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「経営直結型 5S対策の実務」 
                      (社)日本能率協会 
                      専任講師 中村 茂弘 

はじめに 

 本書を書く数年前のこと、ある企業から、「うちは就業時間内に、1日 30分、
週末には 2時間かけて 5Sを行っています。管理者率先がお手本になり、お客様
はもとより、近隣の企業からも美化徹底工場という評価を得ています」。そこで、

筆者は、「それは良いことではありますが、掃除に投入する工数に見合う利益向

上は年間どの程度の金額になりますか？」とお聞きすると、「考えたことが無い」

というお話だった。そこで、「1 日 0.5 時間×22 日/月×12 ｹ月＋2 時間×約 50
週/年＝232 時間/年＝29 日/年となります。これだけの工数を投入すれば、掃除
の原因になっている、設備故障や不良、手直し、生産のアンバランスによる問

題の大半はなくなすことが出来て、掃除そのものをする必要が無くなるはずで

す。確かに、私も製造課長だった時代、管理者自らが 30分ほど前に出勤し、掃
除や種類整理を済ませ、従業員が来られる前に気持の良い職場整備と仕事の準

備はしてきましたが、これと、時間内に行う 5Sとは意味が違います」と話した。
すると、「詳しくその内容を聞きたいと」いうことだったので、今まで筆者が行

ってきた 5Sを次のように説明した。 
整理：JIT(ジャスト・イン・タイム)生産方式で仕事を進めれば物や情報をため

ない活動。不要物撤去はムダに不要資産滅却の繰り返しである。 
整頓：「段取り上手は仕事上手」の言にあるように、動作経済の原則でこれを進

める。仕事の段取り、正味の仕事、後始末は次の仕事の準備とする。 
清掃：一時的に問題除去を図れば、問題発生をつかみやすい状況が発生する。

例えば、手直し発生と同時に QTAT（Quick Turn Around Time）方式で
問題発生時点原因除去対策に向ける方式の適用である。 

清潔：問題は起きてから対策すべきではない。このため、潜在化するリスクを

予知・予防する対策を進める方式を示す。 
躾 ： 躾は仕付けではない。身＝自分自身が、美＝何が正しいかを常に考えて、

行動する内容であり、習慣という、考えずに物事を進めるようにする対

策もはない。常に高い問題意識を持って、仕事のプロ化に努力する、目

にみにくい精神的な活動が躾であり、「子どもを仕付ける」「仕付け糸」

とは異なる内容を意味する。 
すると、「目からウロコです。また、なるほど、その方法なら確かに経営効果

が出ます。」というお話と共に、この企業では、その後、5S の進め方を改訂さ



れ、大きな経営成果を得た。 
この話を（社）日本能率協会のスタッフ達に紹介したところ、「世の中の 5S
のやり方を正すためにも研修を進めて欲しい」という話となり、JMA で 5S 研
修がスタートした。この話は 15年以上も昔の話である。また、研修開始と同時
に、生産現場の指導やセミナーがしばらく加熱した。そこで、筆者は書籍や雑

誌などを発行した。このためか？幸い、この 5S研修や指導会は一段落となった。 
だが、歴史は繰り返すのだろうか？また、昨今、同種の問題が発生しているた

めだろうか？昨今、『掃除 5S』が横行してきた。このため、筆者は『経営絵直
結型 5S』の研修の再開となった。この時、産業界の 5S を調査したわけだった
が、驚くことに、極端なものには、ある種の宗教活動のように、掃除道具を持

参して神社を掃除して『人間改革になる』という解説、機械故障ゼロ対策の初

段に行う 5Sを 3年以上も企業にやらせ、「いつか儲かる」という言を企業が信
じて、活動するが成果のない企業の取り組みになっている例を知った。また、

その種の指導をする先生の経歴を見ると、全く工場の管理者の経験がなく、書

物で読んだ内容をやらせている例が多かった。当然、この種の指導者は製造技

術にうとく、掃除の基になる発生源対策の方法を知らない状況で『掃除訓話』

を繰り返している状況だった。そこで、ものづくりの基本を知っていただくと

同時に、この種の弊害を排除するため、本書の執筆となった。 
この書は先の『経営直結型 5S』の復刻・改訂版である。もし、御社で、先に
紹介した『掃除 5S』を進めておられるのであれば、長くとも 1ヶ月でこの種の
5S活動を終了させ、本来の 5Sである「経営課題と直結した 5Sの展開」を、お
願いしたい。なお、本書作成に当たり、『経営直結型 5S』を実際に進められ多
くの情報をいただいた方々には益々のご発展を願うと同時に、本文を持ってお

礼と致します。 
                    2008年春・吉日 
                (社)日本能率協会 専任講師 中村 茂弘 
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「経営直結型 5S対策の実務」 

第1章 区分すべき「掃除 5S」と「経営直結型 5S」 
１－１ 『経営直結型 5S』とは？その概念について 
 経営直結型 5S の種類と対策内容を表 1-1 に示した。5S 対策に当たっては、
まず、その内容を「掃除 5S」と「経営直結型 5S」に明確な区分をする必要があ
る。この表だけで、読者の皆様には、本書で示す 5S対策は掃除を進める中から
何かの“気づき”や、精神的な変化を目的とした活動ではないことをご理解願

えるのではないだろうか？ 
 

表1-1 「経営直結型５Ｓ」とは

ﾉｳ･ﾎｱｲ活動常に仕事に疑問を持ち、一流の仕事を追及しつ
つ改善を図る・日々改善・努力

　躾

　ＰＰＡ
　（ﾘｽｸ対策手法）

問題発生の潜在問題の予知・予防～未然防止対
策を図る

清潔

　ＱＴＡＴ
（発生時点問題対策）

「清掃は点検なり」と設備の強制劣化の基を絶つ
対策と、各種・発生時点不良対策を図る

清掃

動作経済則　「段取り上手は仕事上手」の名のもと、

作業の効率化を追求する
整頓

ＪＩＴの適用ＩＮ／ＯＵＴのバランス対策で仕掛減とリードタイム
短縮を評価基準に対策し、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを改善する

整理

適用手法　　　　対象と活用の狙い５S

注釈：　ＱＴＡＴ：Ｑｕiｃｋ　Ｔｕｒｎ　Ａｒｏｕｎｄ　Ｔｉｍｅ　，　ＰＰＡ：Ｐｏｔｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｒｏｂｌｅｍ　Ａｎａｌｙｓｉｓ

 
 『経営直結型 5S』において 5Sの各項目は次の内容となる。 
①「整理」：不要物撤去の後、JIT(Just in Time)対策を進めることにより、現在
のように市場・製品ライフサイクル短命化という変化の激しい市場に対応し、

売れるスピードで生産活動進め、不要物撤去をしない生産体制の確立を図る

対策。すなわち、仕掛かり、在庫を圧倒的に減らすキャッシュフロー、生産・

販売リードタイム短縮を直接的に図る対策に集中する活動を意味する。 
②「整頓」：JIT対策の後、IE(Industrial Engineering) 手法を駆使し、動作経
済の原則を用いて、「段取り上手は仕事上手」という観点から、仕事を進める

前段取りの内容を効率化する対策である。このため、仕事の後始末は次の準

備とする。また、「後工程はお客様」の観点からムダの極小化を図る対策でス
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ッキリした作業環境を得る対策に取り組むことが要点となる。 
③「清掃」：整理・整頓と共に、「一度スッキリした作業現場に仮に、製品が仕

掛かる。手直しや、不良が発生する」といった、図 1-1 のような現象が発生
した場合、「問題の顕在化」という形で、問題発生時点問題対策：QTAT(Quick 
Turn Around Time)を通し、共に問題の要因の除去対策を図る活動を、3現主
義（現場へ行き、現物・現象をみて、現場で問題対策を図る活動）と共に、

再発防止を図る行動を意味する。このため、TPM(Total Preventive 
Maintenance) 対策における「初期清掃」では、当然、掃除をムダと考え、繰
り返しをしない対策が採られてきた。ここでは、ゴミ・ほこりが「強制劣化」

という形でベアリングや摺動部の摩耗を進める問題や、油流出などの問題に

対し、清掃時に、発生源を見つけ、対策することにより、設備故障やムダの

原因となる要因除去対策を図る対策が重視されるが、この種の例は、清掃の

実践を示す例である。 
 

図1-1 仕掛かり低減対策による問題の顕在化

もとの仕掛かり
仕掛
低減

過去、一見、問題時に役に立った
バッファーも、実は本来は改善
すべきムダを隠す対策だった！
仕掛かり＝死にかかり
在庫＝罪庫（せっかく生産したものを
　　　　　　　　　滅却するムダを招くため）

設備故障

作業者の不慣れ

不良・手直し

納
期
遅
れ
対
策

問題顕在化
　～対策へ

問題顕在化
　～対策へ

5Sでは
物の流れを
阻害する！
要因は除去
すべき対象！

 
 
④「清潔」：、この言葉は食品産業や病院で活用が盛んである。この内容を見て

も判るとおり、目に見えない問題対策を図ることが「清掃」の要点である。

従って、製造現場においては、図 1-2などに見るように、例えば、「火事を起
こしてから手を打つ」「ケガをしてから対策する」「不良を出してから対策す

る」・・・といった事後対策を進めるのではなく、PPA(Potential Problem 
Analysis)手法を適用することにより、問題の未然防止を図る対策の重視を意
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味する。 
 

　図1-2　事前検討対策の重要性

思想：「防火に勝る消化なし」の考えで、未来の問題を先取りする思想：「防火に勝る消化なし」の考えで、未来の問題を先取りする

事前検討重視で事を進める。

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

他社で起きた『他山の石』も含め
起こった問題は解析、記録して

早期解決手法に改変させる。

教訓を
活かす

問題の85％は　　　　事前検討段階の良否に潜む

予防対策へ

　　ボヤ程度
　
　　火事

大火　→　類焼

 
 
⑤「躾」：文字が示すとおり、「仕付け」ではない。その違いは次のようになる。 
 躾＝身＋美の合成語である。そして、その意味は、身：自分自身が高い問題

意識を持ち、美：常に一流、理想の仕事の達成を求めた活動を進める。 
 仕付け＝「子どもの仕付け教育」にあるように、意味を知らずとも習慣づけ

る訓練が、やがて大人になると親の仕付け教育の意義がわかり感謝する

ことを意味する。また、「仕付け糸」に代表されるように、先に縫い目に

止めを打っておくことにより、縫い違いをさせない対策に安心を得る方

式を意味した内容である。 
5S では躾を使う。このことは、仕事をする中で常に疑問を持って改善を促す
ことにより、「日々改善の効果と自己育成を図る」という意味を持たせている。

従って、5Sを 6Sにして「習慣」を加える例は意味を失う。その理由は、「習慣
＝物事を考えずに正しい行動を進める対策」を意味するからである。以上、『経

営直結型 5S』の要点を記載したが、この中で最も重要な内容は躾となる。 
では、「『経営直結型 5S改善』が、どの程度の効果となるか？」という内容に
関し、簡単な計算例を示すことにする。5Sの要点は日々、コツコツとたゆみな
い改善を継続する点にある。お金をかけず改善を進めることは、スポーツの練

習に当たる。生産販売＝試合にたとえると、企業や国際的競争にさらされる製

造現場においては、国際的に強くなり、現場力向上には練習＝改善は現場活動
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上の必須条件となる。この対策には、確かに、技術革新や大型投資もあるが、

5Sの活動で得られる対策効果は図 1-3の左下のイメージとなる。すなわち、「少
ない投資、知恵と工夫で、3年で 2倍！」という実力向上対策である。 
このように「経営直結型 5S」は各種の改善手法を直接活用することによって
現場力向上を図る手段として使う内容であることを、まず、読者の皆様にはご

理解願い、各論に入ることにする。だが、その前に、まず、『掃除 5S』とは明
確な区分が必要になるので、次に、産業界に存在する掃除 5Sとその内容を紹介、
比較して差異を明確にすることにしたい。 

 

図1-3　改善の意義と３年で２倍の現場力づくり

練習

試合

改善

生産・販売

（0.1%/日の改善）
　×（25日/月）×12ヶ月
　＝30%／年の向上
1.3×1.3×1.3　>　2倍
3年間で2倍の実力！

（0.1%/日の改善）
　×（25日/月）×12ヶ月
　＝30%／年の向上
1.3×1.3×1.3　>　2倍
3年間で2倍の実力！

努力と
　無駄の
　　差異

現状

目標

達成＝努力が
　　　　　実る！

ムダ　

 
 
 
１－２，とあまりやっていだだきたく無い『掃除 5S』について 
 筆者は掃除そのものを否定してきたわけではない。「掃除 5S」には 2 種類あ
る。ひとつは、掃除を効率的、科学的に進める 5Sである。この 5Sは、多くの
発見や知恵を使う工夫が存在するため、企業人も常識として知ってできるよう

にすべき内容が多い対象である。この 5Sは掃除を業とする方々が効率的、科学
的に清掃を進めるため多くのの研究をされた内容であり、そこには、学ぶもの

にとっては多くの有用な点がある。だが、もうひとつ、「掃除 5S」には目的の
無い、異端宗教的な方式がある。表 1-2 に両者の違いを示したが、気合いを中
心にトイレ掃除を管理者に行う研修や、一種の地獄の特訓的な進め方で「人は

汚物を出す。手で雑巾を使いトイレ掃除を行え！」「どうだ、奥様や従業員の苦
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労がわかったか！」ということで、精神をハイにして行くセンシティビティ・

トレーニングという研修方式がある。当然、これは『科学的掃除 5S対策』と異
なる。この種の例は、一般人には奇妙に見える。だが、話題性があるためか？

時々、テレビなどで時々放映されることがある。この種の方式の中には、仕付

け＝マナー、習慣づけという扱いをして、挨拶やマナー教育、あげくの果てに

は、「継続こそ力」と称して、「日々掃除を繰り返すことがやがて会社を変える」

という、一種、異端宗教的な形態でウソをついてこの種の行為を繰り返す方式

がある。特に、この種の 5S方式の例として、掃除クラブをつくり、記念写真と
共に「掃除こそ健康の基」といった書まで発行、会員が集まり、合宿する、座

禅を組む、・・・という活動などが、書で紹介されている。このため、ある企業

では、この種の内容に『お祭り 5S』という分類名をつける方がおられるが、写
真展のように写真を食堂の壁一杯にはって写真自慢会や改善発表会を刺激策と

して行う例などは、正に『おまつり 5S』の代表例である。当然だが、この種の
5Sは、長期間実施しても経営成果は出ない。 
 

  

表1-2　2種類存在する「掃除5S」と活動の特徴

美化を得るためのムダ排除対策を科学的、
効率的に行うこと

１，ほうきで畳や床の掃除をする時は、畳や　
　木目に沿ってほうきを動かすことにより、ゴ
　ミ除去と対象物の損害を軽減する。

２，雑巾かけをする時は、ぬれタオルを数枚　
　用意し、いちいち、清掃の後にすすぎ、掃除
　時間がかかる。汚れた水につけた雑巾でふ
　くことによるムダな汚れの対象物への残余　
　をなくす。

３，掃除の前には窓空け、ほこり飛散で再度
　掃除する手間を省く対策の後、上から下へ、
　重力沈降によるほこり飛散をなくす。

４，科学反応を要する対象は、例えば、ペー　
　パータオルで覆い、時間をかけ反応を待ち
　油汚れなどの除去を図る。

５，掃除の道具、例えば窓ふきはスクィージー
　の利用、狭いところは割り箸、プラスチック　
　表面は消しゴムを利用する。

掃除の的確性と効率化を求め、科学的な掃
除手順の追求を図る対策

科学的に掃除を進める対策の「掃除5S」

目的は定めない精神的変革、形を繰り返し気づ
きを期待する。時間効率は無視する対策

要求
内容

１，挨拶を同時にする訓練を、タイミングが合う　
　までやらせて、「命令一つで現場が活動出来　
　ない」ことを体得させる。

２，河川敷で大きな声で「やるぞ！」と声をあげ　
　繰り返して気合いを高める訓練を繰り返す。

３，便所掃除を雑巾ですべて行い、嫌な仕事が
　あることを知り、下層階級の仕事のつらさを体
　験し、部下が働く感謝を知らしめる。

５，つらい掃除の繰り返しの後、掃除道具の改　
　善を図らせ、人が知恵と道具の工夫能力を知
　る。

６，ゴルフや囲碁クラブ同様、共に苦労したもの
　が、共に、神社や仏閣などの掃除をして、心の
　平和と共に集まったこと、生きている感謝を相
　互に感謝しあう。なお、駅前などのボランティア
　的な掃除、市民を巻き込んだリサイクル対策　
　のような社会貢献は対象にしない。

対策
事例

単に、精神作用の変化を気づきという形で本人
に求めるため過酷な肉体労働を強いる教育術

目的
　　

掃除そのものに何か？を求める「掃除5S」区分

 
  
以上、一般に『掃除 5S』、『気合い 5S』、『おまつり 5S』と、本書で示す『経

営直結型 5S 対策』とは明確に区別すべき内容を整理して示した。当然、5S は
企業活動の一手段であって目的では無い。また、万能薬でも無い。 
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１－３ 5Sの種類と、『経営直結型 5S』の位置づけ 
 生産・販売活動の要素は 5M＋Iである。5Mは①人（Men & Women）、②方
法（Methods）、③計測（Measurements）、④設備（Machines）、⑤物＝設計
（Materials）＋管理・情報（Information）である。この 6 要素にクロスする
形で 5M＋Iが活動した結果得られるのが経営効果であり、その対象は Q（品質）、
C（コスト）、D・T（納期と時間）、S・E（安全・エコ対策）と、M（モラルの
向上）となる。このような 6 要素と経営効果をマトリックス化した枠に、これ
まで紹介してきた各種の 5S対策を置く分析法を図 1-4に示した。また、この解
析を用いると、『経営直結型 5S』と、『間接的な経営成果を狙う 5S』の差が明確
に区別される。 
ちなみに、経営改善のために用意された手法はIE、QC、VE、・・・・JIT、

SCMまで、この種、中分類で見ると産業界には約 80種類の改善手法がある。な
お、その中で、5Sが対象となり、直接的な経営効果をあげる目的で活用するも
のは図 1-4の右側に記載した 6種類となる（ここには、先述の『掃除 5S』や『気
合い 5S』は含まない）。また、これに対し、環境整備的、間接的に経営効果を
あげる目的で活用される 5Sは 2 種類程度となる（当然、先の異端宗教的 5Sは
図 1-4の枠外の手法となる）。当然、皆様には『直接的効果が出る 5S』の活用を
お願いしたい。 
 

　　図1-4　５Sの種類と改善対象

経営直結型５Ｓ対策の対象
（対象を直接的、科学的に改善する対策）

情報管理

人

方法

計測

設備

物＝設計

志気

提案

安全

環境

納期

時間

ｺｽﾄ品質経営効果

改善要素

環境整備や意識改革などを
目的に活動する５Ｓの例

①気合いの５Ｓ

　　（掃除をさせ、気づきを求める対策）
②美化５Ｓ
　　美化、マナーといった仕付教育など
　何らかの変革を求める対策

間
接
的
な

問
題
対
策
方
式

気合い５Ｓ
美化５Ｓ

書類整理
５Ｓ

ＪＩＴ対策
５Ｓ

不良対策
５Ｓ

設備故障対策５Ｓ

経費節減
５Ｓ

安全対策
５Ｓ

①ＪＩＴ・５Ｓ：科学的に整理を図る。
　　売れるスピードで生産を図るため、ＪＩＴ手法を
　駆使して仕掛かり・在庫減を図る対策を進める。

②動作経済５Ｓ：IE手法と共に整理を図る。
　　「段取り上手は仕事上手」の思想でムダ排除を
　図る対策を進め、結果として美化を得る対策を

　進める。

③設備故障対策５Ｓ：清掃対策により
　　強制劣化の基を絶つ対策を進める。
　　ＴＰＭ（Ｔｏｔａｌ　Preventive Maintenance）の初段
　として、強制劣化となるゴミや汚れの除去~発生
　源対策を進め、稼働率向上目標達成を図る。

④不良対策５Ｓ：清掃対策により、問題発生
　時点の対策を進め、不良ゼロ化をきざしの段階
　で図り、不良ゼロ対策へつなげる。

⑤安全対策５Ｓ：危険予知訓練（ＫＹＴ）の手法
　を用いて、ケガの要因を清潔の概念で予防する。

⑥経費節減５Ｓ：清潔の概念で経費面や仕事
　の流れを追い、ムダな費用発生予防策を図る。

動作経済
５Ｓ

 
 
以上、5Sには間接的な改善効果を狙うものと、直接に改善を狙う手法活用分
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野があるが、これに似た形で 5S以外にも、好ましくない手法の活用がある。そ
こで、以下に示すような内容も、ご注意として、読者の皆様の参考にしていた

だければ幸いである。 
 
【美化・気合い 5Sに似た間接的対策を目的とした改善手法の例】 
① TQC活動における QC７つ道具を発表会の後づけ資料に利用する活用例 

本来、統計解析は新製品開発段階で事前検討や製品品質保証レベルの証

明のために使う手法である。過去、日本では小集団活動の発表効果をあげ

るため、後付け資料づくりの目的で活用いてきた例が多い。ここでは、不

良を出してからわいわいガヤガヤ討論が行われてきた（事前検討で統計解

析を行い、不良ゼロ対策を進める方式が本来の活用である。このため、94
年版の ISO9001規程 4.20で「統計の扱いの明確化」が示唆された）。 

② セル生産において部品倉庫に人を置き、頑張らせれば生産性向上とした例 
レイアウト設計法では、IEを用いたムダ排除を徹底して行った後、PTS
（既知時間見積法）を用い、動作経済原則を用い、最初からムダの少ない

動作研究の後、細胞に当たるユニット・セルの適用を進める。だが、元・

新聞記者 Y・コンサルタントが指導する、部品倉庫に人を入れ、トップラ
ンナー方式なる気づきとやる気で生産性向上を望む方式がある。このセル

生産の成否は、人選により大きな差となる。だが、差が出る内容を科学的

手法で解析すれば（IE・PTS 法で判断する）、ムダ排除の方法に差がある
ことは簡単にわかる。 

③ コーチング訓練 
  コーチングは傾聴力のテクニックの応用であり、優秀な現場関係者と会

話を進め、個人に話をさせるなかから、気づきを求める対話法である。だ

が、コーチングこそ万能手法と PRして、一般人に間違った適用法を指導し
た結果、何も成果が出ない例が出ている。 
以上、ここに述べた対策は、「形から入る」ということで、多くの企業で導入

された結果、多くの経営的失敗事例を生んだ例であり、すべて、手段指向型の

方式であり、経営目的を狙いとしたものではない。要は、5S以外にも、経営的
観点で見ると、まか不思議な方式がある（改善手法にも多くの間違った方式が

ある）。以上、このような意味合いから、我々は、この種の手法適用に際して、

まず、「頭の中の 5S対策を行なうべき」である。 
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第２章 経営直結型5S展開前に行う『頭の中の5S』対策  

