
８－８ こんな研修方式があった。 
 
 これは、経営改善 C 社生産方式を実践されていることで有名な企業に、K さんが、研修の講師に招

待された時の事例です。C 社の依頼は「改善技法は既に現場で受講して活用しているので、その仕上

げを行う研修をお願いしたい」という事でした。2 日間の研修の内容は、①経営面から問題を解析し、

②今まで習った手法を自社のケース・スターデーを仲介に問題点の整理～見直しを行い、③その内容

を基としたチェックリストの作成を行い、④研修後にそれを活用する準備をし、⑤フォローアップ研

修では実を示すまで行う、というメニューでした。K さんが見ていても、C 社の受講生の方々は皆様

が熱心に研修に当たっておられたそうです。特に C 社では「課題を持たないで研修を続けるム－ド的

な研修は行わない」ということを信条にされ活動してきたことが、多くの成果創出と、他社のお手本

にもなっていました。では、読者の皆様には、優良企業の研修への取り組み事例という形で K さんが

対応した C 社の研修風景をご紹介することにします。だが、その前に、C 社が過去に行ってきた研修

から紹介することにします。 

① 下図のように、生産工場のモデル作業を仮想したケ－ス・スタディを基に生産負荷が計算上オーバ

ーしている工程に対して、どの様な対策を発掘出来るか？数値を見てトップダウンの形で不良対策、

仕事の時間の改善、設備の稼働率対策、・・・・技術革新による工程の省略などを制約なしに発掘

し、経営改善と改善手法を適用すべき項目を探す演習を題材に、自社の工場の改善点に当たり、経

営効果を直接あげるという視点で、この種の解析を実務に生かしてきた。 

 

設問の例　　現場改善・問題発見力の高め方

【緊急時対策】　改善の内容でない策
①残業、②休日出勤、③事務所応援
③管理者応援、④外注化、・・・など

求める案の記入欄

　下表に、コーヒーを製造するプロセスを示すことにします。なお、この計算のような状況になるのは
6ヶ月後です。従って、現在、ここに充分な改善時間があります。

　そこで設問ですが、緊急時対策でなく、改善により最少人数でﾈｯｸ工程なし、という生産を実現する
にはどのような策が考えられるでしょうか？制限なしで、経営数値である下図の内容を解析して、
出来るだけ沢山の改善策を見つけて下さい。

【　ｺｰﾋｰの製造工程　】　
①豆の選別(不良の豆の除去）

　　　↓
②豆を焼く
　　　↓
③豆を粉砕する
　　　↓
④分粉（大きさ別にわける）

　　　↓
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）　

1.22　

　.99　

1.45　　

　1.09　

　　.79

基準能力＝１．０　工程の負荷／山積は
①　負荷＝標準時間×生産個数
②　能力＝7（時間/日）×稼働率(90%）をベースに算定されたもの
である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業
になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない

人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

標準時間は
観測値×
　ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）
　で算定され
　　余裕率は
　　現在28%
　　　　　ある

 
 

② 液晶ビデオを活用した改善の演習：C 社は電気・事務機関連を生産する企業であり、組み立て製品

の自動化、手作業の改善に必要な動作経済の法則を用いた改善の演習、特に、ビデオのスロ－解析

による改善を実施する方式を用いることを特徴としてきました。この解析により、WF 法を用いた

改善が現場作業者間で独自に進むよう、教育訓練してきた。このため、セル生産を導入する際、下
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図に示すように、他社の真似をしないで、有効な策を最初から社内で作成～利用してきた。 

 

IE的に有効なセル生産方式検討の例

一人生産・組み立て忘れ？
問題の発生

ライン生産・ラインバランスと
　工程・作業者間の仕掛増加！
　問題の発生

屋台や方式：
動作の無駄の圧縮要求

人

要は、最少時
間でロスがゼ

ロならば
方法は多数！科学的分析~チェック

生活にヒントは？

円卓部品提供式 配膳方式

製品

組み立て
順に部品
をJIT提供

食堂・弁当手づくり方式
コンベア部品提供式

後は比較検討選択のみ！

 
 

③ ポカヨケとその演習問題：不良対策の実務ビデオを活用した事実分析の解析の後、社内ノウハウや

他社成功事例を調査～評価して、工場現場診断の形で全ての現場をチェックして、適用可否の検討

や投資評価などを進めてきた。 

④ 現場診断法による改善点の発掘と手法活用の要点の理解。現場を映写したビデオと現場診断チェッ

クリストを用いて改善の進め方の研究をしてきた。このため、この対策だけで、あるモデル工程に

おいては、小額投資だったが、半年で生産性 2.5 倍となる生産性向上モデルを具体化させ、全社へ

の波及を図ってきた。 

⑤ 展示会式の発表方式を用いて、現場改善の事例発表会を行う方式を運用すると同時に、学んだ改善

から得た知識や事例をもとに、自分の職場への適用表や改善チェックリストを作成し、相互発表～

討論の後、改善企画書作成を作成（出張報告程度の内容ではなく、活用を目的とした聴講）、要は、

発表会を利用した技術波及として扱い、参加者が単なる教養番組や刺激などの範囲に留まらない運

用で、発表技術の紹～活用に努力してきた。ちなみに、1 回の発表会だけでも、開催費用の 3 倍程

度の金額効果を得る状況で、改善発表会を生かしてきた（お祭りの場に留まらせない運営）。 

 このように、研修生は一般的な改善技法は既に工場内で研修を受けているため、更なる研修は、製

造現場における新たな改善の切り口を探す対策や、技術波及を図ることが目的となります。更に、も

し同じテーマであれば、更なるスピードアップを目的に受ける、という実務的内容を目的とした研修

でした。このような環境で K さんに、今回の研修依頼が来たわけでしたが、当然、さらなるレベルア

ップとアウトプットの創出が目的となっていたことは言うまでありません。 

では、K さんが行った一流企業調査を題材にベンチマークを定め、自社のレベルと改善内容を探る

目的で実施された研修を紹介することにします。次ページの図に、そのイメージを示しますが、ベン

チマークの設定～活用は、未来の姿を明示して現状を見直し、未来を早く実現へ向ける対策がテーマ
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です。このために、C 社側でも、サンプル・ビデオや報告書、文献などを、多数集め、その見直しと

共に、改善内容を整理、未来を先取りする形で中期的に企業体質や生産技術力向上を図ることを系統

的に進めることを最終アウトプットと定めていました。また、その具体的な対処は、この詳細を各人

が企画書化してトップに答申することが決まっていて、名称は研修会ですが、中期計画策定プロジェ

クトチームが集まって、その要点を K さんから学ぶということが研修の目的でした。 

 

