営改善に直結した改善課題や、その背景をなす改善課題である例が多い。では、この
種の問題を取り上げて
経営改善と直結させ、
経営効果をあげる対策
と直結させる方式を
例示して下さい。
なお、ムード的な図化
やもとめではなく、数値
評価まで出来る方式の
提示を課題とすることに
します。
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