２－１ 経営数値を用いた改善テーマ発掘法と5Sの位置づけ  

 「5Sは経営活動の基本！」と、話す方がおられるが、筆者が「では、何が経
営の基本なのですか？」を問うと、その答えは、「・・（無言）・・」となる

例が多かった。「経営とは、片手に企業存続のための収益向上対策を持ち、片

手に関係者に企業が活動するロマンを示す理念の明示とそれに向けた具体的活

動があり、その活動の一部に従業員が企業や自分の進める仕事を愛し、更なる

発展へ向けた実務的活動がある内容」と説明される例があるが、この言は、正

に、目的＋活動の明確化の必要性を示しているように思う。  
多少、難しくなるが、収益向上にあたっては、①製品革新、②製造革新、③

財務・収益革新があり、製造現場におけるモノづくりは②に大きく関与する。

ここに夢を持ち働く方々が自分の職場を愛する姿を評価するひとつに、ムダの

無い職場づくりが進んだ結果、美化という形が出てくる。このためか？この形

態を誤解して、一部の会社では、図2-1の左側に示す「5Sは経営活動の基本＝
掃除で美化」ということになっているようである。  
 

図2-1　「５Ｓは生産の基本」という意味は？と問うと　　　

【掃除5Sの問題点】
１、掃除は従業員の
　　マナー習慣づけ
２、投入工数と
　　成果の計算なし
３、美化と発表会
　　が目的では？

脱皮

【経営直結型５Ｓ】
１，美化は改善の
　　結果であり
　　目的ではない。
２、掃除より発生源
　　対策を重視！
３、科学的改善手法
　　を駆使

５S着手前に実施
内容の成果／費用
の事前評価が必要

単なる掃除の
繰り返しだけで
果たして、企業と
個々人の成長は
進むのだろうか？
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先に示したように、また、図2-2に示した『掃除5S』と『経営直結型5S』とは
取り組む意味合いが全く異なる。そこで、以下、『掃除5S』からは離脱して、
『経営直結型5S』を具体的な進め方を解説することにする。 
 

図2-2　よく見る５Ｓ（掃除５S）対策の例　　　

整理：不要物撤去
整頓：綺麗に整理して置く
清掃：掃除の徹底
清潔：着装の乱れ防止とマナー
シツケ＝仕付け！

 
 
 では、「5S実施前に経営数値を基に、改善テーマをどのように発掘する
か？」という対策に入ることにする。本来、この種の内容はBS（貸借対照
表）やPL（損益計算書）と原価表を用いた解析が最も直接的である。このた
め、ここでは、この中から人件費に関する内容を例に、つぎのコーヒーゲーム

を例としてテーマ発掘を行う方法を紹介することにする。このゲームは①~⑤
にコーヒー豆を所定のニーズに従って焼く工程に関するものである（分粉とい

う工程は、粗挽きを好む型には粗い粉、細かいコーヒーの粉を好む型には細か

く砕いた粉を分ける工程である）。ここで、例えば、①工程を例にすると、

［標準時間：１袋の製品製造に相当する時間］×［①工程の生産必要数］＝負

荷時間、すなわち、この場合は950個を1日で生産するケースが記載されてい
る。また、①工程が持つ能力、このケースでは、［7時間］×［稼働率90%］
なので、負荷／能力＝1.22となる。これが、図中の棒グラフだが、この例で
22%も能力を負荷が越えていることは、もし、改善しないまま即座に生産をす
る場合、設備は2台､人も2名必要となり、両者とも80%近くのムダが発生する
ことを示し、これが現時点であれば右上に記載した残業や休日出勤での吸収が

必要となることを意味する。「だが、まだ、この状況に至るまで6ｹ月ある。そ
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こで、①工程であれば1.22を1.0にするアイデアを制約なしで考えていただきた
い」というのが、この設問の趣旨である。「時は金なり」という言葉がある。

読者の皆様には、腕試しに、時間は15分程度、制約条件なしで、15件程度の数
値を直接左右する改善策発掘をお願いしたいと考える。  
 

問題発見技術と全員参画改善
　原価改善に当たっては、原価改善の種（テーマ）発掘が極めて重要になる。ここで、簡単
な設問を設けて原価改善の種発掘の腕試しをお願いしたいと思う。

【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

演習問題演習問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　下表にコーヒーを製造するプロセスを示すことにする。この計算の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ような状況になるのは6ヶ月後である。皆様は充分な改善時間がある
と仮定する。そこで設問だが、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あろうか？

【　ｺｰﾋｰの製造工程　】　
①豆の選別(不良の豆の除去）
　　　↓　生産数950個/日　　
②豆を焼く（920個/日）
　　　↓
③豆を粉砕する（900個/日）
　　　↓
④分粉（大きさ別にわける）
　　　↓　　　　　（800個/日）
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

 
 
  但し、図の右端に示した緊急時対策は改善項目ではないので、改善案に加

えないようにしていただきたい。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加記入欄： 
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〔解答例〕 

いかがだったであろう？ここで、「ラインバランスを合わせるべき」という

のは改善の結果を示すので答えではない。「教育すべき」「設備投資すべき」

「やる気の高揚」も対象があって、始めて効果を生むから、この種の対策は手

段の手段であり、数値に直接関与する改善テーマではない。では、数値に直結

した改善テーマを例示することにするが、『原価直結型の改善項目（テー

マ）』は図2-3のようになる。  
 

　図2-3 【解答例】　数値に関与する原価改善要素発掘

【　改善案の例　】
①　作業の応援・多能化をする。　　　②歩留・不良の低減
　　　　工程①＋⑤＝約2.0になる。　　　　　　不良率の表現はないが　
③　設備の稼働率向上を図る。　　　　　検討項目のひとつ　
　　稼働率90％は不稼動を示す。従って、10%のムダがあり、　これを
　減らす。故障低減、段取時間低減、点検・整備・清掃　時間の減など
　の項目が挙げられる。

④　設備稼働率定義自体の改善
　　設備稼働率の中身を見直すと、余熱
　や整備、準備、製品投入という内容が
　入っていることがある。旋盤などで空気
　を切るムダに当たる対策が必要である。

⑤　余裕率の改善
　　一般に作業／職場／個人／疲労の４つ
　の余裕を合わせても10%程度の職場が多
　いことを考えると低減が必要である。

⑥　正味時間の改善＋作業ﾍﾟー ｽ
　　標準時間を決める作業手順は分析し、
　改善する必要がある。また、ﾚｲﾃｨﾝｸﾞと
　呼ばれる国際作業ﾍﾟｰｽはMTM、とWF
　では25%のｽﾋﾟｰﾄﾞ差があるが、ここでは
　どのﾍﾟｰｽを選択しているのであろうか？
　また、ﾍﾞﾃﾗﾝをﾍ ﾞｰｽとした改善か？平均

　作業者をﾍﾞｰｽとしたﾍﾟｰｽか？も検討要！
⑦　1日は24時間、7時間のみ使用？
　　簡易自動化で少なくとも休憩時間、昼休

　時間は生産可能になる可能性がある。　
⑧　工程省略・結合
　　②＋③の設備を一体化する対策

⑨　工程省略
　①の工程は不良をとり除く工程である。

　最初から、不良混入をさせない契約とし

　省略することは可能。・・・・・その他アイデア　

【　ｺｰﾋｰの製造工程　】　
①豆の選別(不良の豆の除去）
　　　↓　生産数950個/日　　
②豆を焼く（920個/日）
　　　↓
③豆を粉砕する（900個/日）
　　　↓
④分粉（大きさ別にわける）
　　　↓　　　　　（800個/日）
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

 
 
負債、山積テストを通し得た原価改善項目は、単に並べ、眺めていても、

それは個人の教養になるかも知れない。だが、この種のやり方では実務的に

は役立たない。この対策は5Sでは「さぎょう」が大切と言うが､ここで言う
内容は『作業』でなく、『サ行＝サ・シ・ス・セ・ソ』である。すなわち  
さ：『作戦』であり、『経営直結型5S』を進める前に、数値的に何をどの

程度あげるげきか？という作戦を明示する対策の必要性を示す。  
し：『信望』であり、トップ~従業員まで一体になって進める活動に、信
頼と希望を持った成果創出内容を具体的に示す対策を意味する。  

す：『垂範』率先垂範でお手本を示すことにより、『経営直結型5S』思想
が考え方の提示やお題目に終わらせない実のある行動を現場で示す活

動を意味する。よく5S推進センターという組織が出来て、「声を発す
るが人に掃除をやらせるだけ」という推進の文字は使わないでいただ
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きたい。 
せ：『選択』は企業では限られた人、時間、資金などの制限の中で効率良

い改善を進める必要があるが、「有効、かつ､効率の良いテーマ選定

や、投入手法の選択をしていただきたい」という内容を示した注意で

ある。 
そ：『創造』改善後にすっきりした美化と共に効率的なモノづくりを進め

る対策を意味する。『経営直結型5S』の活動には、多くの創造的な対
策を要求するからである。そこで、この種の要件の実力向上へ向けて

いただきたい主旨がここに示されているわけである。  
次に、この考えで発掘した改善テーマは登録～活用できる方式が必要にな

るため、次に、図2-4を用いて、アイデアバンクと、その活用法を例示する
ことにする。 

 

　図2-4 改善策をアイデアバンクに登録する方法

【　改善案の例　】
①　作業の応援・多能化をする
　　　　工程①＋⑤＝約2.0になる。
②　設備の稼働率向上を図る。
　　稼働率90％は不稼動を示す。従って、10%のムダがあり、　これを
　減らす。故障低減、段取時間低減、点検・整備・清掃　時間の減など
　の項目が挙げられる。
③設備稼働率定義自体の改善
　　設備稼働率の中身を見直すと、余熱　や整備、準備、製品投入という
　内容が入っていることがある。旋盤などで空気を切るムダに当たる対策
　が必要である。
④　余裕率の改善
　　一般に作業／職場／個人／疲労の４つの余裕を合わせても10%程度
　の職場が多いことを考えると低減が必要である。
④　正味時間の改善＋作業ﾍﾟｰｽ
　　標準時間を決める作業手順は分析し、　改善する必要がある。また、
　ﾚｲﾃｨﾝｸﾞと呼ばれる国際作業ﾍﾟｰｽはMTM、とWFでは25%のｽﾋﾟｰﾄﾞ差
　があるが、ここではどのﾍﾟｰｽを選択しているのであろうか？また、ﾍﾞﾃ
　ﾗﾝをﾍﾞｰｽとした改善か？平均作業者をﾍﾞｰｽとしたﾍﾟｰｽか？も検討要！
⑤　1日は24時間、7時間のみ使用？
　　簡易自動化で少なくとも休憩時間、昼休　時間は生産可能になる
　可能性がある。　
⑥　工程省略・結合
　　②＋③の設備を一体化する対策
⑦　工程省略
　　①の工程は不良をとり除く工程である。　最初から、不良混入をさせな
　契約とし、省略することは可能。・・・・・
⑧　不良・歩留の改善
その他アイデア・・・・・

改善の対象は
５M＋I、従って
作戦地図をつくり
割り当て、案の創出
評価を行うと有効である。

情報・管理

　人

　方法

　計測

　設備

物＝設計

志気安全納期ｺｽﾄ品質

要因

経営効果

対策案の例

 
 

この図は先に示した図1-4と同じ構成である。縦軸には改善対象、そし
て、横軸には経営効果を配置し、マトリックス化したものである。図3-3で
は、単に納期・生産性を中心とした時間面の改善と、品質改善の一部を扱っ

ただけだった。だが、読者の皆様には、この図を利用して、他にも企業の存

在する分析対象、例えば、原価、納期対策など多くの経営データーを利用し

て、先験的に改善項目を見つけ、アイデアバンクに入れた後、いつでも企業

方針に従って、改善テーマを引き出し可能な環境をつくっておくことをお勧
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めしたい。その理由は、この種の問題整理無くして､『経営直結型5S』のテ
ーマ発掘も､活動もスタートしないからある。なお、この種の改善発掘法を

『頭の中の5S対策』と言うが､『経営直結型5S』の活動を行う前に行う重要
な対策とお考えいただきたい。 

 
 

２－２，美化5Sを狙う“5S”の見直し  

2-1項では、『経営直結型5S』の具体化に当たっては、手法適用前に、ま
ず、各種経営データをもとに改善点を探り、何を改善すべきかを明確にする重

要性を示した。従って、その後、「5Sの対象を明確にして、5S手法の適用が
有効なら5S手法の適用を図る。5S以外の手法の適用が有効なら他の改善手法
の適用を図るべき」となるが、この種の対処が5S活動に先行しない場合、先に
解説したように、「ただ掃除を続けていれば経営成果が出る」に陥る危険性が

生じる危険性が生じるケースが多い。何事もそうであるが、入り口を間違える

と、その行為には多くのムダが発生するから“ご注意！”というわけである。

また、この対策をISO9001:2000では、有効性と効率ということで、アウトプ
ットを明確化してからインプットの精査を要求しているが、これが問題解決の

基本である。そこで、図2-5を用いてその状況を示した。この図が意味する内
容は、左側に一流企業となる理想目標、左側に段階的改善計画、それにサンド

イッチされる形で一度向上を図ったレベルは保証し、管理者を置き次の維持向

上へ向けることが品質マネジメントの要点となっている点である。5Sアプロー
チも、この対策内容と何ら変わるものではない。従って、読者の皆様には、こ

のような観点から、表2-1に示した内容を参考に、御社における5S活動のチェ
ックをお願いしたいと考える。また、図2-6に示すように、5Sで足りず、6S､
7S・・・とSの数を増やして行く企業のやり方も、読者の皆様には、ひとつの
注意点として検討願えれば幸いである。  

 
【掃除5Sで繰り返されてきた内容のチェック】「3つもあれば大問題！」  
□ 時間内に全員で毎日、毎週掃除することが5Sであり、副次的に「仕付け教

育」と従業員の和づくりと考え、中身の無い不要物撤去としての整理、動

作経済の改善が含まれない整頓、発生源対策に手をつけない掃除の繰り返

しなどを行っていないか？ 
□ 標語、5S教育・宣伝ビラづくり、5Sのたて看板や食堂に写真展を競うよ

うな、お祭り的、経営成果と5M＋Iを直接的に狙った5Sではなく、意識高
揚や改革など、周辺や環境整備を狙いとした5S展開をしていないか？ 
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□ 写真と評価表が5Sの重点だが美観が評価基準。従って、トップ巡視による
床、通路、設備の美化の程度が最高得点であり、原因対策は無関係、とい

う活動は無いか？ 
 

　　図2-5　ISO9000：2000に見るマネジメントと解釈

品質マネジメント(3.2.8)
組織を指揮し,管理するために調整した活動

品質計画(3.2.9)
　目標設定～達成への
　運用ﾌﾟﾛｾｽ・・・

品質管理(3.2.1)
品質要求を満たすことに焦点
をあわせた品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの一部

品質保証(3.2.11)
品質要求事項が満たされる
という確信を与える・・・

品質改善（3.2.12)
品質要求事項を満たす
能力を高める・・

　有効性(3.2.14)
計画した活動が実行され、
計画した結果が達成された
程度

効率(3.2.15)
達成された結果と
使用された資源
との関係

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ

インプット
有効性

　ISO9000sは‘９4年タイプから2000年タイプになり、新しい要求事項に
改訂された。2000年の狙いは図に示す４つの用件だが、加えて、有効性
と効率が提示されている。このことは、限られた時間，人、情報や資金
などを駆使して品質改善を図ること、また、維持し、更なる向上を図る
ことを示してる。

ISO9000:2000に示された
構図の一部より

ISO9004を見ると付則に
5段階評価が明示され、
この内容は世界一流化
の対策を要求している

計画と段階的改善で
得た内容の維持と
保証を求めている

世界一流の品質へ
達成のため段階的
計画づくり～実践
を効果的に行う要求

 

 

表2-1 美化目的の５Sと、経営直結型５Sの差

ＪＩＴ性、工数低減、ケガ・不良・設備故障ゼロ、経費
節減ＶＥなどの技術改善目標の達成

効果はそのうち、あすなろ的意識改革への
期待（本音はトップの意志に、理屈なし、考え
ずに従うことが目的と最大評価）。

　期待７

有効性と効率を事前検討評価して、最良手法を用い
計画的にアウトプット最大化を狙う。

掃除と美化の熱心さが前提、インプット重視
の活動

Ｉ／Ｏ評価６，

中期経営計画の一里塚的扱いとして、3ヶ月程度で
掃除・美化５Ｓを終了させ、経営改善に役立つ課題を
設けて改善プロジェクトを動かす。小改善は自主改
善方式で個人と職場へ委託、目標管理で個々人のレ
ベル向上の一環として５Ｓ改善を自主的に進める。

トップが旗振りして事務局を設け、「５Ｓは生
産の基本、永遠なり」の方針で日程を決め、
推進～監査、評価で美化レベルをあげる。

主体と範
囲・制約

５

適用手法

前提条件

狙い

管理ポイ
ント

項目

ＩＥ／ＱＣ／ＶＥのような科学的問題解決手法の利用
を3現主義で進める。なお、問題対策は、事後処理→
発生時点対策→予防対策へ向けた方向とする。

セレモニー重視の活動、例：写真展、標語募
集、表示板づくり、各種発表会などの実施

４

整理・整頓・清掃・清潔の意義を知り、科学的問題解
決手法を駆使した問題の要因の除去対策を自主的
に図る（Ｙ理論：性善説重視の活動）

仕付け教育、Ｘ理論（性悪説）による教育と
清掃作業の強制実施

３

ﾉｳ・ﾎｱｲを重点に仕事の一流化をプロとして目指す
中から理想－現実＝改善ギャップとして現状をとらえ、
自主改善を図る。１日１善は0.1%/日×
25日/月×12ヶ月＝30％、1.3×1.3×1.3＝3年で
2倍程度の実力向上の目標と共に各種改善を進める。

トップから見た従業員の意識改革。経営数値
目標はなく、ムード的な判定が評価内容。

２

問題の整理、整頓から入り、改善の結果としてスッキ
リした仕事を実現して美化を得る。

見えるところの美観、従業員のマナー習慣づ
け。

１

　　　　　　　　　経営直結型５S対策　　　　　　　　美化目的の５S　
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図2-6　 ５Ｓを６Ｓ→７Ｓ・・と、お題目的に項目増をする例

・ ５Ｓ＋習慣＋作法（マナー）＋積極＋スピード・・・＋推進

習慣とは　：　言われずに、考えずに行えるようにすることでは？

「いただきます」という。
右手で箸は持つ。
食べこぼししない。・・・
「ご馳走さま」という

◎作法（マナー）は新入社員時に身につける基本では？
◎積極？お金を貰って仕事するプロの発言なの？
◎スピード：目的を決めずにスピードと定めても・・・・
　　・・・・・・・・・意味は解るが経営との結びつきは？
◎推進とは：自分が行わず人にやってもらう音頭
　　とりの行為を意味するのでは？

要は、従業員の行動がなってないから正せ！
ということか？大の大人のすることなの？

疑問を感じる
理由とは？

さらに

 
 
□ 「5Sは永遠なり！」という宣言や「5Sは経営改善の基本」というお題目

的な内容はあるが、具体的なテーマや経営改善内容（目標と理由）は企業

側から提示されず、経営予算とも関係ない美化運動を進めていないか？  
□ 「5Sはやる気づくり」とされているが、やる気を何に使うか目標や目的、

適用対象を具体的に経営側が示さず、「掃除の継続がやがてはやる気と企

業文化の革新につながる」という異端・宗教的な繰り返し動作になってい

ないか？ 
□ 「5Sではわが社は不足！」という名目で、6S、7Sと言葉の追加でお題目

的、精神訓話的、説教や欠点指摘式の教育だけが繰り返されていないか？  
□ 外部コンサルタントの日程に合わせて、指導内容だけ処理するだけの対策

や、経営トップ実務経験や5Sで具体的成果をあげた経験が無い指導者の美
しい話を信じて、あたかも、美化や整理がいつか経営効果向上につながる

と勘違いした掃除活動の繰り返しをしていないか？  
□ ガラス箱に工具や計測器を置く、指定位置に道具を置くという活動が5Sと

解釈し、動作経済面からムダ、例えば移動のムダ、探すムダがあっても、

会社が定めた、また、書で学んだ程度の5S形式に疑問も持たずに形を守る
努力に終始していないか？ 

□ トップ巡視や重要顧客訪問時にあわてて掃除して美化の得点だけを得る活

動になっていないか？ 
□ 整理の問題は早すぎた発注、設計変更に伴う混乱、不具合なラインや協力

会社問題など、製造現場では管理・改善できない問題まで現場責任と定

め、置き場管理や赤札作戦を繰り返していないか？  
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□ 事務所の5Sと称し、机の美化を図った結果、必要な情報や道具が手もとに
なく、取りに行くといったムダ、形式的5Sの実践が管理部門で長い期間行
われていないか？ 

 
 

２－３，その他の経営データ  

 2-1項では生産計画の検討に仕様する負荷/能力解析データを示したが、そ
の他、経営全体の改善指標と製造現場で日常的に活用する項目との関連を、

下に例示した。読者の皆様には、5Sを含め、それ以外の改善対象に対して
【参考資料①～②】を利用して、更なる改善テーマ発掘にご利用願えれば幸

いである。5S改善に当たり重要なことは、実際に行う活動と結果が目で見て
わかる形で経営改善に結びついているか？を関係者が熟知した行動につなが

る活動とすべき点にある。このような意味から、マクロ的な経営指標と、ド

ロ臭いが実務的な現場改善目標を結びつけておく必要があるが、その際、こ

こに示す項目を利用して、個々の5S改善が何につながり、どのような貢献を
果たすか？を明示する対処となる。要は、活動意義と創出効果を先験的に知

り、テーマ実現＝改善成果確認と共に、改善の結果、美化を得るというスト

ーリーに改善活動を乗せて行くことが重要というわけである。  
 

【参考資料①】　　現場管理の指標の例

マクロ指標の例　

企業（会社全体・工場全体）の指標：　世界一流目標
　総資産利益率、一人あたり利益、総資産回転率・・・・　を目指す！

代表的な指標：
　・　労働生産性　＝　売上高／人員
　・　付加価値生産性　＝　付加価値（売上－部品・材料費）／人員
　・　売上高利益率　＝　経常利益／売上高
　・　売上高人件費　＝　人件費総額／売上高
　・　労働分配率　　＝　人件費／付加価値額
　・　総資産回転率　＝　売上高÷総資産

　・　損益分岐点　・　・　・　・　・　・　・

利用目的：
　　健全性、収益性、成長性、効率性、キャッシュフローの状況を中心に同業他社や
　系列などの比較を行い、程度や改善点をマクロにつかみつつ、一流化の道を探る　　

セミマクロ指標も
比較対象が変化するだけ同じ
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【参考資料②】　具体的な活動指標