中期製造革新のための
　ターゲット・コスト分析イメージ

最適ﾚｲｱｳﾄ化

　科学的根拠で目標設定を
図った対象（イメージで表示）

部品費低減

治工具改善

半自動化

設計改善

コ
ス
ト
低
減

タ
ー
ゲ
ッ
ト

　あるべき姿
－　現状
改善ギャップ

あるべき姿
　＝未来

現状を要素分割

時　
　

間

改善・改良→革新へ
 

 

 では、研修会で検討したステップと、個々のステップで対処した項目を例示することにします。 

１，例えば、組み立てラインであれば、何の指標を対象に管理すべきか？管理指標を定め、と一流と

の差異を比較し、理想－現実＝改善点の目で改善すべき内容と効果、作戦を立て、部下のベクトル

を結集しつつ、上司へ具体的な提案を企画できる内容をする力量の向上へつなげる。このため、数

値を向上させる項目と個々の革新テーマのリンクを図る。 

２，現場を一流にするためのチェック・ポイントを示す目的でチェックリストを関係者に示せるか？

を検討し、5 段階の評価表を作成して、他社、異業種の技術改善要素と事例を示す。この対策で客

観的な評価が出来仕組みと達成内容の確実性を示す資料化を図る。 

３，他社事例や、文献に示されたアイデア、概念的だが具体的な事物や、革新イメージにつながらな

いテーマは、どのように有名な企業や学者、評論家などが提示していても、実施不可能な案として

保留する。この点に対しては、製造技術的な面にメスを入れると同時に、改善案を効率よく進める

ため、E,C,R,D,P,S（省略、結合、置き換え、分割、平行化、単純化）の原則の理解と活用や、5M

段階改善法（人、方法、計測、設備、物＝設計の内容に加えて、情報・管理面の改善も対象に入れ、

効率良い改善案を抽出する方法）などの内容と活用を図る。この対策により、有効な具体策を 5 段

階評価と共に表に示す（ベンチマークと共に、達成内容を具体的に記載する）。 

 以上が K さんに依頼された C 社の研修内容です。この例が示すように、読者の皆様には、この研修

がアウトプットを明確にして、各要件を他社事例や産業界の活動を比較～整理した上で、生産技術面
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のレベルアップを図る。また、その上で、自社で行うことを個々に具体的に示す、という目的で実施

された内容であることがご理解願えるのではないか？と考えます。要は、研修後、改善対象項目と共

に、具体的な仕事すべき内容や要件を関係者示して行く取り組みです。従って、当然、研修の場で行

った、このような解析は、その後、宿題として、調査や研究、異業種見学などを加え、より内容を具

体化させた企画書を経営トップの前で発表して行くことになります。このような研修内容だったため、

「この企画書の発表は、ある意味、次世代幹部候補生の活動内容を評価する形になっている」と、K

さんが筆者に話してくれました。さらに、「中村さん、この次世代リーダー候補の方々は自薦＋他薦

で選定されるそうです。人数も 20 名以下、一応はグループで個々のテーマに対するベンチマークをつ

くるわけですが、当然、企画書提出は各人別に行います。なお、研修後の内容は社内でも極秘の要件

が多く、私もフォローアップ研修（企画説明会）には出席できません。しかし、この企画をプロモー

トした生産管理部長の方の言によると、「K さん、彼らはすごいです。発表前に関係者を巻き込んで

プロジェクトを動かしつつの発表になるからです。ここ迄ご指導ありがとうございます。」とのこと

ですが、私も「研修では、きっかけや、イニシャル情報を彼らに提供するだけですよ」とお答えして

きました。事実、研修会では、彼らが自主的に活動する方式でした。当然、講師である私は、時々は

相談に乗りますが、ほとんどは研修生の活動を横で見ているだけです。要は、研修では、しごく当た

り前の内容を整理して伝えることが講師の役目であり、活動は優秀な彼らが主体的に行う方式です。

驚くことですが、彼らがテーマとした内容が動くと、BS や PL に変化が出てきます。このため、私も、

常に、彼らに何を提供しようか？真剣に考え、対応してきました。１年の間に、私は多くの研修を担

当してきました。だが、時の経営幹部候補生に研修するということは、正に、講師が試験場に立たさ

れている状態です。従って、この研修が終わると２～3 日は私も放心状態に近くなります。いや、す

ごい研修です。・・」というおことでした。では、研修の場で K さんに質疑がなされた中から、興味

深い討論内容を例示させていただくことにします。 

一例ですが、ある研修生の方からの質問：「世の中では多くのチェックリストが活用されている状

況です。また、列挙すると、大略次の様な種類になります。そこで質問ですが、今回の研修も、この

種のチェックリストに対して自社の取り組みを評価して改善案をつめる方式ですか？」 

 （１）、合法、順法の内容に従っているかをチェックしてゆくためのもの。 

    環境、安全基準などに示される様に、法や規則への適合を監査する目的のもの。 

 （２）、規定に定められた実態があるか否かを検査するもの。 

    ISO シリーズに代表される様に、規定の有無、面接による事情聴取、文書などによる運    

用の実態の状況を見て活動内容に是正すべき点の有無を現地で検証するもの。 

 （３）、社内で規定や評価基準を設けて、問題点の指摘、発掘を目的に行うもの。 

    KYT（危険予知訓練）や、５S 改善など、評価基準と共に現場視察を行い、改善点を発    

掘・指摘して改善を促す対策に用いるもの。 

 （４）、技術レベルや稼働率、生産サイクル、品質のレベル、納期や生産リ－ドタイムの短縮レベ

ルを評価～検討するもの。これを一流の対象と比較してレベル向上のための要因を見つけて、

改善を進める内容を見つける方式（ベンチマ－キングと言われる体質改善方式はこの様な内容

の代表例である）。 

 （５）、仕事をする発生する問題などを項目に分けて定め、実態把握と言うことでデータをとる方

式。アンケート、故障率、ワークサンプリングと言う作業分析や科学技術上のデータ収集に良

く用いられるもの。 
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 （６）、機械点検簿、車検などに見られる様にチェックすべき項目にモレが発生しない様に、前も

って項目を定めて点検や作業時に活用するもの。 

 企業の中で用いるチェックリストの種類を列挙すると、概ね上記の６種類となります。だが、この

問いかけは、「この種の内容のどれを今回活用すれば、どのような工場改善成果がでるか？を教えて

欲しい」といった質問です。要は、講師に例を示させるか？もし、講師が「たとえば？」という問を

出した時、生徒は考えを明かし、講師に自分の考え方に無理が無いか？を確かめる質問の形態です。

そこで、K さんは次のように返事をしたそうです。 

「チェックリストは使えるものをつくるべきです！他社にあるものと今回、御社でベンチマークと共

に記載する内容は大きく異なります。要は、実現可能性が高く、実施した効果が見込まれるという観

点で、調査してきた内容を先に実現内容を先に想定した上でこのチェックリストをご覧になって下さ

い。この種のチェックリストの活用は、現在まで検討した内容に追加や見直しが無いか？という扱い

をします。この考えで、例えば、御社の不良対策のベンチマークを検討される場合、（１）～（６）

のチェックリストの項目以外に、対象事例を挙げ、まず、①事後的処理、②発生時点対策、③予防対

策の 3 段階で現状の取り組みを見る、というような解析をすべきです。その結果、③の「予防や事前

検討」を上位ランクととらえて対象事例を解析します。だが、さらに、④例えば、GE 社の 6 シグマ

の中に DOMEIC がありますが、これなどは、図に示すように、更に、顧客志向のステップを組み込

み、事前検討＋VOC の確実性を図っているので、ランクとしては４程度にします。 

 