・　ＳＴ（標準時間）達成率＝理論ＳＴ／実績工数

・　作業パフォーマンス＝出来高工数／（就業工数－除外工数）

・　総合パフォーマンス（時間当たり生産性）＝出来高工数／就業工数

５，人的生産性

・　在庫・仕掛率＝（在庫・仕掛工程×個数（時間））／生産正味時間

・　在庫日数比率＝（在庫・仕掛期間）／（業界・社内同種最高値（期間））

４，リードタイム

・　ラインバランス率＝全工程実績ﾀｸﾄﾀｲﾑ合計（WFﾍﾞｰｽ）／（工程数×
　　　　　　　　　　　　　　ネック工程（最高）のサイクルタイム

・　ライン自動化率＝自動化工程数（時間）／全工程数（時間）

・　物流自動化率＝つなぎ工程の自動化数（時間）／全工程数（時間）

・　段取時間率＝（段取時間・実績×回数）／（目標時間×回数）

３，ライン稼働率

・　時間稼働率＝（有効稼働時間（不良ゼロ））－無効時間）／操業計画時間

・　速度稼働率＝理論サイクルタイム／実際のサイクルタイム

・　設備有効稼働率＝時間可働時間×速度稼働率

　　　　可働：必要な生産要求品があり、動かすべき時間

・　微小停止率＝微小停止実績／目標値

２，設備生産性

　　　　　　指標

・　直行不能率＝（廃脚不良＋手直し）／投入生産数・量

・　不良損金率」＝不良損金（機会損失を含む）／売上高

・　社外クレーム件数＝クレーム数（金額）／過去最低レベル（金額）

１，品質向上指標

　　　　　　　　　　代表的な指標の例　　項　　　目
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第３章 経営直結型5Sの種類と展開法  
 第2章では、経営データをもとに各種改善テーマを発掘し、先験的に経営数
値を左右するテーマ発掘方法を「頭の中の5S対策」という形で紹介した。5S
適用の要点は、「①この中から5Sという手法を用いた改善が有効であればその
手法を、②他の改善手法を用いた方が良ければその手法の適用を図るべきであ

る！」となる。 
では、このような観点から、先に解説した5Sの適用方法と効果創出の方法を
紹介することにする。先に記載したが、一般に産業界で製造現場改善に用いる

手法は中分類で80程度とされ、5Sはその種の手法を組み合わせて作成された小
分類に相当する手法のひとつである。ちなみに、「見える化」や「TCC」など
の改善手法に天下すると、この種の手法数は3,000以上となる。また、常に新
たな手法が生まれたり消えたりするので、本書では、とてもその全てを記載す

ることは出来ない。従って、表2-1には製造技術、管理技術、生産技術に分
け、80件ほどの中分類のみを示した。さらに、ここでは、5Sにしぼり、その活
用法名を紹介することにする。なお、整理・整頓・清掃・清潔・しつけは、こ

の項目自体、手法としての特徴があるため、この項目は第4章以降に章を区切
って解説することにする。 
 

   

　表3-1　経営改善に必要な改善手法一覧

・TWI（Training　　
　Within　Industry）
・ＴＰ（Total　　　　　
　Productivity）マネ
　ジメント

・ＶＭ（Visual　　　　
　　　Management）
・ＭＩＣ（間接部門効
　　率化手法）

・コンカレント・エン
　ジニアリング）

・財務分析

・ＴＡ（Transaction
　Analysis）
・目標管理

・請負制度

・Ｆ(Forman）計画
・PPBS（Planning　
　Program　　　　
Budgeting　System）
等

・省エネルギー

・画像処理

・コンピュータ統合化

・フレキシブル・オー
　トメーション

・シュミレーション

・ダウンサイジング

・ＴＯＣ（Theory　Ｏｆ
　Constrains）
・PERT
・ＫＪ法

・アイデア発想法

・ＣＳ（顧客満足度）　
　解析

・ＤＴＣ（Design　To　
　Cost）
・オーダーエントリー
システム

・リスク分析

・・・・・

・IE（Industrial
　　Engineering）
・ＱＣ(Quality　　　
　　　Control）
・ＶＥ（Value
　 Engineering）
・ＪＩＴ（Just　Ｉｎ
　　Time）
・ＴＰＭ（Total　Pre
　Maintenance）
・ＧＴ（Group　　　　
　Technology）
・ＤＲ(Design　　　
　　　Review）
・行動科学

・ＥＥ（Engineering
　Economy）
・ポカヨケ

・ＩＲ（InformationＩn
　Research）等

・有限要素法

・数値解析・制御

・特性曲線分布

・適応制御

・ロボット

・組立自動化

・センサー

・ＭＴＢＦ分析

・メカトロニクス

・レトロフィット

・ライン制御

・ＳＱＣ

・ＬＣA（Low　Cost
　Automation）
・ＯＲ（Operations
　　Research　）
・ＣＡＤ／ＣＡＭ

・ＩＴ

・・・など

・化学平衡

・断熱

・熱伝導

・熱応力

・反応生成物

・反応速度

・化学平衡

・移動速度

・凝固温度

・融解熱

・圧力分布

・境界条件

・磁性度

・粘度

・剛性

・押し出し性

・鋳造性

・ヤング率

・・・・

製造技術　　　　　　　　　　　　　　　生産技術　　　　　　　　　 　　　　管理技術の区分
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３－１ JIT･5Sの進め方  

 『JIT･5S』は整理対策を目的に行う改善である。この5S対策に関する内容
は図3-1に例示されるように、「置き場管理」違反は「赤札作戦」の名で書に
紹介する例が多い。この種の例では、置き場からあふれることを防止する対策

を示唆したものであり、仕掛かりや在庫のムダを現場から無くそうという目的

で運用される例である。しかし、JIT（Just in Time）対策はこの範囲だけで
はない。問題発生要因は現場だけに限定されないためである。そこで、時には

工場を離れ、市場や部品・材料メーカー（サプライヤー）を含め、売れる時

に、売れるだけ必要なモノを、必要な時つくる、SCM（Supply Chain 
Management ）対策を考慮した対策を含めた対策に言及する必要が生じる。
では、まず、JITの生い立ちと経営的意義、そして、「JIT･5Sとしては何をす
べきか？」という順に、『JIT･5S』の進め方を解説することにする。 
 

図3-1　5Sの書に紹介される置き場管理と赤札作戦とは

Ａ工程→Ｂ工程
3：00PMまで

Ｆｒｏｍ　→　Ｔｏ
物の流れが
　　見える！

５Ｓを用いた
指定席管理

物を探す、
不要物撤去の
　　　　繰り返し

訓示：「５Ｓの徹底」

問題 問題対策

目で見る
　　管理の
　　　　実践

赤札
作戦

不要物、計画外生産品、不良・手直し品の停滞の撲滅

５Ｓ対策の整理
　
①　置き場を決めて
　　　ＪＩＴ対策
(必要なものを必要な時
　必要なだけ､指定席化
　して置く。これ以外は
　違反駐車扱い

②Ｆｒｏｍ→Ｔｏの明確化
　（時間指定移動）　

③　責任担当の明確化

５Ｓ対策の整理
　
①　置き場を決めて
　　　ＪＩＴ対策
(必要なものを必要な時
　必要なだけ､指定席化
　して置く。これ以外は
　違反駐車扱い

②Ｆｒｏｍ→Ｔｏの明確化
　（時間指定移動）　

③　責任担当の明確化

 
 
 JITは1980年頃、オイルショックによる不況時、トヨタ自動車が収益を保つ
仕組みを産業界が研究する中で有名になった手法である。筆者もこの当時、ト

ヨタ自動車見学会でJITを学んだ一人だが、図3-2に示したJIT手法という形は
ともかく、当時、製造部長をされていた故・鈴村氏のお話をお聞きして、その

生い立ちには並大抵の取り組みではなかったことに驚嘆した内容を、簡単に紹

介させていただくことにする。 
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図3-2 ＪＩＴの体系

非
原
価
主
義

管理の本質

受注生産
①　多種、
②　少量
③　短納期
④　変動

需
要
の
実
態

原
価
低
減

徹
底
的
な
ム
ダ
排
除

JIT

工数
低減

スーパー
マーケット
　　方式

後工程
　引き取り

需要変動
に対応

能力の弾力

シングル段取り

直間の余力

設備の余力

生産期間の圧倒的短縮 １個流し生産 ながら生産

小ロット生産 シングル段取 ワンタッチ段取

不良の排除
不良をつくらぬ検査

ポカヨケ

全数検査

故障の排除

平準化
ノン・ストック

余力の調整目で見る
　管理

不良発見
　　↓
ライン停止

　標準作業
の維持と改善

同期化

ニンベンのついた
　　自動化

他工程持ち機械化

手待ちと余裕の統合 離れ小島作業の減

作業の改善

安い機械を
自家製で

少
人
化

カ
ン
バ
ン
の
運
用

作
り
過
ぎ
防
止

 
 
現在、高収益と世界的発展を進めるトヨタは、1960年（昭和25年）頃、収益
悪化と、大きな借金を抱えて苦しんでいた。なお、当時、トヨタ自動車の生産

規模はトラック700台､8,000人体制だったが赤字、銀行もトヨタにお金を貸さ
ない状況だった。加えて、トヨタが銀行に支払う利子だけでも6%、給与は遅
配状態、3ｹ月の給与1週間分しか貰えない状況で従業員が頑張っておられた。
このような状況だったので、「トヨタは倒産も仕方なし」という状況だった。

しかし、倒産は社会的影響が多大である。その理由は、従業員1名に対し、家
族を含めると約4倍、自動車会社は10倍もの協力会社、また、約2倍程度の商売
をする市民を配慮すると、倒産は一気に64万人もの方が路頭に迷う状況を意味
した。このため、名古屋の日銀支店が中心となり立て直し策を提示したが、そ

の内容は5,000人体制で700台の生産だった。要は、トラックを沢山つくっても
売れない状況の当時を考え、3,000人もの従業員の首切りが、トヨタへ資金を
貸すが黒字化の要求として提示された。  
このような赤字で苦しむ中、副社長にまで昇格された､有名な故・大野耐一

氏が再起策を探るため米国へ出張、多くの企業見学を進めていたが。当時の米

国では「沢山作れば安くなる」という内容ばかりを見て、何も参考にならない

状況だった。そのような大野氏はスーパーマーケットで品物の販売・入荷に目

をとめた。すなわち「スーパーマーケットの販売・入荷は、売れるだけ入荷す

る」と解釈し、「これを日本へ持ち帰り、トヨタ生産方式として展開して行く

べき」と考えたわけだった｡要は、「製品が売れなければ、いくら、見かけ
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上、売れるつもりで部材や製品を作っても、結局は仕掛かりや在庫として銀行

から借りた資金を寝かしておくだけとなる。材料として購入した資金は売れて

始めて回収できるが、仕掛かりや在庫のままでは金利がかかり、鉄板は錆びる

し、管理に人手がかかるし、・・・、と単にムダを生むだけの行為に過ぎな

い。売れる時、売れるタイミングで売れるものだけを作るべき！」と考えを実

行に移した結果、生まれた手法がJITだった。  
 JITで特に大きく仕掛かりを減らした内容は鉄板をプレスしてつくる際に関
与する段取り時間の対策だった。その後、ポカヨケやシングル段取り（10分以
内、ひと桁の時間で段取りを済ませる技術）で有名になった、故・新郷重夫氏

に対し、大野氏は、それまで2時間半程度まで改善した大型プレスの段取り替
え時間を、さらに、5分程度にすることを要求した。新郷先生は、この課題に
対し、製造現場と共に大変苦しんだ結果、産み出したのがシングル段取りであ

る。なお、その技術は図3-3に示すような技術体系だった。  
 

　図3-3　段取り替え時間のシングル化

段
取
替
え
時
間

内
段
取

外
段
取
へ

改
善

応援
調整なし取り付け

Ｓ段取

一
発
立
ち
上
げ
不
良
ゼ
ロ

努力の度合い

現状を分析して、実態把握の中から、設備を止めなくても外部で出来る段取りを「外段取り」
として区分する。要は、「内段取り」と称する設備をどうしても止めなければ出来ない要素作業
のみを残し作業する方式に切り替える。

内段取り作業を改善する。例えば、現在、投入中の金型を
台車に乗せ待機し、カセット交換同方式で交換する。位置
合わせや調整という作業は簡単な治具や工夫で調整なし
で投入し、ワンタッチ締め具でセットを完了するなどの工夫
や、仲介治具を用意しておいて、外でプリセットしたものを
治具ごと投入することにより調整の排除と共に時間短縮
した状況で交換・取り付けを終了する。

短時間の段取りしした状態で、もし、人が移動
して段取りをするのであれば応援作業で時間
短縮を図る。

油圧締め具、IT活用
など、高価な技術投入
で時間を下げる。

 
 
 このシングル段取りは過去、多くの企業で用いてきた『最適ロット』という

概念を完全に破壊した。その理由を図3-4に示したが、当時は、図の上部に示
したように、プレスの段取り時間が大きいので製品製造時間への影響（割りか

け）を小さくするため作りだめする曲線と､保管や管理に伴う費用増加直線の

グラフの足し算で出来た最も低い値となる点を最適ロットと定めていた。要

は、数学的に算定されたこのグラフ解析には「段取り時間はかかるもの、変更
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できない」という暗黙の前提があったからだった。だが、トヨタ・JITでは、
短時間の段取りでは、小ロット切り替え生産の方が仕掛かりを生まず、生産性

が高いという内容までを証明した。  
 

図3-4 在庫理論と仕掛～最適ロット理論を変えた　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　シングル段取りの意義

TC = 総コスト曲線
　　　輸送費用＋保管費用

保管費用＝保管量の増加に
　　　　　　　　比例して増加する

輸送費用＝大量輸送の量に従い

　　　　　　　　費用は反比例的に
　　　　　　　　低減する

保管費：B

↑　

費
用
輸送費：A

TC:総費用＝A+B

最適ロット＝総費用最小の個数

ロットの大きさ　→　大

OR理論：前提条件
　　　　　　　を基に成立

段取り時間を大幅低減　←　ORでは段取り時間は低減が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　出来ない！と考えていた

最適ロット＝低減すれば費用は低減できる内容となる。

保管費用：ロットが増す程増加する
　　　　　　　シングル段取りになると
　　　　　　　大ロット化には魅力がない　　

↑　

費
用

シングル段取り：一般に考えていた前提を変革させた内容

 
 

表3-2　仕掛かり発生と対策

協力会社への各種JIT対策部材納入のスムーズ化10

時間分析～IE・QC・VE改善、応援・多能化対策作業、設備加工時間変動対策９

後工程引取りシステム、仕掛監査・赤札（駐車違反）作戦

目で見る管理・メトロノーム生産による標準時間厳守

JITの徹底８

物流・レイアウト改善、部品の内製化、先入・先出し方式の運
用、運搬方法の改善、部品切れ予告システムの運用

工程間のつなぎ改善７

ネック工程（平準化・技術改善）対策、カンバン方式の利用、

スケジューリング・システムの活用

ライン同期化６

ZD対策、ポカヨケ対策、事実分析による発生原因除去対策
ストップひもシステムによる発生時点問題対策（QTAT)

不良・手直しの早期発見対策５

TPM（生産保全）対策、ZD（是正→予防）対策設備トラブルの減４

段取時間のシングル化、セル生産の適用、多能化・多機能対
策

小ロット生産システム化３

小ロット生産の運用、つくりだめ禁止、日々管理の運用過不足、計画変更をなくす。２

工程の同期化、生産計画通りの生産・責任体制の徹底など
（置き場管理の徹底）

余計につくらない仕組の運用１

　　　　　　　　　　　　　具体的手段の例　　対策項目No

QTAT:Quick　Turn　Around　Time　の略

アンバランスの産物＝仕掛

In Out
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これ以来、産業界では表3-2に示したように、仕掛かり増加の理由の解析と低
減対策の研究がJIT進展と共に進められ、この中から、仕掛かり在庫対策法を
目的に『JIT・5S』という方式が産業界で使われるようになった。その後、多
くの企業で『JIT・5S』の活用が進み、仕掛かりと在庫は資金回転を悪くして
いるムダ、また、「不要な資産は悪」というとらえ方から､現在は次のような

文字を使って問題意識を関係者に伝える状況である。  
 「仕掛かり」＝「死掛かり」（もし、工場に売れるつもりで作り、置いてお

いても不要資産滅却ということになれば工場を赤字にしてしまう対象と

して扱うべきである、という考え方）  
 「在庫」＝「罪庫」（「折角、汗水流して苦労して従業員が作ったものを売

れないでドブへ捨てるような『不要資産滅却行為』は、罪を倉庫にため

ておく減少そのものを意味する。従って、製品は売れるものだけに限っ

た生産を行い､市場とタイミング外れを起こす製品在庫は持つな！」と

いう考えに基づく内容） 
 JIT・5Sは、このような歴史を持つため、単に、置き場を決め、①仕掛かり
在庫を管理する方式や、②製造~販売、協力会社を含めた生産・販売リードタ
イム短縮を狙いとした在庫・仕掛かり低減対策に対し、一部、現場活動だけで

対処して行こうという局所的な対策や、③原因究明と対策を図らず、単に、掃

除だけを目的に、整理＝不要物撤去と定め、定期的に在庫や仕掛かりを見直し

て処分するような対処は、「何のための5Sか？」ということになる。 
以上、単なる定期的な「整理」対策では経営的に何の意味も持たないこと

が、ここまでの説明で、読者の皆様にはご理解願えたと考える。  
 
 

３－２ 動作経済・5S 

 「仕事上手は段取り上手」という言葉がある。この言は、準備を「仕事を進

める前段取り＋仕事＋後始末→次の仕事の準備へつなげる」対策に位置づける

ための効率化追求対策を意味する。だが、この種の“整頓”という対策に、形

だけを重んじる取り組みがある。そこで、この種の美化は、これから解説する

『動作経済5S』とは無関係であることを解説した後、『動作経済5S』の解説
に入ることにする。 
 これは、ある事務所での出来事である。筆者がISOの内部監査指導をした時
の事例だが、ここでは、一見、実に綺麗に書類棚を整理・整頓しているように

見えた。ISOでは、必要な時に必要な標準書や記録が取り出せることが記録管
理の重要なチェックポイントと定められていた。そこで、5S活動と共に、一
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見、綺麗に整理された？書類棚から必要書類を持参願うテストをお願いした。  
「来週行う重要会議3件教えて下さい。その個々の会議に対し重要書類を各5
件、1件1分､計5分、重要会議3件ですから合計15分以内に持参をお願いしま
す」と言って、会議名と重要項目各5件記載願った後、書類検索~持参願ったわ
けだが、結果、トータル1時間、しかも、種類棚が混乱状態となった。  
 この例からわかることは、①使う目的で整頓という行為が行われていなかっ

た。②美化を中心に書類のファイルがなされたため、検索に時間がかかるだけ

でなく、無駄な行為が多く残ったままのファイリングだった。そして、③定期

的に整頓を繰り返すが、習慣的に短時間でその場しのぎをすることが主体とな

る、仕事の準備として最も有効、実務的なファイリングをする工夫を全く考え

たことがなかった、という内容となる。要は、「整頓は言われるから行う」だ

けであり、ムダ排除の考えがここには全くなかったわけである。  
 この種の例は製造現場における治工具や計測器置き場にも、よく見かける。

そこで、状況をお聞きすると、「5Sの書で見た内容や研修会で見たそのままを
自社に導入」という例ばかりだった。この種の一例を図3-5に示すことにする
（なお、整頓の解析に当たっては、時間分析と共に、少なくとも工程分析とい

う改善手法は知って活用を願いたい）。  
  

 
図3-5　よく見るムダの残る５Ｓ対策の例　

○：正味（付加価値を生む仕事）
◇：検査（工程で品質を造り込めば不要）
→：移動は無駄、出来るだけ省略、短縮
▽：待ち、停滞（仕掛）は無駄！
改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓで
　　　　　　　　　　Ｅ（省略）：Eliminate

　　　Ｃ（結合・統合）　　Ｒ（置き換え）
C:Combine     　　　　　　 R:Rearrange

　　　　　　　　Ｓ（単純化→自動化）
　　　 S:Simplify　　

改善：当然必要な工具は
作業場の近くへ整理・整頓

　書でよく見る事例。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
わけだが、現場で写真を撮れば、ムダはすぐに
判る。歩く＝移動のムダ！を見つければ、
工具の置き場は職場の近くになるはずである。

工程分析と改善の方法

仕事は４つの記号で把握

動作分析を用いた改善

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？

 
 
工程分析は図3-5の右側に記載した内容であり、その活用法は（ ）内に示す
内容となる。すなわち、ECRSと共に活用して仕事の手順~改善策を得る対策
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法である。なお、この種の内容の解析には動線の付加が有効であり、図の右側

はその種の分析を例示した。 
 図を見ればわかるが、動作経済的に見て、廊下側の立て板（工具盤）に綺麗

に工具や計測器の模様を描いたところに工具類を置く方式はムダが残る内容に

なり、更なる改善を図るべきことがわかる。その理由は、作業場で仕事する時

に移動のムダが発生している。すなわち、作業現場の近くに工具盤があれば、

全く歩行の必要が無いことがわかるからである。さらに、単に、工具の姿の絵

を描いても、所在を人に聞いて探すムダが発生しては意味の無い5S工具盤とな
る。このように問題がわかれば、工具類は仕事をする手元で取れる位置に配備

して置くことが必要だし、工具類の貸し出しが関係するのであれば、図書館の

貸し出し札システムにより、借りた人の名前、借用~使用場所、返却予定など
が連絡先や携帯電話などと共に残しておくべき対策が進む。要は、書に出てい

る工具盤方式の真似も良いが、その前に、適用前に動作経済の原則で、この種

の方式は評価すべきである。『動作経済5S』では改善の結果、仕事がし易く､
美化も得る工夫を進めるが、この種の内容は家庭の主婦が台所のレイアウトや

料理を短時間で済ませる工夫と同じ対策内容である。すなわち、図3-6のよう
に、多くの面で動作経済の原則を利用した改善を進めることがムダ排除の要点

となる。 
 

図3-6　動作経済５Sを応用した各種ムダ排除の工夫例

　①　置き場管理：　仕掛管理
指定席管理

　仕掛場からの
あふれは現場に
　問題発生！
事後改善から
　予防対策重視へ

　②　差し立て管理　

作業指示表

作
業
着
手
順

　

差
し
立
て

　
　

指
示
表

　
　
　
　

投
入
指
示

作業進捗管理
とフォロー

　④　各種連絡
　進捗・異常管理

　③　棚の管理　

棚は作業場の近くに
移動を少なく

①図書館同様、検索は

　　大分類→中分類→小分類で棚枠へ
②モノには指定位置を決めて
③取り出しや入れ込みは上下動を少なく

有効な位置へ置く

移動はムダ
回数×距離で評価
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 このように解説すると、置き場管理を仕事の段取りとして扱う動作経済の原

則を用いた5S対策と、形を重んじた整頓対策と称する5S対策とは大きな違い
があることがわかる。では、もう一例、矛盾した例を紹介することにする。  
これは実に奇異な例だが、ある企業の工場見学におつきあいした時のことだ

った。この工場は「5Sでは有名、各社のお褒めをいただいています」というこ
とで現場見学がなされた。確かに掃除が行き届いていた。だが、不思議な光景

を目にした。高価な工具や計測器が作業現場の通路を隔てた工場建屋の壁際、

しかも、ガラスがついたケースに入っていたので、筆者は「これ使うのです

か？」とお聞きすると、ムッとした顔でその現場の案内に当たられた課長さん

が「当然です！」と答えた。「では、お手数ですが、開けていただけます

か？」と言うと、了解されたが、何と、ケースを開ける鍵を見つけるのに15分
間も待った。当然、筆者を含めた見学者30名は足止めとなった。課長さんいら
いらされ、結局はガラスを空手2段の腕前？「割り、取り出せ！」となった。
この間、筆者は作業現場の方にお聞きすると、「課長には言わないで下さい。

実は、ここにもうひとつ隠しています。これが無いと仕事になりませんの

で・・・」と説明された。しかも、一番近い場所に使用工具と計測器を隠して

いた。当然、筆者はこのことを、この課長さんには言わなかったが、これは一

体何なのであろうか？見学者一同、割ったガラスの掃除も大変だが、5Sそのも
のが形にとらわれた結果、行き過ぎとなった例である。  
 一般に、「5Sを進める中で、①針金止めが現場に多い。②ガムテープ止めが
多い。③モンキーの使用が見られる職場の5Sは偽物」と言われるが、先の例に
加えて、その場しのぎの道具として用いるこの種の内容が多い。また、その種

の製造現場では、「問題の本質を根本から無くそう」という意図が全くない

『形の5S活動』が繰り返されている。従って、当然だが、『動作経済5S』の
見方で現場を見ると、多くの改善点が発掘される状況となる。  
 
 

３－３ 設備故障対策5S 

 5S・完全生産というと、スキル管理・5Sの創始者中井川正勝先生の名を思
い出す方が多いのではないだろうか。この中井川先生は信頼性工学の権威者で

あり、設備の不具合対策を進めた結果、速度生産性、すなわち、「不良が出た

ら故障と思え！」という歴史的な教えと共に、多くの偉業を成し遂げている方

である。また、『完全生産＝故障ゼロ対策＋不良ゼロ対策』を一体化させて進

めてきた方でもある。このような内容を知るならば、掃除を中心に行う5Sとは
大幅にその内容が異なる。では、そのような中井川先生の取り組みを簡単に解
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説することにする。 
中井川先生は信頼性の研究と共に、航空機の整備を実務で行ってきた方であ

る。このような先生が企業に顧問として招待されたのは昭和38年頃だった。ま
た、その企業が先生に求められた内容は「作業者の教育訓練体系の構築」とい

う内容だった。すなわち、「不良や故障で企業の収益が悪化している根源は、

作業者の未熟による」と管理者達が考えていたからだった。その事例として、

例えば、「半年前に購入した新鋭機が現在1/2のスピードでしか生産できない
上に不良を多発している」という内容、「現場で機械設備を使って作業する

方々に標準書がない」「機械を診て触ると、あってはいけない振動や音を発す

る状況なのに管理者が放置して、的確な手を打っていない」という内容があっ

た。 
先生は即座に『ルッサーの法則』を関係者に説明し、「作業者訓練の前に、

その前提となるゴミやホコリによる強制劣化の原因を除去しなければならな

い」と説得した。だが、正に“のれんに腕押し”、「そんなつまらないことを

するより、早く作業者の再訓練をお願いします」という話ばかりが帰ってき

た。また、「うちの機械は高い信頼性で設計されているので、あなたが指摘す

るような問題はないはずである！」という反発までなされた。実際に現場へ出

て設備を診た先生は「ジェット機ならたちまち落ちる！」とまで言われたそう

だが、「うちの機械はジェット機ではありません。そんな理論は会社に関係な

ので会社内で言わないでください。・・・・」という答えが返ってくるだけだ

った。しかし、中井川先生はこのような四面楚歌ともいう中でも、「不良が出

るということは、既に設備が故障していることを意味する。もし、不良をゼロ

に接近させれば、設備は今の2倍のスピードが可能である」という考えを貫い
た。また、「この理論をいつか必ず証明しよう」と考えた。  
ちょうど、そのようなとき、エナメル線を線引きする企業から立て直しの依

頼が先生のところへ飛び込んできた。この工場の要求は「とりあえず、現場を

改善し、不良率を1/3程度にして赤字を脱出したい。近く設備は更新するの
で、それまで持たせて欲しい」というものだった。早速、先生は現場へ出て設

備を診断した。ところが、この現場を持つ管理者達がいう、「設備の老朽化で

困っている」とか「作業者の未熟で・・・」という内容と問題とは関係なかっ

た。先生は、ここでも「設備の微欠陥を直せば（正規の状態に正せば）不良は

ゼロになり、設備生産性も回復し、新しい設備への更新など全く必要ない」と

いうことを説明した。だが。また、反発だけが返ってきた、そこで「これ以上

議論しても駄目だ」と考え、「班長1名と保全作業者1名と私にしばらく改善を
任せて欲しい」と進言した。赤字に困るこの工場の関係者は、他に案がないの

で、この採用を採用し、いよいよ、中井川先生の理論の実践が開始された。  

 27



具体意的には、①汚れがたまったデッピング槽の汚れを取る。②平坦度の出

ていないスクイズ盤の平坦度を出す。③巻き取りリールの芯ブレを取る・・・

など、製造技術上の問題を是正し、強制劣化のもとになる要因をひとつづつ除

去していった。このようにして、全ての問題要因が除去された途端、当然のこ

とのように、巻き取り不良の手直しをしていた作業者はゼロとなった。加え

て、製品のコブ、外形不良などもゼロ、その結果、生産性は3倍、設備の更新
は全くない状態でこの工場は黒字に変換させることができた。  
この取り組みの結果、中井川先生の理論は実証され、多くの賛同者を得た。

また、その後、各社を指導する中から『スキル管理』という名のもとで強制劣

化対策による不良・故障ゼロ生産が実現していった。以上がスキル管理誕生の

歴史である。このような取り組みの要点を図3-7に示した。なお、強制劣化対
策を中心に、その後、筆者が中井川先生の教えを生かし、多くの企業で同種の

取り組みと共に体系化した設備故障ゼロ対策のステップを図3-8に示すことに
する。この手順は、筆者がスキル管理他、多くの体験を基に1980頃に作成した
ものだが、5S・ピカピカ運動を出発点に、強制劣化要因のもととなる､ゴミ･ホ
コリの発生源対策を行い、順次、設備故障要因の除去を図り、故障ゼロと設備

信頼性やスピードアップを得る手順である。筆者は今もこの手順で筆者は故

障・不良対策の相談に当たっている。この種の問題を左右する要因は物理現象

である。従って時代の新・旧は全く関係ない。早く手をつけ、対策した企業が

今も、設備故障ゼロ対策の名のもとここに記載した内容と同じ対策が繰り返さ

れているという実情である。 
問題の原因を除去しなければ、それが残り、故障・不良は無くならない。従

って、早くこの種の対策を早く済ませてしまうことが問題解決のキーとなる。

そこで、この基本を信頼性工学と設備・KYT（危険予知の方法を設備に当ては
め対策する手法）の立場から整理し、図3-9に示すことにする。  
よく、この種の図がTPM(Total Product Maintenance)の場で使われる。ま

た、その内容をよく見ると、①突発故障という事後保全＝不良は死亡診断書対

策から離れるには、②整備・点検による故障する前の対策＝ヒヤット・ニヤー

ミス対策を進めるべき事が示されている。更に、故障ゼロの設備にするために

は、③改良保全＝物理現象の解析を通じた、故障しない設備づくりと、標準化

をベースとした維持管理へと対策を進める必要性が示されてきた。このこと

は、改善する対象が品質改善の場合は“モノ”であるのに対し、故障対策の場

合が“設備の構成と作動メカニズム”というだけであり、双方とも物理現象が

問題発生の原因除去の要点となり、当然、その対策手順と内容は全く同になる

（物理現象解析、即ち、事故、安全、環境問題の対策も、原因－結果とそこに

至るメカニズム解析手法は全く同じである）。  
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図3-7　中井川正勝先生のスキル管理の要点

１，正しい理論（信頼性工学）の理解
　　あるべき姿　－　現状　＝改善すべき点の把握がなされている。

２，論より実践
　　　　　　　　　　やって見せる行動力

３，成果が理論を示し、つくる。

完全生産の考え「強制劣化の基を除去する」
　　　　　　　　　　「不良が出たら故障と思え！」の考えで
　　　　　設備を本来、ものづくりがスムーズになる基本に戻す

完全生産の考え「強制劣化の基を除去する」
　　　　　　　　　　「不良が出たら故障と思え！」の考えで
　　　　　設備を本来、ものづくりがスムーズになる基本に戻す

中井川正勝先生はジェット機を整備する信頼性工学の権威者、
昭和38年企業指導のため企業へ招かれ、指導を開始したが、
人の教育の前に、設備の整備問題に直面した。

 

図3-8　故障・不良ゼロ対策のステップ　

手順１ ５Ｓピカピカ運動：管理者自らモデルを決め問題の清掃と
　　　　　　　　　　　　　　　設備を基に現場で学び、問題発見→対策

手順２ 故障を出さない対策：ＭＴＢＦの逆活用：「目で見る管理盤」

：突発故障（事後保全）→ ：予防保全→ ：改良保全）

手順３ 不良・故障を出さない対策：事例を基に原因の除去対策
　　　　　　　　　　　　　　　設備の構造と弱点を専門家から学び→対策へ

手順４ 日々対策：生産計画に織り込み戦略的に是正対策
　　　　　　　　　同時に点検表＝問題発見～予防対策を実務展開

手順５ 信頼性工学解析～改造：設備のプロ集団による検討と設備改造

手順１ 標準化体制：改善により点検項目の減～徹底的な維持管理へ
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図3-9　設備５S～不良・故障ゼロ対策の要点

突発故障＝事後対策
　整備・点検の不備が
　招く強制劣化対策
　外見の５S→弱点の除去

予知・予防のための清掃
と点検（しかし、手間が掛かる
　　　　　　　　↓
確実・楽で早い点検の追及
設備KYT（危険予知）の適用

故障ゼロ、ｽﾋﾟｰﾄﾞ最高化
のための設備改善
「設備に強い人づくり」
＋「最高設備で高品質」

清掃点検の目的は？

産生ロゼ障故

世界一流の
設備と品質

　にせねば！

徹底改善
再発ゼロに
しようよ！
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３－４ 不良対策5S  

 昨今、日本のモノづくりに対する不安は企業の不祥事も関係し、増大しつつ

ある。不良問題が発生すると、社会、顧客、不良を発生させた企業に多大な影

響が出る。企業の損金だけでも大きなインパクトだが、06年~07年に問題を集
計した例を図3-10の上部の表中に例示した。また、この図の下部にはPL法（製
造物責任）の内容を示したが、最近は、食品問題が多く、JAS法や食品衛生法
なども似た内容を持つ。要は、コンプライアンス問題に関する不良やクレーム

の発生は、単に「不良やクレームを出して謝罪してその場をしのぐ」といった

謝罪劇で済まされないほど顧客は厳しい目で製品を見ている状況である。  
 

図3-10　品質問題を例とした損失費用の算定例　

　１４０億円（2007年3月）　ケーキ・菓子　　F社

　　　　非公開　　自動車　　E社
　２００億円　湯沸かし器　　　D社

　２４９億円（2005年度）　ＦＦ式石油温風器　　C社

　３００億円強(2006年度）　原子力発電所のタービン　　B社

　５１０億円(2006年度）　リチウムイオン電池　　A社
　　　対策費不具合が生じた製品　　メーカー

主な品質トラブルの対策費用 2006年10月末

PL法に見る
製品欠陥
処罰対象

製品自体の
　　欠陥

表示上の
　　　欠陥

PL法＝平成7年7月：民法・不法行為法により（特別法化）『過失』　→　『欠陥』の
　　　　　　扱いとなり、無過失責任化・厳正責任化された。

この種の問題が
多く、大きいほど
法や規制を厳しく
する傾向が、より
高まる

設計上の欠陥

製品上の欠陥

警告ラベル・取り扱い説明書の不備

販売パンフレット、広告・口頭説明の不備

組立指示書(ビルダースガイド）の不備

 
 
これは、顧客の立場からすれば、当然の内容だが、企業活動に当たっては、5S
の“清潔＝問題発生要因を早く察知して発生防止を図る”活動が『不良対策

5S』のテーマとなる。従って、不良や手直し品を製造工程内で箱や置き場を定
めて区分する、といった程度の『不良箱区分5S』からは早く脱皮して、「不良
発生を防ぐ」という観点から5Sの手法の適用を図るべきである。なお、この内
容は図3-11に示した火事発生の対策に似ている。消防署は「防火に勝る消火な
し」と言っているが、正に問題発生防止対策がこの種の対策の要点となる。  
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　図3-11　不良発生メカニズムと対策の要点

事前検討重視で事を進める。

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

起こった問題は解析、記録して
早期解決手法に改変させる。

教訓を
活かす

問題の85％は　　　　事前検討段階の良否に潜む

予防対策

　　ボヤ程度
　
　　火事

大火　→　類焼

影響の重大さは下に
来るほど大きくなる。

　　不良ゼロ対策の仕組みは、
ハインリッヒの法則の利用が要点！

　　不良発生１件に対して
基準下に29件のヒヤット、また
その下に300件の不安の存在 崩落させる 不良ゼロ

の状態

基準

不良・クレーム

　崩すべき
　ヒヤット

具体策

 
 
 では、筆者が関与した『不良箱区分5S』から脱皮例を紹介することにす
る。A社のT工場では『掃除5S』の繰り返しが長年に渡って行われてきた。従
って、T工場を訪問した時、現場は床までピカピカだった。だが、目についた
のは、T工場のコーナーに示された不良統計のグラフだった。このグラフは1
年間2%の状況で停滞、しかも、半減目標が掲げられていたが、全く達成して
いない状況で毎月の不良累計が推移する状況だった。そこで、筆者は「工場は

綺麗ですが、不良は減って無く､大変ですね」と言うと、「5Sで設備の清掃､点
検を1週間、定期的に2時間､3年間も続けてきたのですが、低迷して困っていま
す」ということだった。そこで、「不良はどこにあるのですか？」とお聞きす

ると、「製品が鉄なので熔解材料にしていますので、都度処分しているの

で、・・・あのグラフだけです」「そうですか、5Sは問題の顕在化です。で
は、このように対策願えませんか？工場へ来るとき商店街を通りましたが､オ

モチャ屋を見かけました」「近くです」「私がお金を出しますからオモチャの

お金を誰かに買ってきていただき、赤い箱は不良、黄色い箱は黄色として、不

良をこの箱に入れ、問題と原因とされる内容と共にオモチャのお金を添付願え

ますか」ということにした。この企業はちょうど春闘・賃上げ要求の時期だっ

た。しかも、赤字スレスレだったので、賃上げに企業も労働組合も混迷する状

況というタイミングでこのような処置を図った。不良対策は時間の係数であ

る。早く対策すれば効果が時間と共に積み上がる。そこで、1週間後に、再
度、A社訪問とした。  
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 工場へ訪れると「5Sの意味がよく解りました。箱を色分けしてオモチャのお
金をつけると、この箱は50万円、これは30万円、・・・集計は1月600万円に
もなります。また、賃上げ要求はこの不良と手直し品をゼロにすれば出る！と

いう結論です。すでに､手を打ち始めましたが成果が出つつあります」「正解

です。単に、不良データを取ってグラフにする。しかも、ひと月に1回の不良
対策会議と称するブレーンストーミングによる対策法を『死亡診断書会議』と

言います。第一、一般の事件捜査もそうですが、問題発生時点に原因を探り、

原因究明~ゼロ化のための『原因の除去』を進め再発ゼロにつなげる。このこ
とは、1件づつ、問題、または、問題の予兆を感じた時に3現主義（現場へ出
て、現物・現象をみて、現場で対策する）方式であり、QTAT（図3-12）を実
践する方式です。A社へ来たとき見つけたのですが、不良半減という目標は間
違っています。少なくとも半減以下と書くべきですが、これでも不十分です。

その理由は半減目標にすると、半減近くまで不良発生を許す。半減目標値の近

くになって始めて不良対策の行動をとる、ということが起きるからです」「今

まで、そうしていました」「不良の統計というものは、1件づつをゼロにすれ
ば、グラフを描く仕事自体が不要になります」「なるほど！」「要は、不良は

ゼロ以下、1件の不良の下には29件のヒヤット、また、その下には300件の小さ
な不安があり、設備清掃もこの種の要因ではありますが、すべてをカバーする

内容ではありません。要は『不良対策5S』に、このハインリッヒの法則をいか
に実務的に現場で実務活用して原因の除去を図るか？が要点になるわけです」

と説明したわけだった。以降は不良対策の実務的内容になるので、その詳細

は､筆者著「不良・クレームゼロ対策テキストブック」（日刊工業新聞発行を

ご覧願うことにするが、ここでも、この解析手法を活用した結果、3ヶ月で不
良はゼロ接近となり、当然だが、春闘は円満解決の方向へ向かった。加えて、

不良・クレームゼロ化は新たな顧客信頼を得て大きく売上高を伸ばすという結

果を得た。 
ここからは、事後談である。A社指導の時、2%の不良の説明に対し、筆者も

過去、労働組合の副委員長を経験した体験から、休日増対策の話をした。

「2%の不良ですが、1月を25日とすると、2ｹ月で50日、不良2%は1日に相当し
ます。そこで、質問ですが、「今日、A社の皆様は何をしに会社へ来られまし
たか？」と問うと、「仕事、否、今日は朝から晩まで1日中不良をつくるため
会社へ来ています」という数値となります。年に6日､不良を減らせば6日も休
暇増になるわけです。そんなに休日は必要無いのであれば、自己啓発にこの時

間を使う。改善日と定めて3日ほどを集中して現場改善に当てる、というのは
いかがでしょうか？」と昼食会で雑談的に話したが、この話はA社の皆様には
強い印象を与えたようだった。不良ゼロ対策が実ってから、何度か、この話を
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思い出し、話していたからである。『経営直結型5S』的に見ると、「美化とい
う表面をとりつくろう仕事より、本業であるモノづくりに集中すべきであり、

不良・手直し問題は元を立たなければダメ！」という内容となる。  
 

図3-13　不良対策に有効なQTAT方式

ものづくりのプロセス

検
査

検
査

問題は即座にフィードバック　＝　QTAT

工程間の仕掛りを極小化

仕掛り
検
査

加
工

良/否情報の早いフィードバック

QTATの基本構成
ボーリングと同じ
早いフィードバック＝早い
修正~対策→技術改善へ

即
座
に
問
題
対
策
を
考
え
る
！

QTAT:Quick Turn Around Timeの略称

 
 
  
 A社の取り組みに加え、『不良対策5S』の技術的側面を紹介することにす
る。不良対策に当たって､多くの企業では、製造現場で、不良と良品という2区
分しか定義していないところが多い。だが、図3-14の下に示したように、ま
た、ハインリッヒの法則を見ればわかるが、不良／ヒヤット品／良品の3区分
が製造現場には存在する。現在、品質要求はより厳しくなってきた。食品問題

を例に取ると、食中毒や障害が出た時に食品問題になるという事態は過去の顧

客評価となり、この種の企業活動は論外となっている。不二家、白い恋人の石

屋製菓、食肉のミートホープ、赤福～吉兆まで、幸い、食中毒に至らない状況

でも問題があれば顧客の信頼を大きく失う状況にある。要は、法も、製品評価

も不良のラインを下げ、ヒヤット・ゼロ化が品質要求事項と考えるべき段階に

なった。また、このように不良を扱うと、ますます、3区分対策が必要にな
る。要は、不良の30倍もあるヒヤット品を問題ととらえ、製造現場で問題を顕
在化させながら、その上にある1件の不良の発生を防止する対策は、正に、火
事の対策に当たって「予防に勝る消火なし」を品質面で展開する内容となる。  
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図3-14　良品／？（ヒヤット品）／不良の３区分法

確かに不良は
ロス・コストである！
だが、本来存在
する３区分をなぜ
　　　　　　2区分で
　　　　　　扱うの
　　　　　　　だろうか？

多くの企業が行ってきた不良2区分方式

不良品 良品

ヒヤット
手直し品

この品の
扱いは？

？品を厳しく
扱うと良品が
取れない。
逆に甘くすると
良品に不良品が混入～クレーム！

？

良品

不良品

品質基準

良品
現実に存在する形

不良品

不良に対し
30倍出現する
ヒヤット品

3区分と同時に、
発生時点で原因
究明ゼロ化努力！

ヒヤット山
を崩せば
良品増！

 
 

図3-15　ＱＴＡＴ対策の要素

生産ラインと製品の流れ
即時対策

即時、問題のフィードバック

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡

QTAT（Ｑｕｉｃｋ　Ｔｕｒｎ　Ａｒｏｕｎｄ　　Ｔｉｍｅ　ｼｽﾃﾑ）実践の要点

【３現主義の実践】
①現場へ出て
②現物と現象を再現させて
③現場で対策

④テストと証明
⑤仮標準で生産続行～OK!
⑥新標準として改訂～登録

現場現物をみる
　不良対策の３みる
①観る：ビデオ、写真
　　　　　で事実確認

②看る：計測装置で
　　　　　　　計測する

③監る：不良発生を
　　　　　　させない状況
　　　　　　をつくる（監査）

発生元

 
 
不良の発生を見て、1件づつ原因究明~是正対策を図る方式を『モグラタタキ
方式』というが、読者の皆様には『リスクを管理する』という観点からも、是

非、製造現場で品質の3区分法の適用と、図3-15に示すQTATの適用をお願い
したい。 
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３－５ 安全対策5S  

 5Sでは「通路にモノを置くな！」「指定位置の置き場からのはみ出し禁
止」~「床のスリップ禁止」といった内容が書や事例に登場するケースが多
い。ケガをすることは個人的ダメージだけでなく、周りにも大きな迷惑や問題

を投げかけることになる。このため『安全第一』というカンバンが多くの企業

の門に掲げられているわけである。そこで先の3-3、3-4項を見ると、『設備故
障対策5S』は設備が対象、『不良対策5S』はモノ、『安全対策5S』は“人”
と、対象が変わるだけであり、いずれも“リスク対策”を重視すべきことに変

わりないことがわかる。すなわち、『予防』という共通する対策法を安全に持

ち込む対策が『安全対策5S』の要点となる。 
  
（１）ケガや労働安全衛生の認識について  
既にISO18000やOHSAS（労働・安全対策に関する国際規格）に代表される
ように、従業員満足の基盤となる職場の安全は、就業員が働く職場環境の整備

となる。では、この対策の前に、人は、なぜケガをするのであろうか？という

解析と対策をまとめることにする。  
製造現場へ入ると、多くの職場では安全五則の設定と日々の唱和が行われて

いる。この種の注意がなされる理由は、人は安全が続くと、やがて問題意識が

薄れる傾向が発生する。また、時には、図3-16の左下に示すように、「今まで
問題なかったから」とか、「自分だけは大丈夫」ということで、危険がなけれ

ば危険域にどんどん入って行く特性を持った方々がいるからである。  
この種の行為をまわりの人が見ていると、「摩訶不思議」とか、「犯罪者と

同じ考えではないか？」と思う例が多い。多分、ご本人には、その種の行為を

すれば犯罪になると知っていても、その人なりに何かメリットがあるから行う

のだと思う。要は、「この程度なら大丈夫！」という考えで、行動したこと

は、やがて安全域を犯し、結果としてケガとなる危険性を高める例である。  
この極端な例としては、2006年の夏に多発した飲酒運転を挙げることが出来
る。この行為は完全に犯罪行為である。しかも、捕まる方は犯罪であることを

知っているし、多数の犠牲者が出ているという報道や法や取り締まりを厳しく

てゆく状況である。だが、相変わらず飲酒運転を繰り返す方がいる。これも常

識では考えられない事象だが、困ったことに、世の中にはこのような方がわず

かだが、必ずいる。 
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図3-16　犯罪から誠意を持った人の活動まで
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残念ながら筆者は、この種、良識の無い方々の更正手法を知らない。従っ