DMAICによる問題解決手順

Define
（定義）

Measure
（測定）

Analysis
（分析）

Improve
（改善）

Control
（統制）

①定義：これから取り組む課題が何か？を明確にしてプロジェクト・チームに示す。

②測定：取り組む課題に対して定量的、定性的なあらゆる事実を偏見なく、あらゆる切り口から

　　　　　　　調査して、現状把握結果としてまとめる。見える化した図化が必要。また、重点と個々
　　　　　　　の問題のつながりも示す必要がある。特に顧客ニーズの把握に当たっては、考古学
　　　　　　　のアプローチを利用して、徹底的に、顧客の中に入り、実体験と共にニーズをつかむ
　　　　　　　対策を実務的に行った後、ニーズの見える化分析を行う。

③分析：問題の原因を事実として示し、解決方針を企画化して、大まかな解決への

　　　　　　投入と算出内容を示す。

⑤統制：誰が何をいつまでに行うか？また、タスクと貢献度、リスク対策内容を

　　　　　　示し、成果創出への全員参画活動の制御を図る。

④改善：③を題材に、具体的な解決策を詳細に至るまで練り、リスク対策を検討

　　　　　　　して具体化に至る企画内容を具体化させ、実行計画書の内容で示す
　　　　　　　同時に、各プロジェクト間との調整を情報公開・一元化の形で進める。

 
 

更に、⑤御社の VOC のレベルをあげるためには、例えば、小松製作所がフォークリフトに GPS＋

故障を監視するモニターを搭載した例、コピーマシン・メーカーがお客様に納入した後で発生する大

小の故障記録を、コピーマシンに内蔵されている IT で取りながら新製品開発＋顧客利用・サービス率

をあげる対策を参考にされる方式があります。この辺まで検討を加え、もし、これが最高ランクなら、

このレベルをランク５にされた後、今度は、自社の製品や生産技術、顧客ニーズを確実に入手～生か
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す策を誘発するというチェックリストに仕上げます。そうすれば、他社には無いが、御社の技術改善

に直ぐに役立つベンチマーク設定が出来るのではないでしょうか？そこで、先のご質問ですが、この

ようなランク付けの後、補助的に、あなたがお示しになった（１）～（６）のチェックリストの活用

形態をする程度で良いのではないでしょうか？」以上、K さんが質問に応えた内容です。これで、C

社の質問者は納得願されたそうですが、質問者からは、「なるほど、それなら、教科書を超えた取り

組みになります。お話いただいた内容を参考に他の内容も検討します。ありがとうございました。」

と言われたそうです。このやり取りを見ても、生徒から試験を受けているような立場で対応する K さ

ん、「この時も、正直言って、相手が納得されたのでほっとしました」と、筆者に話されました。 

【メモ】チェックリスト利用に当たって、参考事項として 

K さんがこのような応え方をした背景には理由があります。私たち企業支援をする者は［方式１］：

産業界の研修テキストや販売著書に記載されている「チェックリストとその使い方」に示される方式

の場合、大半が、チェックリストに対する使い方の例を見てブレーン・ストーミング的にアイデアや

改善点を考えた後、自社における適用対象を探し、改善内容を割り付けて行く、という手順を進めま

す。だが、C 社の方々、その種の利用法は既に実施済みのはずです。従って、［方式 2］の適用とな

ります。特に、今回は、改善対象を先に挙げ、経営的な改善目標の達成を狙いとした研修です。そう

なると、最初から決めた対象に対して考えられるアイデアや情報をまず並べて、達成目標と具体的な

実施項目を選定する。その後、先の（１）～（６）という産業界で推奨されてきたチェックリストを

「何か抜けた視点（切り口や先進事例）はないか？」と問いながら、見直しに使う手順の方が、効率

よく提示した対策内容の評価や検討が進むからです。 

では、このような質問の後、つぎに「産業界には細かくわけると、IE、QC、VE、・・・JIT、・・・

MBC のテキストに示された PPM 他まで、数千件もある改善手法に対し、とらえ方を整理し、研修後

に改善が実施出来るもの！」という解析について、K さんが C 社の方々と対話を進めた内容を示すこ

とにします。 

「では、どなたか一人の職場の内容を把握した上で、具体的に改善案の対象に定めた分野に対し、

チェック項目を挙げ、今度は、ベンチマーク設定例を提示して下さい。」「５点法で、その内容の見

直しを行い、各レベルに位置する項目を作成して行く方式で良いですか？」「OK です。方式は問い

ませんが、アウトプット、即ち、そのチェックリストを使って目的とする内容に対して何が得られま

すか？」「レベルを先に定めれば、理想－現状＝改善ギャップの形で、その間の項目とレベルや問題

点がわかると思いますが、そのような記載はどうですか？」「その方法もあります。では、問題点が

わかって、その後で目標値はどの様に達成されるストーリーづくりをなさいますか？」「いや、その

点が５点法では解決できない様に思います。そこで質問したわけですが・・・」「私は、この質問を

待っていたわけですが、よくそこに気づかれました。皆様が真剣にテーマの目的を考えている現れで

す。どうでしょうか？皆様は第一線で現場を管理されている管理者の方ばかりです。すでに現場の問

題はよく知っておられます。「だが、何らかの制約もあって、理想レベルの達成が今まで出来なかっ

た」というご事情も、よく、ご承知の立場におられると考えます。だが逆に、その種の制約や壁を越

えるため、現場の皆様にもご協力願い、改善に取り組んでいただく動機づけをしてゆく役目を持った

お立場におられます。また、理想レベルの達成が、単に、技術的レベルの向上だけでなく、経営トッ

プからは、Q（品質）、C（コスト）、D（納期・時間）、S・E（安全とエコ）、M（士気）の向上を

期待されています。そうなると、まず、解決すべき問題と理由を記載する。次に、問題解決の条件を

記載し、解決策を記載し、問題を改善した時に獲得する効果を記載する・・・とした手順で、この種
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の問題や課題を達成する対策が、ベンチマークを 1 ランクあげる内容になるように思います。今回、

このように。領域を定め、具体的、かつ、効果なども定量的な内容を記載する方式をお勧めしたいと

思います。その理由は、この例のように、チェックリストのランク毎に改善案、即ち、問題を打破す

る策や壁を破る指導内容といった物の見方を示すことが、部下に当たる関係者の方々が、改善案をス

ピーディーに進めるためのヒントになるからです。要は、改善を担当していただく方々に改善のキー、

即ち、チェック・ポイントを示唆する内容の表現にされてはでしょうか？」「なるほど、それは使え

ます。現場関係者も問題はわかっているわけで、改善を得る各種のヒントが示されていれば、さらに

有効な改善案を見つけたり、改善達成のスピード化だけでなく、士気高揚につながります。しかも、

今回はいろいろな物の見方と共に、工場の管理者の方々があつまってグループを組んでいるので、他

の工場の改善ノウハウも、このチェックリストに記載されると言う効果があります。」「なるほど、

しかし、世の中にこの種の方式はありませんね？」「世の中に合わせる必要はありません。要は、御

社が本当に達成したい目的と目標レベル達成に一番合うものを創出しても使えれば良いわけです。し

かも、このチェックリストを使うことで改善は早くなるはずです。また、改善効果を示すことで、重

要度が現場関係者だけでなく、トップに理解され改善に拍車がかかるはずです。」「納得です。今回

の研修で、ベンチマークと、その中身を我々で知恵を集める対策の意義がわかりました。」という質

疑で、K さん担当の研修では、いわゆるベンチマークとランク設定～具体的な対象を決め、改善ステ

ップを早く登って理想へ近づけるチェックリストが完成していったたわけでした。 

 

超一流化の条件

現状を精細に
　分析する

２
なるほど、当たり前
だが、プロはヤル！

高い達成目標を示し
日々実現にあくなき
努力をする

１

目標

達成可能なストーリーを
示し、確実に達成する
　　　　　　努力をする。

３
Ｐ

計画

Ｄ
行動

Ｃ
確認

計画なければ
　管理なし！

企画書

 
 

【メモ】ベンチマークはステップ・バイ・ステップ式のロード MAP 

C社でKさんが提示された内容は一種の生産技術革新MAPに示してゆくベンチマークです。なお、

ここの項目達成には番地と概略を書きステップをあげるため、ここの番地毎に、①現状の問題、②問

題がなぜ解けなかったか？③問題を解く上で、難易度として何が障害になっているかを示した後で、

④問題解決のために条件整備や、有効な解決法の提示をガイドの形で示し、⑤問題解決の後、何が、
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どのような効果となって得られるか、⑥問題解決でワンステップ・アップした後、次のステップ達成

にどのような条件が整うか？を示します。そして、次のレベルでは、また①～⑥をつめて行き、その

また次のレベル達成条件を整備するわけです。このような記載内容はマラソンや水泳競技などで用い

られてきました。すなわち、オリンピックで金メダルを狙うためのストーリー化に似た形態です。要

は、上図の「超一流達成ストーリー化」を示した内容であり、個々のステップで個々のベンチマーク

のレベルを①→⑥を進める内容は、「段階的な目標達成を詳細（親切）に現場関係者へ示す企画書」

として意義を持たせた表現方法です。 

では、もうひとつ、C 社と K さんの間でなされた質疑を紹介することにします。「チェックリスト

の改善欄に効果の見積もりを示すことについてですが、この種の記載は、市販の書や他の講習会など

では余り例を見たことが無い例です。だが、今回、社内資料に効果の見積もり値を記載することに、

どの様な意味があるのですか？」という質問がありました。これに対し K さんは、「一般に、改善前

に改善見積もりをしますが、効果の値を事前に示す行為は改善を促進する重要なキーファクターと考

えます。そこで、この点に対し、多少とも説明を加えることにします。」と言って、ある例を K さん

が解説しようとすると、研修生から、「今回の研修で作成するチェックリストは一般の書や先生が教

えられるものとは違いますね！」という発言がありました。そこで、「その通りです。改善案の見方

そのものが記載されていて、単なる評価表によるランクづけ、他職場との比較でもなければ、問題点

の指摘形式でもない方式です。目的は、持ち帰り、現場の問題点の見直し、即、改善案の創出には実

務的に役立てるためのものです。」「要は使える要件を明示するわけですね？」「そうです。だから、

実務的に使える内容を記載します。そうすれば、部下には、ものの見方の教育になるし、改善のヒン

トの様な内容となるので、改善案の具体化やスピード化に役立ちます。また、そのような改善を実施

することで、たとえ小さな改善や、その積み上げで大きな成果や理想の現場の具現化に数値という形

で貢献度を感じながらの取り組みとなります。野球で言うなら、ポテンヒットをつないでも 1 点にし

て、相手に勝つチーム活動がやがて、年間優勝を獲得する形に似た形態をここに示すわけですが、こ

こに、見積もり値を記載する意味が出てきます。要は、1 点を得るために個々のテーマのつながりが

どうなっているかを示すことが、対処すべき行動を明確にするからです」「そうか！それなら我々の

会社で実務に使うチェックリストとしては十分な機能となりそうです。」「世の中にあるチェックリ

ストは基本編で、あくまで参考資料です。皆様は現場も問題も承知の助、そうなると、皆様の使命は、

関係者に納得を短時間で作成し、後は、部下である関係部門の方々がスピーディーかつ確実に改善を

進める動機づけをすることが重要になります。このことは、「企業では、常に教科書に対する応用編

の作成を求められている状況であり、研修も、その取り組みが行われなければ無意味、否、お帰りに

なって追加のお仕事を強いることになる」と考えて行う対処です。従って、今回、その様な目的を果

たす内容であれば、形式は御社の自由に合わせて一番の近道になる形態であれば何でも良い。また、

研修の場では、皆で情報を集め、知恵で固め、相互に納得が行き、実施可能なモデルを提供すること

が出来れば OK と考えます。当然のことながら、今回の様なチェックリストの作成を貴社で行うのは、

私も、始めてです。しかし、目的と使用する手法と適用効果が数値と共にハッキリしている。すなわ

ち、使って効果ある目算がハッキリとしているということは、活動を促す意味が大きいのではないで

しょうか？」「了解しました。確かに、この方式も我が社では必要です。また、我々も、現場関係者

に、今回、ここでできた様なものを持ち帰り見せると、多分、喜んでくれ、理解も早いと思います。」

「では、この種の扱いをした目的は果たせそうですね！」「ハイ！」「ありがとうございました。」

「いや、こちらこそ。・・・有意義なご指導ありがとうございました。・・」 
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 これは、どちらかと言うと、K さんが指導した内容を確認する目的で出した質問だったようです。