て、本書から、この対策は除外することにする。その理由は、犯罪の取り締ま

りと刑罰の判決は本書とは別の世界であり、製造現場にこの種の方々の存在は

ほとんど無いと信じるからである。では、以降、この種の犯罪の範囲は除き、

誠意を持ち、熱心に製造現場で活動する製造現場の方々が「ケガがなぜ起きる

か？」という内容にしぼり、その発生原理と対策法をまとめることにする。  
まず、ケガの原因となるエネルギーとケガの関係を整理することにする。ケ

ガはエネルギーの接触で発生する。従って、我々が、まず、行うべきことは、

ケガにつながるエネルギーの存在のチェックと共に、ケガ発生のメカニズム

と、その危険度を把握し、対策すべきこととなる。  
 
 〔ケガの原因とケガの種類〕 
  ①位置エネルギー……落下、倒れ、ハサマレ等のケガ……  
  ②回転エネルギー……切断、スリキズ、まき込まれ……  
  ③熱エネルギー……ヤケド 
  ④運動エネルギー……打撲、打ち身……  
  ⑤化学エネルギー……薬品によるヤケド、タダレ、呼吸器傷害等  
  ⑥放射エネルギー……光による目の傷害、Ｘ線等による傷害  
次に、では、「なぜ、職場でエネルギーとの接触が起きるのであろうか？」

という解析に入ることにする。ここで、お断りしたいことは、一般に、職場へ
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従業員が配属される時、必ず、『職場の安全教育』を行った後で配属される。

従って、「各種・危険エネルギーの存在と影響を、知らずにケガに至った」と

いう例は、余程の方々でない限りは少ない。事実、製造現場へ新人投入の時、

指導者が付き仕事を監視することは一般的な仕事の伝承法のひとつとなってい

るからである。そこで、ここでは、ある程度仕事に慣れた方々がケガをするケ

ースが対象として、「慣れは注意の目を曇らせる」という問題の対策を本書で

取り上げるテーマとする。 
「では、ケガの要因は？」の解析に入ることにする。大脳生理学の研究によ

ると、教育や訓練を受けた後で起きる事故は、『人間的側面』がここに大きく

関係することが判っている。その背景にある内容は、ケガに対する影響や問題

をいつか忘れ、不注意という行為となった結果、ケガをすう現象である。だ

が、我々は逆の内容にも目を向けるべきである。すなわち、ケガをしない方々

から、ケガをしないコツを集める対策である。この種の方々に話しを聞けばす

ぐ判るが、この種の方々は危険予知・防止対策を必ず心がけて行動してきたこ

とが判る。では、その一例を示すことにする。この種の優良社員の方々は、下

に示す内容と共に、「注意1秒ケガ一生」「注意はコストや痛みを伴わないが
ケガは本人以外に人にも悪影響を及ぼし、プロとしての活動さえも疑われる」

という教え方を重視してきた。すなわち、ケガをしないための心がけは、ま

ず、個人にあり、その要点は次のようになる。  
【ケガをしないための心がけ】 
  ①自分のため………「仕事ができない、できなくなる！」と知れ！  

  ②まわりのため……家族、友人に心づかい、時間、お金……という迷惑に

加え、危険な職場のイメージを与える、と知れ！  
           （この種の事実が多いと新入社員の就職希望は減る）  
  ③会社のため………生産時間の損失、事故報告、原因究明対策会議、官庁

への届け、視察等を合わせると1件の大きな事故で
2,000万円／人以上の損失となる、と知れ！  

では、ここまで記載したような、「子供や素人でも知っている内容があるの

に、なぜ、職場のプロと言われる方々がなぜ、ケガをすることがあるのだろう

か？」という疑問がわくが、この人間的局面に関する問題も、既に安全対策を

研究してこられた専門家が分析済みであり、以下の示す要点となっている。  
  〔ケガ3悪〕  
  （ⅰ）あわてている……アセリ、急ぎ……はゆとりを欠く。  
  （ⅱ）決めた事を守らない……この程度は大丈夫という気のゆるみと思い

上がりが関与する。 
  （ⅲ）気を抜いている。疲れてしまって仕事に就けない状況である。……
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集中心の欠如、気のゆるみや個人的に悩みがある、等。（例）

「交通事故等は自宅付近の同県、同市内の方が85%を占める、こ
れに対し、他県へ行って事故は15%（この多くは交差点、交互点
は管理ポイントが多い。（ⅰ）（ⅱ）の原因がほとんどであ

る。）」とされている（但し、先述の飲酒運転や携帯電話をかけ

ながらの運転は注意力欠如という内容を知って行う犯罪行為なの

でここからは除外する）。 
 
（２）KYT訓練と事故防止対策について  
 ハインリッヒの法則は「3,000回の危険のうち300回はヒヤッと感じ、30回は
大きなヒヤッとが（ニアミス）、やがて1回のケガや事故につながる」ことを
示した。これは世界的に有名な『事故発生の法則』である。要は、事故を未然

に防ぐためには、仕事に当たって、常に潜在する危険を見破り、予知、予防す

ることがケガ防止の基本となる。そこで、この具体的な手法を安全対策では

KYT（危険予知訓練）と名付け活用し、成果を得てきた。そこで、次に、KYT
手順と危険予知を解析する方法を例示することにする。なお、製造現場では、

机上でKYTを学習した後、即座に現場へ出て活用し、潜在問題の発掘～対策へ
向けるという研修方式をここに加えるべきである。そうしないと、単にKYT気
休め研修となるからである。仮に、「安全教育をやった」としても、知識教育

だけでは安全対策効果が出ないため。この種の刺激だけを求める研修には「ア

リバイづくり」の悪名がつけられている。要は、習ったことの即実践がKYT利
用の要点となる。では、この種の前提を基に、以下、KYTの解析法について例
を用い、解説することにする。 
＜KYT実施手順（ガイド）＞  
 〔手順1〕安全のチェックポイントを学ぶ（チェックリストの活用）。  
 〔手順2〕ケーススタディで訓練する。  
     （例）交差点を例として「どのような危険をクリアしていくか？」  
         今、あなたは信号機のある交差点を信号に従い右折しよう

としています。下の絵を見て潜む危険要因を、見つけ出し

てください。イラストを見る時間は20秒です。 
図3-17には、既に矢線で問題となりそうな内容が記載されている

が、この種の内容を討論しながら見つけることを次の手順で行う。  
 
 
 
 

 39



〔手順3〕現場のVTRを用い危険予知～改善案追求を行う（次に示すような模
造紙等を利用して行う）。 

 
                     ・ポイント  
       問題点 改善点 評価     安全対策と同時に品質面、作

業性、 
                      生産性の改善も図る  
                      （例）カバーの取り付け  

ワンタッチカバー化等 
                       （安全と生産性向上の例）  
 〔手順4〕現場へ出て、実際の職場を見て、対策案をつくる。  

 
 〔手順5〕提案し、実施へ向ける（標準化）。  

 
 【解答例】危険回避のための安全運転ポイントを解説する。  
 

・対向直進車との距離を十分とり、一気に右折しない。 
・四輪車の死角に二輪車がいないかどうか常に頭にいれておく。  
・交差点全体を見渡し、車以外の子供、自転車、駐車車両にも注意

を払う。  
 
〔もし、このような注意をしてもケガ、事故が発生してしまったときの対処〕  
   ……各社のルールにより運用する。  
 （ⅰ）本人への応急処置、病院へつれていく、事故が起きた時は、あわてな

いことが大切である。 
 （ⅱ）安全責任者、上長への連絡をすること。  
 （ⅲ）部下への注意ととりあえず取れる安全対策は即、指示する。  
 （ⅳ）原因の究明を行う。 
 （ⅴ）改善対策（含む、対策書のまとめ）、再発防止の歯止めを図ること。  
以上、ここまでに示したような手順でKYTを進め、実際に製造現場の診断を
行い、安全上、問題の起きそうな箇所を発掘～撲滅、または、危険の個所と注

意点を表示するなどの処置をして安全対策を図ることがKYTの要点である。  
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図3-17　安全対策に利用されるKYTの例

　　注意１秒ケガ一生！
注意は無料ケガは大損害！

なぜ、ケガをするか？
答えは「エネルギーとの接触」
①位置エネルギー：落下物、落下、挟まれ
②回転エネルギー：切断、巻き込まれ、・・
③熱エネルギー：やけど、火事・・・
④光エネルギー：溶接光、Ｘ線障害、・・・
⑤化学反応：酸、アルカリ、薬害、・・・

防御？　回避？　軽減？・・・
　　　　　　　　＋
　人的なゆとり＋知識

問題発見~対策へ活用

 
 
 また、このような手続きで、ヒヤリ・ハット段階で問題を撲滅・回避させ

るわけである。なお、この対策は、火災や環境公害問題の対策だけでなく、

不良や設備故障対策にもそのまま適用可能な方式であり、皆様には、是非、

この種の応用をお願いした。実際に交通安全対策の例を応用したものを図

3-18に例示した。この例は置き場管理の対策ではないが、危険問題の発見に
有効なので、ご参考願いたい例である。  
以上、KYT活用の要点は、ハインリッヒの法則を基に、リスクを発掘し、
除去または管理下に置くことにより、問題発生防止を図る実務を行う活動で

あることを解説した。では、図3-19に、KYTを実際に活用し、ケガ・ゼロを
維持することに成功してきた企業事例を紹介することにする。  
過去、この企業では、ケガに対して全く手を打っていなかかったわけでは

無い。だが、ゼロ化には難があった。そこで、KYTを素直に理解・導入し
て、新たな取り組みとして活動した。具体的活動としては、図の右下に示し

たように、KYTで定めたリスクを利用して、問題が置きそうな内容を列挙す
ると共に、KYTの評価を用いた危険度のウエイトを基に、危険度の高い職場
を改善～対策した。その結果、見事、災害ゼロの実現を達成したのであっ

た。既にこの種の取り組みと成果は産業界に多くの事例が紹介されている。

また、この種の取り組みは国の内外を問わない。例えば、化学製品の製造で

有名なデュポン社などは10年以上もSTOPシステムの名をつけ、同種手法で
ケガ・ゼロを続けている例があるからである。  
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図3-18　工場における脚立による教育と事故

日本全土で月１~２件転落、骨折や死亡事故につながる例がある。

知ってますか？
脚立作業の場合
一番上に乗っては
いけないことに
なっている。
正しい乗り方は
２段目まで。

事故の状況と
メカニズム・怖さ
　　　　　　を学ぶ

ま
ず
知
る

学んで行わざるは
知らざると同じ

更なる改善

・最上段は赤ペンキで
　登るな！と表示をする。

・脚立は近くの柱などに
　番線または、ロープで
　固定
・滑るので運動靴使用！

なぜ登るのだろうか？
危険なことを知らない
のであろうか？
注意書きをつけてPR
すべきかな？

メ
ー
カ
ー
の

　
　

関
係
者

 
 

図3-19　Ｓ社におけるＫＹＴ活用～ケガゼロの成果

「導入１年で労災ゼロを達成！」
　　　　　　した要点
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労働災害件数（年）

「トップの思い」：事故が減らない、という現実！
　安全で働きがいのあう職場を従業員に提供する
ためにも、労働災害をゼロにしたい！（1999年１１月）

危険度を先取りするリスクアセスメントに注目
2000年４月にはSSS2000と名づけた安全ｼｽﾃﾑ
の稼働を開始した
「危険度の頻度」「ケガの可能性」「けがのひどさ」
という３つの局面から、作業内容を細かく分析し
要因を洗い出し評価～対策へ向ける方式　　

業務続行禁止Ｅ：耐えられないリスク

リスク低減まで業務再開禁止Ｄ：重大なリスク

リスク軽減措置を期間内に実効Ｃ：中程度のリスク

管理維持、」監視をするＢ：許容されるリスク

措置不要Ａ：繊細なリスク

　　　　　措　　　置　　　リスクレベル

苦
労
し
た
点
と
得
た
点

①　生産現場は文章を書くことが
　　不慣れな人々が多いので、リ
　　スクアセスメントは負担になっ
　　た。だが、トップ層の熱心な
　　繰り返しで、この問題は解消
　　へ向かった。
②　従来はボトムアップを期待し
　　た活動が中心だったが、今回
　　のトップダウン方式は早く、徹
　　底がなされる。
③　休憩スペースが安全対策に
　　関与するという本音の提案も得た。
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３－６ 経費節減5S  

『経費節減5S』対策は、ここまで解説してきた内容経営直結型5Sの展開法
を総合化して間接部門に適用する方式とお考えいただきたい。なお、ここでも

そうだが、書に紹介されている『一斉清掃』という、一時的な経費節減を図

3-20に示すが、この種の、間接部門で実施する、窓ふきや床、キャビネットの
美化と共に、診断チームや会議で仕事を見直すなど、関係者の合意と実施事項

の不均衡、不公平さを是正するルール化と共に、1週間程度（短期間）で完了
させて、より、効果的な経費節減5Sへ足を向けられることをお勧めしたい。  

 

図3-20　経費節減５Sとして一般に事務５Sとして紹介の例

この種の対策は１日もあれば終わる内容ばかりである。また、経営効果も少ない。

例１
　乱雑な書類を
ファイルに整理
する。

例２
　文房具など
共通に使用する、
大量買いで経費
のムダをしている
ものは、置き場を
決める。

乱
雑
な
置
き
方

買
い
す
ぎ
の
ム
ダ

指定席をつくりムダ買い
と探すムダの減を図る

例３
　無駄なコピーや
用紙の使用は止める。

例４
　書類に判を押す
作業を改善する。

例５
　無駄な交通機関
の使用を止める
　　　　　~縮減する。

例６
　仕事は優先順をつけ、　
机の上は整理して帰る。

例７
　無駄な電気使用は止める。

 
 
では、図3-20以外に『経費節減5S』にどのようなものがあるか？という点に
関して、図3-21を用いて『経費節減5S』の進め方を解説することにする。第1
期は図3-20で解説した内容の実施である。この対策の後、毎朝､自分の職場を
自ら掃除し、きれいにするというボランティア活動を社員が行う。また、帰宅

前に翌日の準備をして机上を整理する。たまった書類や仕事の整理をこまめに

行うことにより仕事をスムーズ、効果的に行う、と言った内容は個人的に躾対

策としてやっていただくことにして、それ以外の仕事、すなわち、事務所で行

う集団で行う仕事の改善は、委員会や短期間活動するプロジェクトチームによ

ってVE（Value Engineering）による対策の段階が第2段階の「仕事の改善~見
直し対策」となる。 
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図3-21 経費節減５Ｓの進め方

第１期：買いすぎ、持ちすぎのムダ対策
　　　　　①やがて使うだろう・・・、と買いすぎ持ち過ぎ品の提出
　　　　　②机上の整理・整頓、離席時の消灯徹底
　　　　　③ コピーのムダなど制限や注意書きの明示

第２期：仕事の改善～見直し対策
　　　　　①会議、資料の配布先、枚数や記載方式の改善（ワンペーパー化）
　　　　　②工具、金型などの不具合で不良発生や手直しの原因除去対策
　　　　　③接着剤など材料の適正量使用の改善（自動化を含む）
　　　　　④パレット梱包資材の通い箱化やVE対策
　　　　　⑤購入資材のインセンティブ対策（協力会社連携ＶＥ）

第３期：プロジェクト・チームによる横断的改善
　　　　　①業務の見直し組織改革による業務改善～IT化対策
　　　　　②物流ＶＥなど、あらゆる経費の３段階改善（普通／Ｇｏｏｄ／

　　　　　　　Ｖｅｒｙ　Ｇｏｏｇ／Ｅｘｃｅｌｅｎｔ）に分け日々改善管理
　　　　　③ CAD～リ・エンジニアリングによる未来型管理体系への
　　　　　　　新企画（実行計画）への取り組み　

 
 
ここに記載の例では、製造現場の経費節減を含むため、③は接着剤の改

善、④~⑤には、パレットや資材・購買VEの内容を記載しているが、第二段階
の改善は、仕事や部品、資材の機能を維持しながら経費節減を進めるという内

容となる。VEは図3-22の手順で行う改善手法である。この手法の生い立ちは
マイルズ氏が第二次世界大戦の頃、資材調達で入手に悩むひとつに、今は肺ガ

ン発生の問題から使用禁止となった耐熱材として使用してきたアスベストの調

達が国防省では出来なくなった事件に由来する。氏はこの時、「同じ機能であ

れば他に使用可能な部材はないか？」という発想で事に当たったわけだった

が、この考えでアスベスト以外の資材の活用を検討すると思いがけない部材の

適用が図れ、しかも、価格を大きく下げることができた。これが、VE手法誕
生の歴史だが、アスベストを含め、30億ドルもの国防費を下げる効果を得たこ
とから、VE手法という名で世の中に広がると同時に、日本のJIS規格に相当す
るMil-Speckとなり、その後も税金の節減に大きく役立った。  
『経費節減5S』はここに示したVE手法を中心に各種経費の存在を検討する
方式である。VE手法にはマイルズ氏が最初に行った製品や部材を目前に置い
て機能分析~改善を進める方法（2nd Look VE）。設計図という構想段階の情報
を捉えてVEを図る方法（1stLok VE）。まだ、設計図も無いが要求だけがあ
り、自由な発想とアイデア創出をベースとした手法（Zero look VE）の3種類
がある。ちなみに第三段階では、後者の2種の方法が主体となったプロジェク
ト活動が主体となり、この範囲を『経費節減5S』では､範囲を超える原価低
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減、すなわち、VEプロジェクト活動としている。だが、経費節減5Sの行き着
く先に、この種の内容が存在することを知り、早期に『経費節減5S』を進めて
行く必要性が高いことを､読者の皆様にはご理解願いたい。  
 

　図3-22　VE手法による原価分析~改善アプローチ　

VEの評価式　Ｖ＝Ｆ（機能・働き）／Ｃ（ｺｽﾄ）

・
○

○
エネルギー費

人件費

材料費

原
価

売値

一般的な見方

ＶＥ原価
低減額

　ＶＥ、価値分析は、左の図に示すようなものの見方をする。すなわち、本来あるべき機能を何とか示して
達成する基本機能を明確にした上で、顧客要求の機能、製造上、やむを得ないで追加した機能にとどめる
努力を進めた結果、大きな原価低減を得る手続きで原価低減改善を図る手順を進める。

不要機能

製造機能

顧客要求機能

本来機能

ＶＥの見方

利益

 
 
 では、『経費節減5S』実施の際に簡単に使えて効果的なVE手法を紹介す
ることにする。図3-23に示した表の左側がその質問だが、この例では宝石付
きのネクタイピンを「同じ機能品に代替する」という目的で検討した内容を

例示した。この例はテレホン・カード時代にスポーツ・センターで再来を願

って『贈答品として対し配るペン』改善した例である。ペンの機能は「文字

を書く」というのが一般的だが、この状況で活用するペンは、顧客からスポ

ーツ・センターに電話いただくため「電話番号を報せる」ということにな

る。そこで、当時、テレホン・カードの機能を利用して自動的に、このスポ

ーツ・センターだけに電話が自動でかかるカードとした。その結果、顧客サ

ービスと訪問数の増加を得た。『経費節減5S』はこの例のように、目に見に
くい問題を発掘して改善を図る例が多く、5Sの分類では“清潔”となる例が
多い。 
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図3-23　スピードＶＥと製品・部品の改善　　

ＶＥの質問

のりづけ、ピン止め、洗
濯ばさみ、ｸﾘｯﾌﾟ、・・・・・

他にその働きをす
るものはないか？

５

ｸﾘｯﾌﾟ改造で100円でＯｋ．要求を満たすか？７

ｸﾘｯﾌﾟ１円、洗濯ﾊﾞｻﾐ・・・その値段は？６

ﾊﾞﾈとｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞが本来の

価値、100円程度だよ！
その価値は？４

10,000円／個であるその値段は？３

ﾈｸﾀｲとｼｬﾂを固定するそれは何をする？２

ネクタイピンであるそれは何か？１

　　　　　例　ＶＥの質問手
順 現状

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

ＶＥ
ｸﾘｯﾌﾟ改造型ネクタイピン

　スピードＶＥの活用はこのような質問で行う。ﾈｸﾀｲﾋﾟﾝ
の改善を例にすると、名詞と動詞で要求をつかみ、多数の
ｱｲﾃﾞｱを創出、要求を満たし一番安価なものを選ぶ。

V= F / Cは１００

 
 

　図3-23　顧客への渡す景品（CM用）のＶＥ

あるスポーツランド場での対応

いつも、おいで
いただき、ありが
とうございます。
粗品ですけど
お使い
下さい。

これは
どうも
ありがとう
　大切に
　　　　します。

それは何か？
電話番号の書いたペン

それは何をするものか？
　物を書く？→目的は
　電話番号を探す対象だよ！

それなら、他に、同じ役割を
果たすものはがあるのでは？

ひらめき!ペン　→　自動でここへ電話が
3000円　　かかるﾃﾚﾌｫﾝｶｰﾄﾞ1000円
　　　Ｖ＝Ｆ／Ｃは３倍だ！　　　　　

　この例はあるスポーツランドでのＶＥ改善の例を示したものである。例で
は、お客様のサービスに高い万年筆を配っていた。目的は身につけて
いただき、電話する時役立てていただく目的だが、字は小さい、他の筆記
用具とダブルため、CM効果は薄い状況だった。そこで「目的は何か？」と
検討した結果、顧客に喜ばれる良案を得た例である。
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第４章 整理・整頓の技術  
 第4章では、整理・整頓を一括した形で解説することにする。整理は、目に
見える問題のムダ排除であり、JIT対策が中心となる。また、整頓は動作経済
の原則と共に進める対策である。なお、両者とも、既に､第3章でこの内容に関
する要点は解説済みなので、この章では、より経営的観点に立ち、具体策を各

種事例と共に、詳しく解説することにする。 
４－１ 「整理」対策に重要な仕掛かり低減  

 （１）ドロ臭いが実務的な局面で見た“整理・整頓”の意義  
整理・整頓というと、図4-1に示すように、棚の整理や置き場の管理の対策

が紹介される例が多い。この種の対策は現物管理の基本であり、多くの方が仕

事をする職場において、仕事をスムーズに進めるために用いられてきた。例え

ば図4-1の上に示した棚の整理は、金型や治工具管理に当たって、探すという
仕事を図書館的に、①大分類→②中分類→③小分類→④現品＝モノに置き場を

標すという処置をする方式である。  
 

図4-1　置き場管理（含む改善）

棚の管理

①置き場を決めてない。
②表示がない
③決まった場所へ

　　　　　戻さない

置き場の３悪

①大分類を示す②

中
分
類
を
示
す

①小分類を示す

④モノには置き場を示す　　⑤異常があれば色でシグナル

⑥使用中は
　使用場所を示す

⑦金型などは

　　カルテで
　　履歴と状態
　　を示す

検査職場の治具の定位置化

ライト
外観検査の際、
部品にエアーブロー
が必要、ところが
ころころして、
レンズから目を
離すと探すの大変
目も疲れる。

決まった位置で
投入~取り出し
可能な治具を
つけた。
ごろごろ位置が
変わる問題も
　探す問題も
目の移動もなくなり
検査に集中可能になった。

 
 