このような質問と検討と共に作成されたベンチマークと実施内容が記載された資料は、その後、当然

のことのように K 社で実務へ展開され、「今回の研修が我が社の更なる発展への一助になった」との

お話でした。いずれにせよ、K さんと C 社の方々の言にあったように、「世の中に先例があるか否か？」

は、改善の実践には余り関係がない話だったわけです。だが、筆者達が行う一般研修では、先例や実

績を気にする方が必ず、しかも、多くおられます。そこで、ここに記載した K さんのような取り組み

事例を紹介すると、必ず、「では、実施例がありますか？それが無いと、我が社には導入できない！」

とか、「その事例を実際に展開して成果をあげている企業や工場見学をしたい！」という要求が出て

きます。残念なことに、事例がないことを理由に、どんなに良い方法も導入しないで静観するだけの

取り組みです。だが、この種の質問と、良い提案を無視する行動は、今も日本の産業界には多い状況

です。また、そこでは、必ず「事例や使用例が無いと、会社に帰って関係者を説得できなので、良い

方法のようだが、我が社では実施は出来ない」しています（だが、もし、講師が事例を持っていても、

この種のマネジメント展開内容は極秘に属する内容なので、中身を絶対に公開しません）。そこで、

K さんは、この種の対応には、「事例があるものは、手法適用の効果確認という形では良いが、産業

界では、二番煎じと見るべきです！」こと応えてきたそうです。 

以上、ここまで、K さんが関係した C 社の例を紹介しました。ちなみに、C 社は系列を含め 10,000

人規模の企業です。だが、この研修への参加者は限定されるため 3 年で終了になったそうです。この

種の研修が少ないことも事実ですが、対象者も少ない次世代リーダー研修の一端を K さんが紹介して

くれたわけでした。 

 

【コメント】  

K さんが C 社を指導されたお話は、実務研修の一例であり、優良企業で行う研修＝目的・目標を定

めた、プロジェクト的運営の実施形態だったわけです。しかし、この例こそが本来の研修スタイルで

あると考えます。筆者の場合も、この種の例は 1 年に 1 件程度あるか無いか？といった状況です。で

は、多少とも、K さんが C 社を指導された内容に近く、特に印象に残った例を紹介することにします。 

ひとつの例は化粧・医薬品 S 会社の例で、新製品立ち上げに対する DR 対策研修です。ここでは、

研修に当たり、事前にテキストと演習題を送り、午後からの研修で講演と事前に送っておいた演習を

解説して Q&A を進める方式で進めました。このため、S 社で主体的に活動されるメンバー12 名の方々

は、テキストと演習題を事前に解析し、自社のテーマに当てた討論も事前に済ませていました。また、

午後の研修へ参加して、全体の進め方の中で新製品開発リスク対策を進めるか？という整理をして行

くという取り組みがありました。午後の研修は 70 名ほどの方々に対するもので、午前中のメンバー以

外の方々の参加も加え、講演会形式の研修でした。このような形態で研修が進んだわけですが、S 社

の皆様、まず、午前中の討論で、演習問題はほとんど問題なくこなし、応用展開の内容についても、

事前に勉強され、筆者が意図した事項はほとんどがカバーされていました。この状況に筆者は、まず、

大きく感心したわけですが、このような状況で、午後からの 3 時間程度研修も終わった直後、「先生、

今回の研修は大変に実務的で、即、実務テーマに展開する会議を進めたいと思います。そこで、大変

に恐縮ですが、先に研修をお願いするときに、「1．5 時間ほど、工場と近くの観光をしておいていた

だき、その後、我々と懇親会を！」としていたのですが、予定を変更させていただきたいのですが？・・」

「全く問題無いですよ。それで？」「いや、今回の研修と演習の解析～適用、更には、午後の講演を

お聞きして、現在推進中のテーマ、相当に深掘りしなければいけないことが判ったのです。皆で話し
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たのですが、『鉄は熱い内に打ちたい』わけです。要は、早速、今のテーマに当てはめて徹底的な見

直しをしたいのですが、そうなると、今夜は夜半に近くなりそうです。従って、懇親会に間に合わな

い。やはり、明日に持ち越すべきでは無い事情もあり、・・・」という説明でした。そこで、筆者は、

「大歓迎です。研修でお話したことをご利用下さい。お話した内容をすぐに実務展開されることこそ、

講師冥利に尽きるお話です。大賛成、ぜひ、貴重なお時間をそちらへお回し下さい。・・」としまし

た。このような事情から、工場見学は簡単に済ませ、筆者も早々と帰宅しました。また、JMA へ戻り、

「S 社はすごい！」と関係者に話しましたが、それから 3 ヶ月の後、S 社から「予定以上に新製品開

発がスムーズに進んだ」という報告と、お礼状が筆者のところへ送られてきました。筆者は「習った

ことをいかに実務に生かしていただけるか！」という目的で、この種の研修に努力を払うわけですが、

S 社の研修は、正に、受けるべき研修の位置づけと内容を予定のコースに取り組みでした。また、修

得内容を血肉とする取り組みであり、外部講師を巧みに利用して行く方式だったため、ここに「ある

べき研修の形態を示す一例」として紹介させていただいた次第です。 

次に紹介する例は O 社支援の例です。このご要求は、筆者にとって、過去全く経験が無いテーマで

した。筆者の場合、この種の対応を受けた場合、ほとんどお断りしてきました。知識や能力が限られ

ているためです。例えば、営業強化や資材の買い付けなどのテーマが飛び込んできますが、この種の

内容は筆者に取っては異分野であり、出来あがるアウトプット創出の可能性がイメージとしてはっき

りしないためお断りします。しかし、「O 社の要求は、経験が少ない分野だが、現在まで進めてきた

テーマの延長線上にあるテーマで、新たな調査や研究を加え、全精力を注げば支援可能な内容である」

と判断しました。また、この対策に当たっては O 社と相互に努力する必要があることを告げて、お受

けすることにしました。要は、この種の取り組みの特徴は、毎回、新たな調査研修（勉強）が必要に

なります。また、今まで集めた中から、使えるものを探しまくって対応し、企業が持つ疑問や要求し

ながら、最良と思われる解決手順と必要情報に対し、ヒントとなるものを提供して行く整理も必要で

す。要は、一般の研修依頼に対する対応に比べると５倍以上もの準備の手間が必要になる対象です。

今回のテーマは、正にこのような取り組みだったわけですが、O 社のご要求内容に対応した結果、具

体策を確立～大きな成果を得たので、以下、その要点を紹介することにします。 

再度の解説で恐縮ですが、O 社のご要求は「新製品開発段階から不良ゼロを図りたい。しかも、こ

のプロジェクトの成功が、新製品のシェアー維持に掛かっていて、真剣勝負である。我が社はアウト

ソース活用という環境の中で新製品を垂直立ち上げしなければならないが、今までのやり方を最低

30％ほどスピードアップさせたい」というご要求内容でした。そこで、筆者は、①対象製品を定めた

取り組みとする。②現在までの進め方をよくお聞きする。同時に、③ばらばらだが、N-TZD 研究会で

数社の方々と研究してきた資料を整理して、適用可能な内容を今回の目的に合わせてモディファイす

る。④世界一流の類似対象を探し（この種の対策に当たっては、JMA の資料室などを利用して 30 冊

ほどの書や文献から探し、その内容）と今回の目的に合うものを抽出して、適用可能な方式を提示す

る。⑤O 社が取り組む内容に対しアウトプットを明確にし、ムダな資料や解析にならないよう、取り

組む手順を確認した上で、対策ストーリーを編成する。しかし、⑥筆者の実力の無いもの、O 社の製

造技術や製品事情に対し、特殊な条件や極秘事項に関与すると思われるものは「はできない内容」と

はっきりと示す、という方針で対処しました。その結果、幸い、今回も、お手伝いした O 社の関係者

のお取り組みと熱心さの成果で予想以上の手法適用となりました。当然、その手法と適用内容の詳細

は社外秘の内容であり、ここへの記載が出来ない事情があります。だが、その取り組みの結果得た『新

製品の事前検討手段』については紹介可能なので、以下、簡単に紹介することにします。 
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まず、O 社が感じている「新製品検討段階に対する事前検討不足に対する影響」について解説する

ことにします。下に示す図がその内容です。この解析は、筆者が 15 年ほど前にある AV 製品（この時

はビデオデッキ）に対する社外で発生したものです。3 ヶ月ほどで 96 件のクレームの内容を解析し、

「無限時間をかけて事前検討すればどうなるか？」という評価をしたところ、①DR 時間を今の 3 倍

かける、②一桁品質評価レベルを厳しくする（あげる）。③②でランクアップさせたヒヤットレベル

の製品は出荷させない、という 3 種の関門が整えば不良流出は完全に防止出来てクレームゼロはでき

る！」という解析結果を得ました。なお、「この対処を責任部署へ集中して行う場合、設計部門が 98%、

QA 責任が 2％程程度と見積もれる。だが、無限時間は理想であり実現は不可能です。そこで、10%程

度検討時間などを増やし、企業の各職制に分担して実務的に行う場合は？という視点で、このデータ

を再度整理した結果、新製品開発段階に設計が責任となる要件が 85％となる」という分析結果となり

ました。要は、事前検討の不備が、次ページの図の左側に示す『悪魔のサイクル』の原点になってい

た例です。この資料を O 社に説明わけですが、「これから着手する O 社における状況も、ほぼこれと

解析と似た形になる」という結果でした。「だが、教科書通りに、次ぺージの左側に記載した内容を

実務にする策は多大な時間を要します。従って、O 社でも「ベキ論と、このような DR ステップ方式

は認めるが、実務性に掛ける」という状況が当時の状況でした。 

 

　 新製品開発段階におけるDRの重要性

　３．５０　　３生産部門責任６

　５．８１　　５QA（検査）責任５

　５．８１　　５生産技術責任４

８４．９０　７３設計責任３

　２．３２　　２QAテストモレ２

９７．６８　８４設計事前検討モレ１

発生率％件数品質・不良発生内容No.
設計事前検討時
　　のモレ約98%

本来、事前検討で品質問題を
対策すべき事項だった内容が９８％

　AV製品のクレーム分析結果

設計責任
　８５％

設計部門として
　　　事前検討
　　　　　すべき
　　　　　内容を
　　　　　抽出
　　　　　すると

なぜ？クレーム
を出したのか！

本来の
　活用
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新製品事前検討、その「あるべき姿」と、悪魔のサイクル

過去の問題
成功事例

望むべきアプローチ望むべきアプローチ

工程のDR

設計変更

製品企画

基本設計構想

設　計

試　作

量産準備

評価

量産化

試作図面のDR

試作完了品のDR

製品企画

構造図のDR

問題を残す魔のサイクル

不十分な検討

問題の先送り
　　　潜む悪魔

生
じ
る
混
乱

後手の対策
次なる、未検討

 
 

このような、実務面の事情を整理した上で、いよいよ O 社の実務課題への対応となったわけでした

が、対策を集約すると下の図のようになす。具体的な対処としては、まず、今回の対策を進めるグル

ープを A：新製品立ち上げ事前検討対策チーム（3 グループに分けて編成）と、B：製造部門が受け入

れ体制の準備に分ける。 

 

新・製品開発・不良ゼロ・垂直立ち上げプロジェクト対策：O社の例

区分：テーマとグループの事前設定

A・グループ：新製品不良ゼロ化追求
　　　　　　　　　事前解析~対策３チーム編成

B・グループ：製造現場

　　　　　新製品立ち上げ対策３チーム編成

① 教材：事前配布資料・書・ビデオの分析
② 過去トラ（問題事項の収集~分類・整理）
③ 研修課題と期待するアウトプットに
　　ついて事前討論~ベクトル合わせ

研修前・事前準備

研
修
の
実
施

【研修内容】
１日目：不良対策手法
２日目：新製品垂直
午前　　　立ち上げ手法
演習を通した学習

【実務課題解析】
２日目午後　　　　グループ間整合
草案作成~検討　　

A・グループ：３チーム
　① 過去トラのゼロ化のため強制フィルター構築
　② 品質機能展開・DR対策
　③ 具体的図面を用いたハザードMAP解析

　　現状の不良・手直し：新製品発生で増加
問　　　　　　　　
題　
　　　ヒヤット低減　　　　　　　　　　撲滅

B・グループ：３チーム
　① 垂直立ち上ベストウエイ探求チーム
　② アウトソース効率・スピード習得対策チーム
　③ ITを含めたスピード教育・定量評価システム

　　　　　　　　　　　　　　　目標値　　　構築チーム
　　　　　　　　　対策後（垂直立ち上げ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　スキルMAP

今後
上流へ展開
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また、後者の対策に当たっては、人材育成 MAP を策定して具体的達成テーマに応じたスピード教