加えて、対象物に、状態や注意点などが、⑤シグナルや､⑦カルテという生

産記録（履歴）と共に標されていれば、生産準備の際、担当者が何に注意して

仕事をすれば良いかがわかる。特に、使用中の金型や治具の使用箇所がわかれ
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ば、生産管理面でも有効な管理となる。このように、置き場管理を行ったり、

先に図3-1で示した、生産対象品や仕掛かりに関する置き場管理を製造現場で
行うことは､『モノが語る現品管理』という表現で広く5Sで使われてきた対策
法である。 
次の図4-1の下に示したものは、レンズを用いた小部品の検査に当たって、

エアーを吹きかけるゴム製の道具を固定位置にセットした対策である。対策前

の状況は、道具がころころと転がり、目をレンズから道具探しに転ずると焦点

を合わすまで時間がかかった。目が疲れるし、ムダな時間がかかる状況だっ

た。だが、針金を利用して取る位置を固定したことで、このムダは全く無くな

った。このようなムダは頻度が少なく、1回当たりの時間はわずかだったた
め、過去、作業者はこの問題を放置していが、『経営直結型5S』活動開始とと
もに、正確な計算すると、10回に1回、1回の検査が30秒程度の内容を知ると、
以下に示すように、このムダは意外に大きいことがわかった。  
(ｲ) 発生回数：（7.5Hr/日×60分/Hr×60秒/Hr）×（稼働率90%）×  

（発生率1/10）÷（30秒/検査）＝81回、  
(ﾛ)ムダな時間：（81回/日）×（トラブル対処2秒/回）×（22日/月）  

×（12ヶ月/年）＝42,768秒/年（11.88Hr/年）、  
(ﾊ)ムダ時間を検査に当てた時の処理個数 

：42,768秒/年÷30秒/個＝1,425個/年  
また、この会社では、この職場では同じ検査をする方が数名いたので、この

値はバカに出来ない内容となることがわかり。小さなムダにも目を向ける動き

となった。具体的内容として、例えば、この時間低減と共に検査精度の向上を

行い、発生元へ問題をフィードバックして品質を高めることへ貢献する策が実

施されたが、その結果、品質向上と共に検査項目が少なくなり、検査時間の

減､更には、品質向上に伴う顧客信頼性の向上や新人教育などに及ぶなどの効

果を得た。このように、5Sで整理・整頓を行うと、多くの成果や改善を誘発す
る。なお、改善が進むと、皆が「確実・楽で安全、早い仕事を追求する」とい

う標準化が進み、棚の整理や置き場の美化が得られる。以上、製造現場で日常

的に行う『整理・整頓5S』活用の例を示した。なお、ここまでに記載した内
容は5Sの書によく出てくるが、1週間程度で終了させるべき内容である。  

 
（２）「仕掛かり、在庫は悪！」その経営的意義？  
 「仕掛かり、在庫は悪」という内容は、先に図3-2と共に示したトヨタ自動
車が1950年からスタートしたJITの組みの中から生まれた言葉である。その
後、時代は進み、現在は図4-2の右上に示すように、製品ライフサイクルは極
端に短くなった。また、“産業界の6:3:3制”という言葉に代表されるようにな
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った。PCのように技術革新と市場競争が激しい製品は、約6ｹ月の資金投入~新
製品具体化を経て水面下から市場に登場するが、3ヶ月で市場の売り上げがピ
ークに達し、3ヶ月で在庫処分を済まして次の製品交代の対応が出来ないと、
もはや売れない状況を示している。また、この状況は、折角､現場で汗水流し

て生産した製品も不要資産滅という形で無惨にもドブへ捨てる状況を意味す

る。従って、このような製品ライフサイクル短命化の時代にあっては、現場生

産だけでなく、流通や判場を含め、仕掛かりと在庫はできるだけゼロ化に近づ

け、市場直結・売れるタイミングで生産・流通・販売体制を確立する必要が絶

対に必要になる。この課題に対し、同じPC業界でデル氏が学生の時に始めた
デル社の活動が注目されている。その成果を図4-3の左側に示した。デル社は

SCM（Supply Chain Management）を展開しPCシェアーも過去から名が有
名な会社を大きく抜き去り、2005年には1位の地位を得る状況である。言うま
でもなく、その具体的活動は、部品製造会社と一体となり、顧客要求にあった

製品を短納期で納入するという取り組みである。この取り組みを経営的に見る

と、図4-3の右側となるが、生産・販売リードタイム（納期）短縮が不要資産
滅却という内容だけに留まらない事を示している。  
筆者は、度々、企業の方から「経理のデータを見ていると、仕掛かり低減は

金利程度なので、たいして低減効果を感じない。どのような評価をすれば低減

へ向けた説得を皆にできるか？」という問い合わせを受けることがある。  
 

図4-2　過去最悪の赤字に陥ったT社パソコン事業
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収益向上を目指し
主力生産を中国
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量産してきた

6:3:3制
に変化

【引き金】
売れる市場へヒューレット・パッカー
などが安値競争に対応したため
売れず、2001年の状況よりも
市場は低下していないが大赤字
となった！

製品ライフサイクルの
　短命化の状況

＋
↑　

金
額　

↓　
マ
イ
ナ
ス

新製品開発６ヶ月

立ち上げ～
ピーク
　３ヶ月

終了まで
　３ヶ月

毎月量販店、20日締めで
集計、1.5ヶ月海外生産品
を市場投入する方式だった。
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図4-3　PCサーバー出荷状況（２００５年４~９）と
　　　　　生産販売LT短縮の経営的な意義

販売台数２４万２３００台
成長率‘９７年度上対比３５．１％

22.5

22.2

16.9

15.3

14.2

8.9

デル

NEC

日本HP

日本IBM

富士通

その他

１，製品ライフサイクル短命化に伴う
　　不要資産滅却損

PCサーバーのシェアー

不要資産滅却に当たる「守りの原価対策｝

生産・販売LT短縮の経営的な意義

２，短納期（リード・タイム短縮）による
　　信頼性向上に伴う受注の増

短納期メーカーには市場の変化を見て
ＪＩＴ、ＳＣＭ体制で発注する確率が増す
「攻めの原価対策」

デルコンピュータのケースは、１大学生が
市場要求に合わせて製造・販売をJIT的
（正確にはSCM)に進めたPC生産・販売
方式が市場の地位を得た事例とされる。

３，品質改善など、技術改善のサイクル
　　が早い。また、在庫が無くなってから
　　（売り切ってから）新製品開発という
　　開発体制~市場で売れるものをつくる
　　市場直結・新製品開発をLT短縮が
　　促す環境を提供する。

 
  
この問いに対して、筆者は「過去の売上高と原価構成などを集計した経理か

ら報告された過去データには、特別なもので無い限り、次に示す内容の明示は

ありません。しかし、未来を検討する直接原価計算を用いると次のようになり

ます」とお答えしてきた。すなわち、経理報告は、過去のデータで仕掛かりや

在庫を評価するので、この方式では、図の右側のNo.1に示した、売れない製品
（売上高低下の程度）や滅却による被害額（損金額）の記載がなければ、仕掛

かり問題に対する具体的数値の認識は出来ない。  
① 市場の変化が激しい時代では、市場の状況をよく見極めた上で材料や

部品入荷が絶対に必要になる。そうなると、調達側の企業は、短納期の企

業になるほど信頼を置き注文するという行為となる。従って、サプライヤ

ーは売り上げ増が期待されるが、特別な計算をしない限り、経理報告にこ

の内容は出てこない。 
② 製造技術的に、製品製造元に、(1)品質問題のフィードバックが早いこ
とによる品質改善面の対策のスピード化と、(2)在庫があるため、新製品開
発者が新製品投入を待つ、といった目に見えない（機会損出）に対する内

容も、現在の経理報告には明示される例はほとんどない。  
要は、特別な処理をしなければ、①と②に示した内容は過去の経理データを

見てもわからないわけである。現在の経理報告は、過去の集計であり、実際に

事が起きてから集計される税務対策を目的としたデータであり、やむを得ない

事情がある（ここに記載した戦略原価や直接原価計算を進める企業では、極め
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て常識的な内容である）。このように、仕掛かりと在庫の存在理由をとらえる

と、過去、各社が扱ってきた、狭義の5Sに留まるわけに行かない、ということ
になる。そこで、次に、仕掛かりと在庫を『生産・販売リードタイム』という

経営的な範囲でとらえ、対策する具体的手法を事例解析と共に紹介することに

する。 
 製造・販売リードタイム短縮に当たっては、まず、実態把握が重要になる。

具体的対策は、代表製品を選び分析することになるが、製造の開始から販売ま

での分析方法を図4-4に示した。この分析で大切なことは、「○で示した加工
（正味）の仕事以外はすべてムダと見るべきであり、ECRSの質問をしながら
徹底的に改善案を追求し、理想－現実という見地で今後の展開策を明示し、リ

ードタイム革新を進めるべき」となる。  
 では、このようなリードタイムの分析がBS（貸借対照表）やPL（損益計算
書）と、どのような関係にあるか？について、原価や資金回転、更には、ムダ

排除の観点から分析する方法を紹介することにしたい。  
 図4-5は横軸に、図4-4の分析で得た工程を記載したものであり、その下に、
各部門や製造ラインで進める仕事に伴う費用発生要因を記載したものである。

従って、この集積値が原価となり、売上高を超えない状況が利益創出の状況と

なる。 
 

図4-4 　工程リードタイム、その現状把握～改善対策

　　　　ペーパーリードタイム　　　　　　　製造・販売リードタイム　　　　
新製品　 　生産・販売　製造計画　購買計画　　　購　買　　加　工　　組　立 　検　査　発　送
検討対策　　調整　　　　　　　策定　　　　策定　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　・梱包

○：加工（情報の加工）
→：通信・伝達(ムダ）
▽：保管（ムダ）
□：検査（ムダ）

事務の
　工程

ム
ダ
排
除
と
Ｉ
Ｔ
化
対
象

材料 製品
評価技術 製造工程

製造・販売期間

○：加工（付加価値を生む工程）
→：移動・運搬(ムダ）
▽：停滞（仕掛、在庫のムダ）
□：検査（製造工程のレベル向上で減るムダ）
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　図4-5　製品製造~販売の流れとコスト発生内容
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また、図の上部の販売から購買への流れは、製品の製造~販売が終えた資金

を新たな材料購入に持ってゆくための資金の流れ（キャッシュフロー）とな

る。原価改善はムダ排除に直接的に関与する。また、その対象は生産・販売リ

ードタイムの短縮が課題となるため、ここで少し詳しい解説を加えることにす

る。この資金回転はBSの一部に出てくる資金繰りというものである。具体的に
は流動資産が生産・販売リードタイムの対象となり、貸借対照表の資産の部、

すなわち、固定資産という、土地・建物・設備を基盤に資材を購入して生産~
販売~入金までの活動を財務では“流動資産”と呼んでいる。なお、資産の部
という内容は図4-7の右側に示した生産・販売活動そのものだが。材料を購入
して販売するまでの在庫と仕掛かりを総称し、税理上は『棚卸資産』と呼び、

流動資産の部と呼ばれる表には現金化に近いものを並べる取り決めがなされて

いる。 
ここで、生産・販売リードタイム低減に対する経営的意義について解説する

ことにする。もし、製造現場でトラブルが多い。生産性が悪い、という問題が

あると、生産現場に仕掛かりという形で材料や中間財をたまる（仕掛かりが増

す）状況が発生する。さらに、在庫をためるということは、先の工程分析にお

けるリードタイムを伸ばすことに加え、お金の流れを悪くしている状態を示

す。これが、流動資産の金額増を招くわけである。ここで、図4-7の右側の資
本（自己資本という自己資金）でカバーできれば良いが、もし、それが出来な

いとき、借入金が必要になる。すなわち、仕掛かりや在庫、生産・販売リード
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タイムが長い状況は、借金増の危険性が増すわけである。これも、資金を借り

ても材料購入→生産・販売→入金という循環が順調に回転しているうちは問題

ないということになるが、 
 

図4-6　貸借対照表の「流動資産」とキャッシュフロー

　６２

　　　　２２

　　　　　１

　　　　１２

　　　　２３

　　　　　４.5
　　－　０.5

流動資産

　現金・預金
　受取手形

　売掛金

　有価証券

　棚卸資産

　貸倒引当金　

　金　額　　科　　目

　１００．０資産合計

　３８

　　　２０

　　　　　１０

　　　　　　３

　　　　　　５

　　　　　　２

　　 　　３

　　 　１５　

固定資産

　有形固定資産

　建物・建築物

　機械装置

　土地

　その他

無形固定資産

投資有価証券等

　　　資産の部

固定資産：1年以上にわたって所有したり、設備のように長年
　　　　　　　　所有して使用する資産の対象であり、土地・建物・
　　　　　　　　設備といった対象は生産を行う基盤を金額で示した
　　　　　　　　内容となる。

預
金
現
金

材料・部品
購入

生産・仕掛、在庫
＝　棚卸資産

販売

売掛金
受取手形

入金

流動資産：現金、並びに、比較的短期間で換金可能な
　　　　　　　資産の対象
　流動資産とは、ここに示すように、生産・販売～売上の回収状況
　をある時点を定め（期末など）、でとらえたものである。

 
 

図4-7　貸借対照表（バランスシート）の持つ意味

貸方＝１００

流動資産

資産
有形・固定資産

他

生産・販売活動
における
資金の運用状況

借方＝１００

資本
資本金
剰余金他

負債
流動負債
固定負債

　資金調達　

の
　状況　

中身は
ともかく
バランス
している

　貸借対照表は名の通り
生産・範囲活動に貸す資金
と、そのお金を調達した先
を示内容(借り）の状況を
対照、比較して示す。
左側が資金の運用だが、
流動資産はものづくり～
資金回収、それに要する
固定資産の投入を示し、
右側はその資金を自分で
調達したのか？負債という
借り入れ金で補っているか
を見る（両者は必ず１００で
バランスさせなければなら
ない）。要は、生産・営業活
動に要する資金がどのよう
に調達されたかを見るわけ
である。期末の状態？

他
人
か
ら

借
り
た
金

自分の資本金
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　図4-8　生産･販売活動と現金の流れ

生産

発送生産

販売

入金

材料
購入

販売

販売して始めて
入金する

正循環
の状態

倉庫

売れる積り
　　　で在庫

売れない
→滅却

悪循環

 
 
さらに、図4-8の右上に示したように、ここで、売れるつもりで作り貯めし

たものが、市場の売れるタイミングを逸した場合、在庫処分という滅却にな

り、もはや、企業を循環する血流がストップし、生産・販売は材料が買えない

ので生産できない停止状態となる。このような場合、輸血に相当する､銀行な

どからの融資や持てる財産を処分するなどの手を使って資金入手が可能な場合

は良いが、銀行で『貸し渋り』だけでも大変なのに、少しでも企業にお金が入

れば取り立てられる『引きはがし』まで起きると、もはや、資金の流れは滞

り、倒産を余儀なくされる自体に陥るという、恐ろしい事態となる。  
過去「大きいことは良いことだ」ということで､バブルの時代に、企業拡張

が盛んに行われたことがあった。だが、バブル崩壊に加え、製品ライフサイク

ル短命化になると、「売れるつもりで生産した製品が在庫していたが滅却」、

更には、「工程内に仕掛かりとして中間財になっていたものも売れない対象に

なる」という状況が多発した。これは、売れ残った生鮮食品の転用が効かず、

処分費を取られる状況を意味している。事実、ここに記載した理由で、大手企

業も突然に倒産という例も多かった。このような意味合いから、現在、経営に

直結した生産・販売活動を示す貸借対象表に示された『流動資産の低減＝在

庫・仕掛かりの徹底縮減』が生産・販売リードタイム低減と共に、企業におけ

る経営上の対策重要項目になってきた。  
 
 

 54



【参考事項】企業では製品・資材の棚卸しを行う例がある。この意味は図A、
Bが示すように仕掛かりや在庫＝お金（資金）管理の的確さを評価する対
策である。この状況は下記、2つの図が示す内容になる。  

 

図A　個人的な立場で見た棚卸しの意味

財布にお金を入れ
　　　　　　買い物に

　　　買う毎に記録

　　　　帰宅して
　　　　残金チェック

　ぴったり合えば
　　　　　　ＯＫ！

　　合わない！
　　　　　なぜ？

どこかでお金が
逃げた？

管理が
　出来ていない

 

図B　企業サイドで見た棚卸し問題発生の評価

インプット

アウトプット

仕掛り

理論的には
　　IN　 ：１００
－OUT ：　８０
　停滞　： ２０

もし、２０で
なかったら？

現品管理
　　が悪い！
　　とになる。

もし、２０で
なかったら？

現品管理
　　が悪い！
　　とになる。

棚卸しの目的は
ある時点を定め、
　現場の仕掛りを
　調査し、IN/OUT
　の計算と仕掛り
　の関連を掴む　

合わない？
【理由の解析が必要になる】
　①　伝票、記録無しで不要資産滅却
　　　　を行った（不良を廃棄した）？
　②　従業員が持ち帰った？
　③　本当は販売したのに売り上げに
　　　　計上しない（ごまかした）。
　④　協力会社に無料で譲渡した。
　　　（記録はない。）
　⑤　山奥に財産隠しをしている
　　　・・・・という疑いまでかかる。
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（３）仕掛かり、在庫低減対策 
仕掛かり・在庫低減対策の範囲は1現場の改善に留まらない。そこで、ここ

では、先に図4-1で紹介したような狭義の5S対策はその一部として扱い、
JIT・SCMという観点から重要対策内容を具体的に解説することにする。  
まず、JIT対策についてだが、ここまで何度も解説してきたように､図4-9に

示すトヨタ自動車が、産業界で活用している対策手法のほとんどを提示してき

た。なお、特にこの中で仕掛かりや在庫の低減に大きく効いた対策は製造現場

面ではシングル段取りだった。そこで、以下、具体的シングル段取り手法を詳

説することにする。 
シングル段取りの意義とステップは図3-3と4に紹介済みだが、具体的手法

は図4-10の内容となる。①は段取り台車を用いて金型を短時間で交換する内容
を示したものだが、旧型を取り出すと同時に、新金型を同時に横移動させた

後､投入する例である。ここでは、金型は定位置でワンタッチ投入~位置合わせ
（調整不要）が要求される。このため、相互に▽型で粗いハメ合いが可能な凸

（雄）凹（雌）のハメ合い形状を持たせる。これでおおよその位置に来た状況

で上から下に降ろす機構を利用して、ボルスターという突起がついたシャフト

へ丸穴状のガイドを滑らせながら精度の高い位置決めを行うという手法適用の

例を示した。②は外段取りでプリセットした工具を内段取りでワンタッチ交換

するため、設備と同じ条件で外部に用意したプリセット治具上で工具の組立を

済ませておく対策を示したものである。  
 

図4-9　トヨタ自動車が産み出したJIT対策の要点

トヨタ生産システム　JITの誕生
　昭和28年頃トヨタは多くの工程内仕掛かりをかかえ赤字で苦しんでいた。当時､ 8,000人700台の
トラックを生産していた。このような時、大野耐一氏（その後副社長）が米国へ行き、スーパーマー
ケットを見て、後工程引き取り、売れるだけ生産する JITを発想、トヨタでこれを実施した。

JIT実践で生まれた
具体的な手段（例）
①　シングル段取り
②　カンバン方式
③　平準化生産
④　ポカヨケ
⑤　ニンベンのつく自動化
⑥　可働率
⑦　アンドン
⑧　目で見る管理
　・・・・・・・・・・

月末の集中生産

平準化目標

生
産
・
販
売
量

時間

市場・産業界の要求
　①　多種少量・変化対応生産
　②　短納期対応、在庫圧縮
　③　コスト低減・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ改善

トヨタ生産方式JIT
ニンベンのつく自働化
　①　可働く率改善
　　　ＴＰＭ、ｱﾝﾄﾞﾝ

　②　ポカヨケ
　　　問題発生時点対策
　　　不良ゼロ生産

　③　人材育成
　　多能化、目を抜いた
　　少人化

JIT・平準化生産
　①　カンバン方式
　　必要な時、必要な
　　ものだけをつくる

　②　標準作業徹底
　　　目で見る管理・セル

　　　生産　
　③　シングル段取り
　　　小ロット切り替え生産

昭和２５年頃
赤字で苦しむ
トヨタの状況
①仕掛かりは悪！
　3ｹ月の1週分しか
　給与を貰えない。
②「沢山作れば
　　安くなる」経済学
　　製造現場にモノが
　　　あふれていたが、
　売れるものをつくって
　いなかった。
③結局、700台/月
　　5,000人体制が
　　損益分岐点
　　3,000人首切り！
　　という悔しい環境
　　から、何としても
　　脱出が必要だった。　
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図4-10　シングル段取りの技術

①旧型取り出し
②新・旧移動
③新型投入

粗い位置合わせ

③ ①

　　②

①段取り台車による調整無し投入

ボルスターによる
正確な位置合わせ

②プリ・セットによるワンタッチ投入

距離は
一定化
外段取り

仲介治具

工具

位置決め治具

③ワンタッチ・ネジしめ~分解の工夫例
金型同じ位置で締めるため削った例

同じ高さで
締めるため
ブロックを
足した例

ネジは仮に１６山あっても、最後の１回転でしまる原理を使う

ネジ１回転　　　　①
ワッシャーを
②　外して　　
　開放する
　機構　　　　　②

だるま穴加工された
板をスライドさせて
ワンタッチ抜きする
方式

①

④ハンドル微調整を

　　ブロックで
　　　　一発位置決め

⑤個別一個づつ

　　投入を調整なし
　　カセット投入式へ

 
 
この狙いは、ワンタッチ交換で取り付け精度を調整ゼロで行う対策である。

③はいよいよ段取りでセットされた金型をワンタッチで締め付け完了にする手

段の例である。油圧や電動ネジなど、機械式の締具がある。だが、ここでは、

例えば16山あるネジ締にラチェット式スパナを用い、人手だが、1回転で締め
付け完了にする方式を適用している。ここには、16山のネジは16山という抵抗
を稼ぐための機能と、締め付けは最後の1回転で良いという機能分解の考えが
あるが、まず、締め付け位置と高さを一定にすることで調整ゼロを具体化させ

た例である。次に、だるま穴やU字型ワッシャーを用いた工夫がなされたもの
を紹介したが、これ意外にもスライド抵抗を利用した締具、回転で芯ずれを利

用して周辺部の直径変化を利用して抵抗値を得る工夫など多くのワンタッチ締

め付け手法がある。④はハンドル調整で寸法精度決めを行う機構に対して、決

まった寸法のブロック（コマ）を挿入することにより、コマの数で寸法の調整

なしで所定の位置決めを図る方式である。最後の⑤は、例えば､数本のパイプ

取り付けや治具、ソフトの投入などを行う場合、カセット式で数種のものを1
度で済ませる目的で行う工夫である。このような細かいが短時間で、お金と手

間のかからない工夫を重ね、段取り替えを10分、または、10秒以内で済ませよ
うという対策がシングル段取りの要点である。狙いは「調整なし、短時間段取

り、生産開始から不良・手直しゼロ」を実現させる技術である。また、ここま

での手段で数時間かかっていた段取り替えは数分となる。なお、この種の知恵

と工夫の末、どうしても油圧や電動締めが必要な場合、自動化を検討する例が
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あるが、ここ対策は数時間の段取りを数分にした後、例えば、5分を4.5分にす
る程度の対策となる。 
その他、工場内生産における仕掛かり低減においては、図4-11のコンベア生
産対策に例示したように停止時間対策やサイクルタイム短縮~不良対策には多
くの改善手法がある。また、5S対策でよく使う改善例を図4-12に紹介したの
で、読者の皆様の参考になれば幸いである。  
図4-12は自動車修理工場で改善した時の例である。この例では、今まで、