育の適用（3 グループ編成）という形で、今回のテーマに直接、間接に関係するキーパーソンが各グ

ループに 4～5 名編成し、その具体化に当たる体制を準備して実務研修の展開を図る対策となりました。 

これは、一般論ですが、事前検討に投入する費用と工数は、事前検討で漏れた問題の対策に要する

費用や工数の 1／20 以下であす（優良企業の同種実験などで示されてきましたが、この種のデータは

各社の極秘に関与するため、公開されません）。O 社でも、この認識は高い状況でしたが、リスクは

起きてから発生するムダです。だが、多忙な新製品開発・設計部門の方々は、頭でも判っても、仕事

の都合上、「時間不足」という事情で、事実、個々人に任せると手を抜いてしまう例もありました。

また、「過去、運良く問題が起きなかったため、今回も大丈夫だろう」としてしまう例までありまし

た。要は「事前検討項目の実施を個人ベースに分散して任せる」という処理や「DR（Design Review）

会議というものは行われてきたわけですが、歴史を経て形式的になった結果、出席する関係者が、本

当に解析する内容に深く検討をしないまま「DR 終了問題なし」としてしまう例があったわけです。多

くの企業で多くの DR システムは、「人を信用する形で行われるため、項目の検討内容の深さが十分

で無い例が発生する」という問題があります。要は、この種の DR 運用には、問題が顕在化して始め

て問題の重大さがわかる、という欠点が内在します。そこで、今回は「この、人に頼る対策から脱出

して、DR システムとして欠陥を発生させない取り組みが要点」としました。世界一流企業を調査する

と、既に、この種の DR システムの徹底運用について、米国の GE 社が６σの中で運用してきた実績

と方法があります。このため、６σの運用に加える形で O 社の DR システムの具体化が検討、その結

果、得た検討システムが下図です。 

 

O社におけるDRシステム具体化の例：ハザードＭＡＰ

【作成手順】　：手順１~２は宿題事項

手順１：問題のリストアップ
　　　　① 過去トラ（過去のトラブルのリストアップ）
　　　　　② 手直しや教育に時間が掛かった内容（ヒヤット項目）
　　　　　③ 新機種に予想される不安事項

　　　　　　★設計･開発問題チェックリストと富士ゼロックスＤＲ資料

手順２：分類整理：（機能､要素別）　→　一覧化

過去トラ
ヒヤット

Ａ－３グループ
着手内容の例

手順３：対象製品の構図を示し､要素毎に分解し、

　　①固定（過去と変更無し）／②変動（新技術・変更）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／③インターフェース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に区分する。

何を変えましたか？

心配な点はありますか？

他に心配点は？

心配が実際に現れる場合は
どのような場合ですか？

お客様にどのような影響を
　　　　　　　与えますか？

あなたは心配点が出ないように
どのような対処をしましたか？

他に原因はないか？

他に影響はないか？

他に対処すべき事はないか？

手順４：ＧＤ３の質問で危険箇所と程度

　　　　　　を検討する

過去トラ情報も利用

手順５：改良する

　改良・危険度対策後
　色塗りハザードＭＡＰ
　化する。

色区分
~危険部

　管理へ

安
全

不
安

危
険  

 

この図を解説すると、①過去トラ（過去のトラブル）に似た内容の再発をゼロするため、(1)過去ト

ラに加える形で、今回のテーマに対して不安事項を全て挙げる（過去トラは資料から抽出、その他、

今回対象とする新製品に対して 200 件挙げることを目安にした）。また、(2)5 段階・リスク評価基準
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により評価する方式を実施する。さらに、(3)リスク度（発生確率×事が起きたときの重大性）が高い

内容は強制フィルター制度を設け、必ず、様式に従ったリスク評価～予防の実施と緊急時の対策の準

備を進めるという対処をルール化しました。なお、この種の事項の実施内容に運用には、(4)情報共有

＋IT による見える化＋未検討内容のアラームをシステム化し、（5）プロジェクト・リーダーの責務

の履行が経営トップにも監視可能なシステム化を図りました。つぎに、②新製品は、(1)従来技術（固

定部分というが、既に品質的には問題無い改善が図られてきた対象）と、(2)新規の分野（変化という

新規取り組みがなされ、重点的にリスク対策を図る対象）と、（3）インターフェース（(1)と(2)のリ

ンク部分に発生するリスク）に分け、個々の環境に応じた対策を進める。③検討結果は、ハザード MAP

という形で、新製品の図面上に問題と重大リスクを示し、その対策内容（①と②）が目で見て、検討

状況が判る方式を関係者に示す、という改善を進めました。その結果、A グループの活動は、先に解

説のように、予定した以上の解析と実務的 DR システムが関係者のベクトルと全員参画の形で進み、B

グループも下図と同じコンセプトで検討が進み実務へ移されました。また、このため、従来に比較し

て大きく真価する形で DR システムの具体化と成果創出がなされました。 

以上、ここまで、筆者が直接関与した実務研修とその成果を例示した例です。研修の成果は私たち

の支援による効果創出も大切ですが、実務を進める企業側の活動が98％を占めます。読者の皆様には、

この状況が、ここまでの事例の解説で、読者の皆様にはご理解願えたのではないか？と考える次第で

す。なお、この種の内容は、その会社の経営トップの方針や姿勢に加え、この種の内容を企画プロモ

ートして行くスタッフ部門の方々の活動にも大きく左右されます。「人づくりは物づくりの基本！」

この言はどの企業でも当然のように語られてきた内容です。しかし、その企業側の運用に大きな差が

出ます。そこで、今までの事例紹介に加える形で、研修会などでよく聞かれる疑問の中から、トップ

の説得に関する悩みに関するご質問にお応えした内容を例示することにします。 

 

【付け足し事項】トップ説得に悩むスタッフの方に向けて  

ある研修の場でのご相談内容を紹介することにします。「良い提案をしても、トップへの説得が効

かないのです。どうすれば理解が得られますか？」この相談は研修などで度々出てくる質問です。中

には「中村さんをトップ説得に是非招きたい」という話をされる方までおられます。だが、この種の

対応は無意味です。このため、そのようなご要求があると、筆者は黙っています。その理由は、過去、

ある企業の方からその種の内容が話され、たまたま、その企業へお邪魔する機会があった体験を思い

出すからです。そこでは、その企業のトップとお話する機会があったわけですが、トップの方のお考

えは既に、「その方の要求をどう進めるか？という方向と計画を持って、その方を研修に差し向けた」

という内容であることが判ったからです。筆者としては、全く拍子抜け状態です。要は、研修にご出

席の方とこの経営トップの人間関係が問題だったわけであり、部外者の私がその仲介をすることは全

く場違い（筋違い）だったためです。いずれにせよ、この種の問題は、概ね、似た結果になります。

本来、この種の問題は、筆者に問「題を訴える方がご自身の力で対処すべき内容であり、部外者が出

馬することは全く無意味！」という内容です。以来、筆者はこの種の問題に対し、下に記載するお話

をしてきました。だが、今度は、この種の問題対策をこの種の相談をされる方ご自身で解いていただ

く関係上、その対策法を例示することにします。 

 この話も、ある研修の後の会食などで、よく出てくる相談です。「実は、私には良い案があるので

すが、また、私がトップを説得するのですが、なかなか「ウン！」と言ってくれなくて・・・困るん

です。説得に良い方法はないものでしょうか？」これは先の質問と全く同じ内容だったのですが、筆
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者はこう応えました。なお、この質問をされた方、研修態度は模範的、翌日のチェックリストの作成