「5S重視」ということで工具やワックス、点検器具などが固定的に壁際に配置
されていた。そこで、1台の車の処理を実際行ってもらい、工程分析では常識
的に使う動線を描いてみた。すると、左側に示したように移動のムダがはっき

りした。そこで道具をJIT思想応用のもと、「必要な工具を必要な時、必要な
だけを必要な場所に置く」対策を図ったが、同時に美化も得た（この例では大

幅な移動距離減が図れ、生産性向上に貢献した。改善手法の中には統合化に対

して、固定／変動の区分という考え方あるが、これは、その種の例を示す対策

例である）。 
工程分析は工場全体を見直したトータル的なリードタイム短縮にも応用でき

る便利な手法である。なお、図4-12が人の動きを対象に分析するのに対して、
物の流れを分析して解析する点が異なる。では、モデルを用い生産リードタイ

ムを革新的に改善する内容を演習問題形式で紹介することにする。  
 

　図4-11 ｺﾝﾍﾞｱﾗｲﾝ効率向上のためのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ

コンベア
ライン
生産性
　向上

停止時間
　　の減

サイクル
　タイム
　　短縮

不良減
　　対策

・標準作業の整備～徹底、工程内検査、責任体制を図る。
・QTAT（Quick　Turn　Around　Time)システムを廻し、３現主義で発生減不良対策する
・ガマン・難作業の改善～ポカヨケ対策を図る。

【付随作業のムダの減】。
・調整作業のムダをなくす（治具、測定器、部品精度）。
・レイアウトなど、運搬のムダをなくす。
・取り置きのムダ、探すムダ、手を動かす距離の減、片手待ちのムダ対策を図る。
・人－機械の干渉を無くす(手待ちのムダ減）。

【編成ロスの低減】
・工程毎のアンバランスを改善する。
・作業者のスキル向上、応援多能化による微小停止ロスをなくす。
・欠勤者の減、応援、多能化体制をつくると同時に適正配置を図る。

【作業者の士気を高める】
・適正検査による最適人員配備、個人目標を持ち達成への援助を図る。
・集中度が維持する作業上工夫と休憩の取り方、を図る。
・グループ毎に指導者を配備、ゆるやかな競争と教育強化を図る。

【ラインの改善を常に図る】
・常にバランスロスをつかみ改善する。
・治工具、ローコスト設備の投入、製品設計上の改善を常に図る。

・シングル段取りを図る。
・新人や作業の乱れによるロスをなくす。
・製品切り替えによる手待ち時間をなくす。
・設備故障、チョコ停をなくす。
・その他（指示待ちなど）の停止をなくす。
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図4-12　動線図による自動車工場置き場改善の例

集
中

部
品
棚

改善前 改善後

移動距離
　　　１台につき
　　　　　　１，５００ｍ 移動距離　

　　１台につき
　　　　３００ｍ

ムダな歩行は
何も価値を生まない

　過去の仕事の流れから１箇所に
部品や測定具、治具置き場を集中化
していた。

JIT的に分散して、必要な時、
必要な道具や部品、測定具
を使う処置とした。

 
 
 
【事例を用いた工程分析演習題】 
現状の把握 … 聞き込みによる情報の収集内容 
Ｘ社ではある電装品の加工を行い、それを梱包している。製品アイテムは30
種類、聞き込みにより次の様な情報が入手された、という前提で工程分析によ

る現状把握～改善の演習題を進めることにする。また、工程分析は１つの製品

に限った流れを追う手法であることを念頭におき、下の内容をご覧いただきた

い。 
   ① 部品は加工機5台により加工されて、1ロット約1000個の単位で箱に

入れる。1000個／ロットの加工済品は加工後箱毎に置き場で一時保管
する。加工作業者は3名で5台を使用している。 

   ② 一時保管された材料は事務所より指示される伝票に従って、加工済

部品を取り、6m離れたエレベーターまで台車に運びエレベーターに
台車と共に乗り2階へ送る。  

   ③ エレベーターは安全上、人が乗れないので運搬者Ｔさんは10m離れ
た階段へ行き、2階へ上がってエレベーターより台車を引き出し、6m
離れた洗浄機まで台車を押し、部品を運ぶ。  

   ④ 洗浄機へは部品をバラバラに投入しなければならないので、箱より

ボックスへ空ける。ボックスは前の製品の洗浄を待つ事があるので、

平均40～50分くらい待つ。前の部品の洗浄が終るとホッパーを切り替
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え、洗浄機へ部品を投入する。 
⑤ ホッパーより洗浄機へ材料が投入される時、ポカヨケがついており

寸法不良があると自動的に除外される。又、部品にバリがあるものも

除外されるが、これは手直しされ次のロットと共に統合される。作業

者はHさんであり、歩留は大体97％くらい｡洗浄は1ロット約25分であ
る。 

   ⑥ 洗浄が終るとＨさんは1ロットずつにまとめ、4ロットになったら、
箱にロット毎に部品を箱入れし、防錆工程へ台車を運んでゆく（防錆

工程は2階にある）。  
⑦ 運ばれた部品は防錆機にかけられるまで少し待つ。防錆機も部品の

混入があるとまずいので、ロット毎に処理される。防錆機は脱脂、

防錆液浸、液切り、乾燥の4工程があり、4台の設備で4工程となっ
ている｡1ロットずつ、この順で処理される。この担当はQさんだ
が、Qさんは防錆機の部品を1ロットずつ箱に入れ、やはり4ロット
たまると、台車にのせ箱詰工程へ持って行く。直ぐに箱詰にかかれ

ないものは仕掛場に、一時保管される。  
⑧ 箱詰は部品を10個ずつビニールに入れたものを10袋としてまとめ1

箱にする作業である｡作業者は女性5名の作業。箱詰には伝票づけが
必要だが、その作業は事務所よりの出荷指示に従って行われる。な

お、箱詰作業はお客様の時間納入に従って行われる。その関係で防

錆後の部品はある程度仕掛をもった形で行われている｡又、箱詰

時、キズ等の外観不良があると、それは不良として除かれる。不良

率は前肯定の防錆に対し約2%程である。仕事は忙しく毎日1～2時
間の残業が行われている状況である。  

⑨ その他の内容として、初工程である加工工程は、部品加工毎に段取

り替が必要になるが、段取り作業の内容は加工の治工具の交換が主

な仕事で工具室より工具とプログラムテープを持ってきた。  
以上の内容に対する工程分析の結果を表4-1に、また、現状の工場レイアウ

トと改善に対する条件と､工程分析結果とムダの状況を図4-13に示した。ここ
からは、読者の皆様には、この資料を活用した改善案創出をお願いしたい。  
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表4-1 工程分析による現状分析の例  
記  号 活 動 要 素  

No.  
 
工程の内容  加

工

○  

検

査

□  

運

搬

⇒  

停

滞

△  

時

間

(分)  

距離

(m)  
作

業者  
設備名  技  

 
術  

活  
 
性  

 
改善検討例  

 備考  

1  材料置き場に保管   
  ( )       2  JIT発注す

べき  

2  加工機へ運搬      2  6    手  4  
3  

自動投入す

る  

3  加工      120 
分/L  A,B  

C  
NC 
5台 自動  4  

多台持化を

検討する。  

4  運搬待ち      30    台車  1000個/L  2  人が乗れる

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ検討  

5  運搬1階→2階     5  
 

6+3  
+2 T  ｴﾚﾍ゙ ﾀーー   2→  

3  

工程直結を

図る  

6  仮置き     30～ 
60      2  

ロットサイ

ズ変更  

7  洗浄場へ運ぶ      2  2  H  台車   3  
コンベア化

検討  

8  洗浄待ち      30～ 
60      2  同上  

9  洗浄寸法検査      30   自動  洗浄機  半自動ポカヨケ  4  加工時に検

査すべき  

10  防錆場へ運ぶ      2  4   ポカヨケ台車   3  
2  

 

11  防錆機待ち      30～ 
60      2  

後工程への

つなぎ必要  

12  脱脂      30    脱脂装置   4   

13  移し替え      5  2     2   

14  防錆      30   Q  防錆機   4  
一貫ライン

化対策  

15  移し替え      5  2     2   

16  乾燥      30    乾燥機   4   

17  検査待ち場へ      30  5     2  
4  

18  検査場待ち      30～ 
50    台車   2  

後工程

との同期化

生産  
 必要  

19  検査・梱包      35   I,J,K,  
L,M  ﾗｲﾝ   4  梱包自動化  
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図4-13　現状把握の内容
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図に動線を描くと、ここでも移動のムダ多いことがわかるが、円グラフで分

析内容を示すと、(1)時間的に正味率が低いこと、また、(2)工程発生回数(頻度)
面で見ると、これも正味率が低いという実態が明確になる。ちなみに、時間値

では正味率は半分、工程回数では1/4程度となるが、この工程は大変問題が大
きい状態である。従って、この例においては、大幅な改善を図り、正味率向上

をすべきことになる。では、次に示す現場参画内容を含めて、改善案作成の方

法を紹介することにしたい。 
〔追加資料〕現場の問題点聴取 
 レイアウト改善に当たって大切なことは改善後の内容に過去の問題を持ち越

さない対策を図るべきである。更に、最終的には現場の方々働くわけであるか

ら、先述の現場参画内容をここに織り込む必要がある。本来、そのためには現

場診断する。関係者を集めて目に見えない問題や希望をブレーンストーミング

方式で自由に出していただく。また、この際、現場関係者だけでなく、管理者

の希望、外部の見学者の方々を含めた診断内容を聴取して、レイアウト評価や

改善具体化に役立てることが要点となる。この種の対策を進めると、時に、改

善要求や問題点が数百件になることがあるが、ここでは、そのような内容を追

加資料として例示した。 
   ①仕掛が多い。 
   ②作業がとぎれている。自動化も遅れている。  
   ③エレベーターで上下する、マテハン等お金にならない仕事が多い。  
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   ④工程がブツ切り、バランスが悪い。  
   ⑤歩いている人が目立つ。・・・・・・等々多数の問題がある。  
 
 〔改善対策の例〕 最も多いレイアウト改善案の例  
 現状分析が終了し、現場の問題点が聴取されると、次は各種問題解決を含め

た草案づくりに入る段階となる。そして、本例の場合、演習問題形式で関係者

に検討願うと、建屋を新設、または、1階に全ての設備を集約し、工程間に仕
掛を持たないで生産する一貫ライン生産ライン構想が提出されるケースが多

い。さらに、省力投資費用を投入すれば（金をかければ）、3名程度で作業可
能な投資案が提出できるかも知れないが、妥当性のある検討案は概略この図

4-14に示すようになる例がほとんどである。なお、この例のようなU字ライン
以外にも、I字、L字ラインと提出されるが、今まで数百にのぼるグループが出
す答えは、期せずして、概ね同じ内容になる。このことは、工程分析という手

法を活用すると、ある産業界で仕事をする方々の結論がほぼ同じになるという

ことを示している。また、この状況から、トータル的にレイアウト改善の検討

の必要性を示唆している（なお、専門的だが、レイアウト改善に当たって

は、3つの異なる案を作成し比較の後に最良案作成に入るべきだが（SLP創設
者・ミューサー博士氏のSLPで示唆）、ここでは、生産リードタイム短縮を5S
の見地で縮減することが目的なので、その対策は詳説しないことにする。この

種の対策が必要な場合には、筆者著CD-Rom版「工場レイアウト設計法」をご
参照願いたい）。 
 
〔更なる将来へ向けた革新案の検討〕 
改善案作成には積み上げ式もあるが、将来から現在をみつめ、その中間に改

善案を位置付けるという方式がある。このような対策は、将来に対してムダな

二重投資を避けるばかりか、未来から現実を引っ張る効果があり、レイアウト

設計手順上での必須の検討方式となっている。具体的にこの種の対策を進める

には、図4-15に示した『工程機能系統図』工程VEを活用すると便利である。
この手法を用いると、例えば、この例では、既定通り加工され、製品が防錆さ

れる環境にあれば良いという結論になる。このように、上位からモノづくりの

プロセスを評価すると、VEが提唱する「目的はひとつだが、それを達成する
手段は多数ある。」発想が活用できる。なお、この種の創案に当たっては、現

状にとらわれない、すなわち「制約条件全く無し」という仮定で物づくりの案

を考えることが要点となる。では、例を示すことにする。  
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図4-14　レイアウト改善結果の例
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工程機能分析より得られること

　図4-15　工程機能分析の例
 

 
【案：例１】小型洗浄・防錆機を加工機に分散・直結させる案  

   ① 加工時に寸法検査のようなものは済ませる。  
    （ポカヨケ等の各加工機への設置、工程内検査等）  
   ② 洗浄～脱脂～防錆～乾燥を家庭にある小型洗濯・乾燥機式に設置
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し、その後に梱包機を設置し梱包まで済ませる。具体的には次の処

理手順で行う。 
(ｲ) 家庭用洗濯機の様に数台に分散し、専用化したものを分散する。  
(ﾛ) 加工時に各設備に小型のものをつけて搬送ライン中で済ませる。  
(ﾊ) 物流ラインに自動機を設け処理する。  
(ﾆ) 検査、梱包ラインの前段又はラインの途中に置く。この案の採用は

技術達成度の内容とコスト、操作性、人間性、品質性等々の項目を

たよりに評価し、決定すればよいことになるが、このケースの場

合、可能性の高いひとつの将来案である。  
この案を採用すると、一貫ラインによるロット生産から、個々の加

工機に小さな洗浄～防錆～乾燥機を持たせた1個流しセルとなる。  
 

 【案：例２】気化性防錆剤利用により対策する案  
      革新技術投入の例となるが、要は「製品を錆びさせない環境」が

機能として求められているわけであるから、洗浄～脱脂～乾燥～防

錆の代わりに、例えば、次のような対策を図る。  
   ① 加工時に洗浄、脱脂を済ませておき（又、脱脂後加熱し）、防錆剤

のついた袋に入れれば、材料自体の防錆が必要となる。又その場で包

装する方法が取れれば、加工～検査梱包は直結ライン化できる。  
   ② 加工材の材質を変更し、防錆しなくてもサビが発生しないものが顧

客へ提案できれば、加工、脱脂後、検査～梱包ラインへ直結可能とな

る。 
     この案の場合、洗浄～防錆～乾燥機は不要となる。なお、計数工程

の改善に関しては、直接に通い箱や顧客が使用する自動機のパーツ・

フィーダーの様なものへ直接投入できる方式が採用すれば、また、マ

テハンによる材料キズがなくなるという効果と共に、検査が不要にな

れば、セル生産工程で検査、梱包まで行う1個流しセルとなる。  
以上が工程機能系統図を用いたアイデア発掘の方法である。先述のように、

どの産業も、ものづくりの本質を制約なしでつめて行くと、将来の方向は大体

決まってくる例が多い。では、その種の代表例として、インクスという金型を

生産する企業の対策内容を紹介することにする。  
過去、携帯電話の金型生産は匠を要し、40日もの日数を要していた。だ

が、2002年には10日、翌年には3日、現在は46時間である。この対策に当た
り、当初、インクス社・社長の山田氏はITと光造形を駆使することを考え、三
次元CADを用いて行う方針を決めた。だが、当時、この対策に合うCADがな
かったため、大手企業を離れ独立、数社と共同で国へ申請し、国の資金をも活
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用した対策を図った。具体的取り組みは、技術者1名を選定、定年後だが、こ
の分野では一流の金型職人につけて、全ての作業内容を徹底的に工程分析した

そうである。同種手法は、既に溶鉱炉の自動制御で行われてきた解析だった

が、この解析が携帯電話金型の生産リードタイム革新につなげたわけである。

ここでは、例えば、「ピンと金型がしっくり行く」という匠の加工内容を分析

し、「しっくりとは0.3ミクロンである。」というように、匠が行う仕事を定
量化していった。また、この種の解析を繰り返した結果、まず、技術解析を担

当した新人が、解析した内容を基に、匠が製作する金型と同等のものをつくる

ことができた例が紹介されている。また、この段階で、金型技術を公開した匠

の師は「もう、教えることはない。定年後の楽な生活に戻してもらおう。」と

言って企業を離れたという話が残っている。その後、先に紹介したIT化により
驚異的なリードタイム短縮を具体化させたのだった（この内容は、ダイヤモン

ド社 2003年著書“インクス流”にも詳しく紹介されている）。 
筆者も同種取り組みを、その5年ほど前に自動車金型製作企業で行った例が

あるが、全く同じ取り組みと金型生産の将来案を策定方式だった。なお、対象

は異なるが、この種の例は産業界に多く見ることができる。例えば、レンズ磨

き対策にはロボット化もあるが、デジタルカメラのレンズなどは、磨きなし、

金型造形1発仕上げ方式が完成している例がある。このような意味合いから、
技術革新が急速に進められる現代、1週間程度で終わる小さい範囲5Sを長期間
続ける対策も意味はあるかも知れないが、我々は当面の5S改善にだけ集中せ
ず、デザイン・イン対策という対策を付加することにより、工程を機能で見

て、製造現場参画という形でモノづくりのノウハウを生かした技術革新の探索

をしておくべきである。以上、高度な技術革新時代にあって、皆様には、小

改善5S対策を早く終了願い、工程を機能で解析したトータル工程改善法をお願
いしたく、ここに広義の5S対策法を紹介した。 
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４－２ ネック工程対策とセル生産 

 工場をトータル（全体）的にとらえた仕掛かり低減対策が終了すると、今度

は、その一部であるユニット・セルという細胞に当たる工程グループの最適生

産に改善対称が移る。レイアウト改善手法では「全体最適に続く部分最適対策」

という要件への対処になるが、その具体的進め方について解説することにする。 
（１） ソフト的なネック工程対策 
 仕掛かり減対策にはいくつかの対策があり、その対策内容は第 2 章の演習問
題と解、表 3-2や図 2-3で紹介した通りであるが、その中で特に、図 3-3と 4、
図 4-10で示したシングル段取りの適用は、歴史的に革命的な仕掛かり低減を果
たした例である。このように、各種技術改善によるネック工程対策をハード対

策というが、これに対し、ハード対策が限界に達した時、また、緊急に平準化

生産を図り製造工程間の仕掛かり低減を図る手法をソフト対策という。図 4-16
はそのイメージを示したものだが、図に示すように、製品生産の流れを阻害す

る要因を、この例においては、第 3 工程の時間を第 2 工程に移す対策などが、
この種の対策に当たり、過去、前後工程の生産時間の負荷バランスを調整する

ことが行われてきたが、複雑な組み立ての場合、図 4-17-①と②のように行う例
がある。 
 

　図4-16　平準化生産・ボトルネックのソフト的対策
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製品
4分
　個

3.5分
　　個

3.0分
　　個

4.0分
　　個

3.5分
　　個

3.5分
　　個

工 程
工場のプロセス

0.5分移す 3.5分／個

ネック工程
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この例では、例えばテレビの組み立てのように、組み立てプロセスは変更出

来ないが、4工程ある組み立ての仕事の分担は変更して良いという条件で組み替
えを行ったものである。この例では、工程は 15工程あり、各工程の下に示す 

 

図4-17-①　4工程で組立品のラインバランス改善前

(注) のような線はＯＣ

Ｔの組合せを示す
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 改善前 92.1%だったが、    改善後は組み替えにより 99.1%  

図4-17-②　4工程で組立品のラインバランス改善後
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数値が、各工程の標準時間（この種の標準時間は WF 法などの科学的分析が必
要）を意味している。そして、この場合、作業編成の組み替えは出来ても 4 工
程で仕上げるという制約が設けられていることが仮定されている。従って、全

工程の標準時間合計が 31.3分なので、4工程で割った 6.9分/工程に近い組み合
わせをつくった結果が改善策となる。 
このようにラインが独立している場合やコンベアラインの改善は、ここまで

解説してきたハード＋ソフト対策が取られ、工程間の負荷バランスが図られる。

なお、この種の対策に集中した手法に TOC(Theory of Constrain )があるので、
簡単に解説を加えることにする。TOCはゴールド・ラッシュ博士により体系化
された手法であり、「ネック工程があるのであれば、そこに集中した対策を図る

べき」という考えと、得られる生産のアウトプットにスループットという販売

側の金額評価を行う方式で図 4-18 のような理論体系を付加し、対策には表 4-1
を整理して世の中に提示したこと（著書「ザ・ゴール」）で有名になった対策法

である。特に、過去、「販売・生産増のネック対策が主体だった経済界に、不況

による販売量低下対策まで示したことが、不況期に多くの企業が興味を示した

ため有名になった」という背景があった。いずれにせよ、生産現場で仕掛かり

対策を進める現場関係者の方々は、この種の内容の中から、各企業の事情に合

わせ、実務的に効果のあがる項目を抽出して適用してゆくことが、この種の手

法を活用する要点となる。 
 

　図4-18　ＴＯＣが提唱するネック工程把握のイメージ

　調達 　営業 　生産 物流

モノの
流れ

売上高

固
定
費

スループット

材料費

リードタイム
　　　短縮 ①　スループットを増大させる。

②　在庫を低減する。
③　経費を低減する。

①　ネックに着目した
　　　５ステップの改善
②　ネックに同期させる
　　　生産改革
　　（ドラムバッファー）
③　キャッシュフロー
　　を最大にする
　　（ＴＯＣスループット会計）

仕事量

①
ド
ラ
ム
の
音
に
歩
調

　
　

を
合
わ
せ
て
前
進

到着を遅くする内容：②バッファー③ロープ：遅れを防ぐ対策

制約条件を制御する仕組みをつくり活用遅れ防止のため、最も早く進む人と遅れるひとをつなぐ対策ロープ

工程の仕掛がバッファとなることに注目遅れの実態バッファ

ネック工程が制約となりｽﾙｰﾌﾟｯﾄが決まるドラムに合わた行進も、最も遅い人に到着が左右されるドラム

　　　　生産・販売活動　　　　　　　　　行進との類比（Analogy）　要素
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表4-1　TOCが提唱するネック工程対策の要件
①　物理的制約の改善　：　設備的ネックや製品構成、人的に工数不足になる例を言う。

　②　方針制約の改善　：制度や制約の存在が誤った意思決定や判断を下す例　
　　　(1)　ボトルネックでない工程の方々が各種改善を進める努力をしているが、
　　　　　　全体最適には影響しない例（例：一律改善を奨励する小集団活動など）
　　　(2)　部門間の壁：縦割り組織が応援や助け合い、相互乗り入れで解決できる
　　　　　　　　　　　　　　問題の阻害要因となる例
　　　(3)　時間・スピードを成果指標に入れていない成績評価システムの存在
　　　　　（例：ｺｽﾄ低減を重視し、仕掛の存在におもきを置かない例や、改善成果を
　　　　　重視し、今行うべき小改善や対策が遅れる例、事前検討で解決すれば問題
　　　　　にならない事項の放置など。）
　　　(4)　個別原価制度による固定費割賦のいたずら：固定費回収が目的となり、
　　　　　固定費回収という理由で作りすぎを行い、見かけ上儲かる計算で作り過ぎや