内容も満点、A 社の関係者のお話でもリーダー的な方でした。しかし、悩みは深い様であり、近くに

座っていた方々と共に討論になったわけでした。そのうち、私の体験談と共に、一つの説得の方法を

話さざるを得なくなり、「経験的で恐縮、また、この種の内容は公開できない内容ですが、・・」と

いうことで、次のようにお話した結果、その他の関係者も「なるほど！」となった例です。 

 「説得というのは中々むずかしい技です。説得の一番強い人はその課題に成果を挙げ、自他共に認

める人の発言です。やはり、実績が一番です。実績を挙げた方の説得は言わずとも説得出来る！とい

う事実があります。特にスポーツの世界がそうです。例えば、先のドジャーズで活躍された野茂選手、

米国へ行く前の批判はとんでもない内容でした。「日本人がどのように頑張っても、米国の大リーグ

で活躍できるはずがない。何を考えているのか？夢を食うバク、彼は！その種の分類だな・・」とい

う批判と共に、トルネード投法に対し、最初は野球専門の評論家筋では「治すべき！あんな荒れ玉、

本人は「良い！」と言うが通用するはずが無い！」ということでした。また、今は誰もが認める大リ

ーガーのエリート・クラスのイチロー選手、あの振り子打法も「日本では弱いチームにいたから目立

ち通用するかも知れない。弱いチームだからピッチャーが油断した結果であって実力はそれほど無い

選手だ！彼は。ピッチャーは成功したが、バッターが大リーグで成功するなんて、夢のまた夢だ！・・・

論外！」というものでした。これも、オリックスのイチロー選手時代に対する評論家を中心とした評

価です。その前ですが、かの巨人軍の王選手の１本足打法もそうでした。「ピッチャーがリズムを取

ってなげるから打てるはずがない！」というものでした。だが、ご承知のように、成果が出始めると

状況は全く豹変です。今までは、批判していた方々が一変して「新しい理論である！」と解説にまわ

ったからです。要は、成果が味方して誉める側になっていった例です。この現象を「成果が説得を省

略する」と言います。・・・TPS（トヨタ生産方式）も同じです。トヨタ自動車が多大な収益をあげ

てきたから､「TPS が無い生産管理は・・・」となっているわけです。」「なるほど、今回の研修の内

容を広げるためには、実績をあげなさい！と何回も、研修会で解説されていた例ですね！」「そうで

す。「勝者の理」と言う言葉がありますが、実績が歴史をつくる！という考え方です。要は、成果が

挙がらず、どんなに良いことを言っても信用が得られない状況があると言う事象です。要は、今回の

研修も、会社にお帰りになって研修会を開いたり、出張報告をどのように立派に書いても、研修に費

用を投じた言い訳に対する単なるアリバイづくりのようなものとして扱う対処です。公開研修では、

せいぜい 1 社のご出席は１～2 名の方が新しい考えや手法を学ぶだけです。したがって、経営トップ

の支援や企業で習ったことを進める環境準備が無い限り、これはきつい言い方ですが、企業にお帰り

になったとたん、抵抗勢力集団の中にぽつんと一人だけがポツンと存在する状況になります。このよ

うな場合、説得は「習ったことをやって見せる。実を示す」という以外にはありません。習ったこと

を自分の仕事や職場で示すわけです。それを見た方々は「旨いこと成果をだすね！どうやっているの

か？俺にもノウハウを教えてくれよ！」となるわけです。要は「論より実践、成果が仲間を自然に増

やすドライビング・フォース」という話しです。」「なるほど、自然原理ですね！」「そうです。」 

 「このような内容をご理解願った方には、追加手法をお話しても良いと思います。では、もうひと

つ、実績をあげた上で、関係者の援助で発言力を伸ばすノウハウについて、もう一手をコッソリ教え

ましょうか？」「妙手があるのですか？」「ひとつだけ手があります。他の方の言うことは信用する

が、どうも私の言うことは信用していただけない！という様な環境の場合に行う説得法です。ワ－ク・

サンプリングという現場改善の方法、統計的に仕事の頻度を分析して問題把握～改善策の効果見積り

までを行う方式です。」「知っています。その方法！でも、今回の話とどの様な関係があるのですか？」
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「そうですね、これからお話する内容の様な例は特殊な使い方です。また、私の苦労から生まれた内

容であり一般的ではないので、多分、市販の書中にも記載例が無いと思います。要は、頻度でものを

つかむことをトップの説得に活用するわけです。説得の対象となっているトップの方は、誰と何時間、

何回対話しをしているでしょうか？話の内容はともかく、人間関係や、その方に対する信頼関係はど

の様になっているのでしょうか？この様なことはトップの秘書の方がつけている日程表を見直したり、

チョット関係者に合って対話すればわかります。「将を得んと欲すれば、まず、馬を射よ！」方式の

応用です。」「・・・？」「解り難い内容のようですね！要は、トップに納得を得やすい人を見つけ、

その人に味方になっていただき説得する方式です。例えば経理課長が良く工場長と会っている。それ

なら、改善効果を原価低減効果と共に経理課長に示すし、見積りを手伝ってもらいながら改善の内容

を伝え、波及を話し、全社への波及効果の大きさまで見積もって、知っていただく。そして、その内

容を、この方からトップに伝えていただくとか、人事の方がトップと多く会うのであれば、組合の評

価ややる気づくりと経営効果を人事課長に理解していただき、機に触れ、折りに触れトップに伝え

る。・・・という方式です。いかがでしょうか？よく会う人、信頼を受ける方々を馬に例えるわけで

はありませんが、とにかく、自分の味方になっていただき、その方の口から伝えるわけです。このこ

とは、月に１度、しかも、短い時間で信頼が薄い担当者の言よりは、はるかにトップの印象を強くす

るはずです！」「それはそうですね。私は、意見を伝えるのには、自分でなければいけない！と考え

ていたことに反省しました。まわりの方々を味方にすることと、先のお話の頻度と伝える方へのトッ

プの信頼があれば、鬼に金棒ですね！」「そう思います！」・・・と、いうことでこの話は、後日、

「大きく役立った」という感謝のお手紙をいただいた内容だったので、ここに紹介しました。ちなみ

に、この種の話には、「あなたが話すからトップは同じ内容でも反対する。要は、あなたは、トップ

に嫌われているから、どのように良い内容を持っていっても、即座に反対されるという見地も必要で

すよ！」とサゼッションしてきました。すると「正に、その通りです。話に行くと、最初から逃げた

り、怒りだしたりしてまって、話すら始まらないのです。・・」という例は意外に多い状況でした。

このため、この内容は、この種の方には“妙手”という形でお使いいただき、成果を得てきた対処術

です。 

 