　　　　　プロダクトミックスのからくりに落ち込み、スループットに間違った判断を下して
　　　　　しまう例
　　　(5)　仕切単価制度が関係し、工場で生産し、納倉したものを売上計上する例は
　　　　　実際に売れていないものを売り上げにカウントしてしまう危険がある。この種
　　　　　の内容は、スループット増大につながらない内容である。

　
　③　市場制約の改善：　生産能力が需要を超えてモノ余りの環境になる例はネック工程

　　　　対策を図っても、スループット増大にならない例である。

 
 
（２） 他工程持ちとセル生産 
 昨今、「変種変量対応はセル生産で」ということで、組み立て産業はセル一色

の状況とも受け取れる PRがなされつつある。この内容は、「過去、コンベアラ
インを頑強につくったため、新製品投入時、変更に多大な時間を要する構成に

なっていた組み立てラインや、戦艦大和的に少種大量生産方式を重視した生産

ラインでシングル段取りが困難なため、仕掛かり・在庫を多大に抱える生産と

なっていたライン生産に対して、小回りが効き、変化に即応可能なラインの構

築が望まれる」という内容である。だが、Y・カリスマ・コンサルタントが強制
的に行う『魔法の生産性を実現する屋台や方式』、すなわち「倉庫の中に作業者

を投入し、気づきとやる気だけで生産性向上を期待する」方式の総称ではない

ことを皆様には正しくご理解願いたいと考える。では、この種、世の中を騒が

した「屋台や方式が、なぜ生産性向上を得たか？」という謎解きを行うことに

する。図 4-19の左側をご覧願いたい。IE（Industrial Engineering ）関係者は
生産性向上のカラクリがすぐわかるが、屋台や方式で生産性があがる理由は余

りにもムダな動線が多いためである。IE 関係者は事前に科学的に動作経済の原
則を使って分析するので、例えば、この種の対策に対しては、「動作が最も少な

い手前から、短距離でムダなく、必要な時、必要な部品や部材、工具や測定機

器などを最も効率良い手順で提供する」という対策を図るはずである。この例

ではターンテーブルで部品や機材などを提供する内容を示したが、他に、配膳

方式というワンセットの入れ物に組み立てに必要な部材だけを入れ、手もとに
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効率良く提供する方法や、コンベアに組み立て順序に応じた部品や部材を順次

提供する方法もある（この例の場合、過去、製品本体をコンベアで流す方式に

対し、部品提供にコンベアを使う方式である）。 
 

図4-19　「屋台や方式」生産性向上の秘密～改善

あちらと思えば、また
こちら・・・疲れる！

立ったり座ったり

　　屋台や方式で
生産性向上が進む理由
　（動線・工程分析結果）

やってはみたが、

ムダばかりだ！

　IEエンジニアなら
誰でも行うセル生産
　（必要な時、必要な部品等を
　　最短距離でJIT提供する）

同じようでも
随分違うわ！

　必要な部品、工具はいつも同じ場所から
順番に取る仕組みは、配膳方式、コンベアで
部品提供を図る方式など多数ある（選択自由）

正確な
サイクル

タイム生産

ムダな

　　動線

 
 
 整理・整頓対策には IE を用いた動作経済原則の適用は必須である。そこで、
図 4-20 に、5S 対策に最もよく使う工程分析と、改善アプローチの方法を紹介
した。工程分析は IE手法の基本的内容であり、これに時間分析を加えると改善
成果が定量的に把握できる。生まれはギルブレス氏（1868 年～1924 年）が誕
生させた手法である。この手法は 1 労働者として煉瓦積み作業に就いたギルブ
レス氏が仕事を覚える中からあみだしたが、「仕事を科学」する手法として全世

界に広がった。目にみにくい仕事の流れを「見える化」させると同時に、ムダ

排除に極めて有効な手法だったため米国に広まり、やがて煉瓦積み職人だった

ギルブレス氏はその内容を米国機械学会で報告した。その後、高い評価と共に

ギルブレス氏は、その後、AIIE（米国 IE協会）の会長となり、死後も奥様が協
会を受け継いで産業界の発展に貢献したことは有名な IE史である。このような
歴史はともかく、現場で働く作業者が自分の仕事の向上のため作成～発展させ

た手法であることに我々は価値を置くべきである。その理由は、「仕事をしなが

ら常に改善を求め、より効率良い仕事を追求する」という行動は 5Sを支える思
考的な側面と大きく関係するからである。 
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図4-20　工程分析によるムダ発掘の視点

４つの視点で仕事や、モノ､情報の流れをつかみ改善点発掘へ

○（マル）：正味、付加価値を生む仕事、売れるモノづくりへつながるお金を意味する。旋盤作業であ
　　　　　　　れば、材料を世界最良・最高スピードで研削する内容を示す。空気を削る。材料の取り付け
　　　　　　　取り外し、調整など付帯的な仕事は出来るだけ減らすべき考えで物事を評価する。

□（シカク）：検査、工程内で良品をつくれば、検査不要という判断をする。検査は出来るだけモノづく
　　　　　　　りの段階で行う工程内検査保証（自己完結型）生産を狙う。

▽（サンカク）：人の場合は手待ち、材料は仕掛かり、情報は保管・ファイルなどを意味する。工程の
　　　　　　　流れのスムーズ化、ネック工程対策、JITによる対策を進めれば、無くせる。在庫、仕掛かり
　　　　　　　は悪、監視という機械監視内容には内容の必要性とチェック~改善を求める。
→（ヤジルシ）：移動、運搬、搬送、情報の伝達という内容が、この対象となる。どうしても移動が必要
　　　　　　　な場合、太く短くを基本に近接を考える。

　　　理想　　　　改善の質問
　－現実

　改善ギャップ

　　ムダと見る

改善の進め方

E（Eliminate）省略？

C（Combine）結合？ R（Rearrange）置き換え？

S（Simplify）単純化→自動化？

ムダは
　発掘
　清掃へ

 
 
 工程分析の誕生の由来について、少し、詳しい解説となったが、この手法を

用いて解析すれば、先の図 4-19の左側のムダはすぐわかり、右側のような改善
策は簡単に創出できる。要は、「セル生産をいかにすべきか？」ではなく、「改

善を徹底して進めた結果がセルのようなムダの少ない、作業現場も仕掛かりが

少ない状況を具体化させる」とことが可能になるのである。 
 このような手法をレイアウトの各部分に相当するユニット・セルの改善にい

かに適用すべきか？という課題に戻ることにしたい。また、ユニット・セルの

改善に適用した事例を示すことにする。図 4-21は鋳物工場における鋳物のバリ
を取る作業を改善したものである。左側が改善前だが、バリを取るため、床に

置いた多くの治工具を使う状況だったため、ムダが多い。そこで、ターンテー

ブルに材料を乗せ、作業順序に従って治工具類を提供するようにした。改善後

の内容を見て『セル生産』という方がいたが、そうではない。作業効率の良い

改善結果がセルになっているだけのことである。 
 次の図 4-22も同じような改善で得た例である。この作業はザイグロ検査とい
う名で知られる鋳物製品に不良として生じる、金属表面の亀裂を暗室で検出す

る作業である。製品を着磁して浸透液につけると、蛍光特性を持った液が割れ

目を示す現象を利用した検査法だが、改善前はコンベアを設けて、1名の作業者
が製品を投入、2名の検査員が暗室内で検査する方式だった。だが、1日の処理
時間と人の活動を分析した結果、「右手で製品を取りシャトル式の着磁～浸透液

を通過、その間に、先に入れた材料を左手に持って行う方式を検討したところ、
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3名作業は 1名で十分である」という解析結果となった。このような分析に立ち
改善前の仕事を見ると、コンベアの投入者が忙しく製品投入していたため、2名
の検査員が必要なことがわかった。事実、1日平均で仕事を見ると、断続作業 
 

図4-21　鋳物の処理作業の改善（ターンテーブル化）

改善前改善前 改善後改善後

鋳物の後処理作業
歩く・探す時間が６０％、正味作業が

４０％、腰をかがめ、疲れる。やりに
くい。個人差が出る。・・・・と問題が

多い状況だった。

移動を無くす
には？

移動をなくす。
作業に応じて

道具を提供！

タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル

道具は
順次提供

移動なしで、JIT作業
　正味率９０％以上。　
工程内品質保証＋ゆとり増加　

 
 

図4-22　ザイグロ検査工程の改善

発想を変えてよく
仕事の本質を探る必要が
ある。このラインでは1日に
何個生産すれば要のだろ

うか？時間測定すべきだ！

観測　　　　と　　　計算

暗室で検査

ザ
イ
グ
ロ

　
　

着
磁

材料投入

検査前の材料ワレ検査後の材料

検査前
の材料

ワレ検査後
の材料

　人には右手と左手がある。
動作経済の原則＋シャトル式
のｻﾞｲｸﾞﾛ＋着磁装置で充分
処理可能な作業として実現！　

　人には右手と左手がある。
動作経済の原則＋シャトル式
のｻﾞｲｸﾞﾛ＋着磁装置で充分
処理可能な作業として実現！　

算定結果：
（正味労働時間）÷（1日の生産量）
　　＝１０数秒／個　
　　→　　一人で充分対処可能！

定
量
的
な

　

チ
ェ
ッ
ク

判った！
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であり、ムダが多い作業だったことが、反省された例である。なお、この作業

は暗室作業であり、何らかの危険が暗室内であってはいけない。このため、そ

こで、類似の作業を、この 1 室に集結して 2 名で行った結果、2 ライン 6 名作
業が 2名で済む改善とした。 
 ユニット・セル改善は屋台や方式のようなセルだけが最終解ではない。要は、

過去、表 4-2 に示すようなユニット・セルの議論があった。だが、現在、多く
の企業ではハイブリッド・セルという方式が一般に行われている。この方式は 1
名ですべての組立を行うのではなく、数名で､得意な仕事を分担して行うライン

作業である。当然だが、一人で万能作業するより、各組立技能に得意技を持っ

た人が分担して作業する方が効果的なため、過去、多くのトライアルなされて

きた。名称はともかく、ユニット・セルにおいて、ムダな作業を排除した結果

の例であり、ここまで解説してきたように、皆様には形よりムダ排除の実務重

視で、この種の改善に当たっていただくことをお願いしたいと考える。なお、

ここまでセル生産について、ムダ排除の追求内容を解説したが、セル内の 5S対
策という意味で見た場合、JITの考えで「必要な作業時に必要な部品や機材だけ
を、ムダなく配備する」という仕事の段取り改善を追求すればスッキリした美

化も得られるわけであり、ゴタゴタした部品倉庫へ人を配置してムダな作業を

行う屋台や方式には改善点が多い例が多いことを示した。 
 

　表4-2　著書に見るセル生産とコンベア生産の比較

○最初からコンパクトにつくるので問題　
　は少ない

△特殊なコンベアは高価になる。長い　
　コンベアは設置面積を多く取る。

　設備費用と

　スペース

○機種の変化に伴い,セルを選定するの
　でフレキシブルな生産が可能。

△変化の少ないものを大量に流す方式
であり、指示や変更に工夫が必要。

　機種数

◎優秀セルは高い意欲が得られる。○/△　ライン運営リーダーに左右される。　士　　気

○個人で品質保証確認を図るので有効

△不良が出ると問題解決までセルが止　
　まる。個人の問題解析力に左右される。

○後工程検査方式、ストップひもシステ
　ムの運用を図れば有効

　品　　質

△作業性は個人やセル生産グループの
　　力量や個性に左右される。

○個人特性に合わせたセルの設置を行
　うと生産性が良い例が多い。

△訓練が不十分、遅い人をネックに置　
　き放置する管理では作業性は最も遅　
　い人で決まってしまう。

○常にラインバランスを取る場合、有効

　作業性　

（作業速度）

◎必要数のみ部品を投入するのでつくり
　過ぎのムダ排除が可能である。

△ラインバランスが取れない、コンベア
　間に仕掛りを許す管理だと増加する。

　仕掛とL/T

◎決まったセルだけを変更するので容易

　である（成功を波及すれば変化に柔軟
　に対処できる）

△製品変更はシングル段取り対策がな
　されていない場合、時間がかかる。

製品変更への
　対応性

△多能化教育が必要、時間が掛かる。○単能工教育なので早い。　技術習得

　　　　　　セル生産方式　　　コンベア生産方式　比較項目
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 昨今、セル生産は有名になったが、この考えと方式は 10年以上も前からあｌ
った。どうも、この種の方式は 3~5 年毎に名を変えて出てくる風潮があるよう
である。だが、基本はここまで解説してきた内容の通りである。このような意

味合いから、過去、多くの企業が取り組まれてきた各種の方式を例示すること

にする。 
 図 4-23は「多工程持ち」という名で､1980年頃産業界で有名になった作業方
式である。この方式は､例えば、機械加工や組立職場で作業工程の順に設備や組

立作業現場配置を行い「1個流し」ということで、作業工程の流れ＋人の作業の
流れ(移動)＋製品製作･加工の流れ(物流)を一体化させようという対策である。過
去、この種の対策は、多能化対策を中心に「人・機械分析」という IE手法を発
展させて活用する一例として JIT 手法の一例の中で示された手法であり、多く
の企業で導入され効果があがったため有名になった手法名である。このため、

あえて図 4-24 のような理論武装が図られた。大きな成果は、図 4-25 の左側に
示したように、「ジョブ・ショップ生産方式」という、過去、を旋盤やフライス

工程といった専用工程群（単能生産を専門に行う工程群）間を大きなロット（仕

掛かり）を動かす方式に対し、設備段取り時間短縮を極限まで改良､加えて、多

能化が進んだため大きな仕掛かり減となった点だった。この状況から、やがて、

この方式は「サーキット方式」と名を変えて産業界でハヤリを見せたが、やが

て、「屋台や方式」・・「セル生産」と呼ばれるようになったわけである。 
 
 

図4-23　多工程持ちの例（多能化対策＋人・機械分析の応用）

設備Ｅで仕上げ加工⑦

設備Ｄへ取り付け外し⑥

設備Ｃにて検査⑤

設備Ｃ　　　同上④

設備Ｂ　　　同上③

設備Aへ取り付け外し②

素材取り①

　　5　　10　 15 　20     25     30   35     40   45     50    55    60    65     70     75    80    85  作業内容→時間（分）No

素材
置き場設備Ａ設備Ｂ

設
備
Ｃ

検査 設備Ｄ 設備Ｅ
加工済
品
置き場

①②③

④

⑤ ⑥ ⑦

作業 移動

１個流しで多能化生産

①　流れのスピード化（ＬＴ減）
②　仕掛低減
③　工程内品質保証体制
　以上の活動を通して人材と改善の
育成・高揚を図る
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図4-24　「多台持ち化」と「多工程持ち」の違い

　Ｄ　Ｃ　Ｂ　Ａ　　製品

工程 工程毎グループ
　　生産方式

多工程持ち
　生産方式

多台持ちと、多工程持ちの違い

多能化が必要

変化対応が容易

単能工・専門技術化に有
効である。

作業・管理面　　
　

工程責任でトータル的な
品質保証性が高い

問題のフードバックも早い

工程毎責任は明確

工程間の問題のフードバッ
クは遅くなる

品質問題の

　ﾌｨｰﾄﾞバック

１個流しが可能のため、

仕掛、ＬＴ、納期は短い

　ロット生産のため仕掛　
　は多く、ＬＴ長くなる

納期・仕掛・ＬＴ

　　多工程持ち　　　多台持ち　　　　区分

 
 

図4-25　サーキット方式の代表的な形

設備群A　同じ設備の多台持ち

設備群B

設備群C

設備群D 設備群E
設備群F

人と物の
流れを一体化
　　　　　　させる

ｼﾞｮﾌﾞ・ｼｮｯﾌﾟ方式：
　工程別に機械を集約して生産と
工程間の管理をする方式

ロ
ッ
ト
生
産
に
よ
る

工
程
間
仕
掛
り
発
生
！

サーキット方式の
　　　　　　　基本形

設
備
Ｂ

設
備
Ａ

設
備
Ｃ

設
備
Ｄ

設
備
Ｅ

設
備
Ｆ

1個流し、設備稼働率最大とﾈｯｸ
工程を重点管理した生産方式

シ
ン
グ
ル
段
取
り

　

フ
ロ
ー
シ
ョ
ッ
プ
生
産

シ
ン
グ
ル
段
取
り

　

フ
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プ
生
産
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（３）現場診断のムダ発見対策法 
 ここまで、工程分析を中心に工程全体のムダ排除に続く形でユニット･セル

の改善について、ムダ排除の進め方を解説してきた。この内容は工場を入り口

から出口へ向けて見た改善方法だが、図4-26に示すように、ここまで解説して
きた内容が左から右への製品製造の流れに対し、ここでは、横合いから工程に

働きかける5M＋Iの面から製造現場を見直す方法を示すことにする。  
 

図4-26　工程と作業など、工程への働きかけの関係

材料 製品

評価技術 製造工程

工程：InputをOutputに変換する仕組み。

作業、設備稼働：もの（工程）づくりへの働きかけ

５Ｍ＋Ｉ
人、方法、計測
設備、物＝設計
　管理・情報

工程のとらえ方

 
 
 図4-26の工程を縦に見る方法によく使われる方式は図4-27に示した『現場診
断法』である。現場診断法は、工程分析を仲介に現場のムダ発掘を進める方式

であり、図4-27のように、まず、ムダの見方を学び、ビデオを用いて現場のム
ダ取りをするためムダ撮り（撮影）を行う。5Sの場合、静止画(写真)を用いた
解析となる。この対策に当たっては、既に故・杉山友男先生が図4-28,29のよ
うな問題発見法を提示されているので、図4-27の内容を実践する形で図4-28を
利用することをお勧めしたい。デジタル・カメラや携帯電話で写真撮りする例

もあるが、改善検討時に、作業現場の前後関係、作業の前後関係や背景などを

見るためにはビデオの活用が勝る。音声と共に製造現場の状況や問題点~思い
ついた改善策を記録するなどといった内容が記録できるからである。筆者が関

与した、この種の改善では、更に、ビデオが持つ時間記録（カウンターなど）

を利用して、診断時に思いついた改善案を現場で試し、改善検討時に多くの対

策実施内容を評価~検討する方式を用いてきた（なお、ビデオの画面を写真と
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してプリントアウトするには、PCソフトの利用や直接に動画をビデオ・プリ
ンターなど多くの方法があるので、写真の入手は容易である）。  
 

図4-27　製造現場で「ムダを撮る（撮影）」手続き

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4-28 ビデオ利用による現場診断法演習題の例

問題の見つけ方

【例１】棚で探す？
図書館は大分類→中分類
→小分類で１発検索だ。
第一、置き場にエアーレスは
まずい！

【例２ 】腰を曲げて探す？
棚の位置は立って両手で届く
ところに一番使うものを置け！
疲れても仕事をしているプロ
とは言わないぞ！

故・杉山友男先生作成内容
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現場診断法～物の見方の例
ＪＭＡ 杉山友男 専任講師の資料より

図4-29　現場診断法によるムダ発掘解析結果の例

○：正味作業のムダ

改善の見方の例

　　理想
－ 現実

ムダと見る

→：正味作業のムダ
　　連絡のムダ

▽：手待ち、停滞のムダ

○：検査のムダ

 
 
 研修を教養に留めることは時間のムダである。もともと企業内教育とは、何

らかの目的を持ち、その目的を達成するために行動する点にその目的がある。

この意味で、5S研修に当たっては、理想－現実＝改善ギャップ（ムダ）を無く
すという実践活動と共に、水泳にたとえるなら、是非『実際に水に入り泳ぐ』

ことに似せた展開をお願いしたい。  
 5Sの実践は次のようになる。すなわち、ムダをビデオで撮った後、例えば、
過去、5S改善で行われてきた動作経済の原則を使って、図4-30のように行う。
では、簡単にその要点を解説することにする。  
 まず、Aだが、携帯電話を腰につける。財布を決めたポケットに入れる、と
いった例から、工事をする方がよく使う道具はワンセット分を腰バンドの道具

収納部に入れて作業時に移動する。など、「使うものは近くに置く」手段のひ

とつとして身につける工夫をしたものである。Bは定位置でネジ締めを行うと
き、ゴム紐やバランサーなどを使って､手を伸ばして工具をつかむ。定位置へ

降ろしネジ止めする。ネジ止め後、ネジ締め治具を離すともとの位置へ自動で

もどる工夫をしたものである。これも、道具の移動のムダを無くす対策の例で

ある。CとDは同じ目的の対策だが、台車のようなものでワンセット容易して
おく方式である。先に、通路側へ工具の絵を描いて設置する方式が持つムダを

紹介したが、この3種とも､目的は同じであり「必要な時に、必要な治工具や測
定器を最短・最早、できるだけムダなく作業を行う」という目的で改善を図っ

た結果得た作業方式の例である。E~Gは組立作業や梱包作業において、つけ間
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違えや員数の間違えを無くしながら、作業効率をあげる対策の例である。Hは
下のものを取る時に、上のものを動かし､戻すムダだけでなく、縦積みした円

盤状のものが倒れるなどの危険防止の改善を図ったものである。この改善例で

は、横入れの蚕棚式の定位置に必要な部品や道具を置き、現品管理と取り出

し~取り外しも容易化している。更に、加工工具などはIのように定位置化した
治具にセットする。Jは、旋盤のチャック締め工具は使う場所に最も使いやす
く所在があることがわかる方式とした工夫である。Kは2つある道具や計測機
器を1体化することにより動作経済を図る工夫をイメージとして示した例であ
る。対象は異なるが、Lは設備故障などの際、設備の図面を1枚焼いておき、そ
の図面に部品名だけでなく、倉庫の保管場所や安全在庫、発注先などを記載し

ておくことにより、故障時に多くの書類や問い合わせを行って必要な部品にた

どりつく工程を省略させる方法を示した例である。KとLは仕事の対象が全く
異なる。だが、「2~3つの仕事を1体化させる」という考え方では共通してい
る。 
 以上、整頓＝動作経済の原則を用いたムダ排除という面から改善結果のサン

プルを示した。先の繰り返しになるが、VE改善には「目的は一つだが対策手
法となるアイデアは多数ある」という考え方がある。皆様には、ここに示した

5S改善の例も、その種の例とお考えいただき、さらにもっと良い案、例えば、
ターンテーブル方式の変わりに順に引き出しから部品提供する方法などを、

案出~適用をお願いしたい。  
 

図4-30　　整頓の動作経済原則応用による具体策の例

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）
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 ここまで紹介した例でムダ排除の方法の方法を習得した皆様は、いよいよ現

場へビデオを持ち込み、自らの仕事を自分たちで撮影して改善を進める実務に

移る。その対策には、図4-31の解析方法を実施いただくと有効である。要は、
問題の現場をビデオ撮影した中から､対象とすべきシーンを静止画で出す。そ

れを机上において、現場観察や集中的に改善点をピックアップして、1問題→1
対策方式で､多く出されたアイデアの中から、実施が容易、安価、採用後に適

用して作業者が楽になる案を1対策案として選定するわけである。なお、改善
は年間で効果算定をすると、意外に大きな改善値となる例がある。表4-3-①~
④はその種の解析を例示したものだが、このような詳細な分析をしないまで

も、改善を進める必要性と効果が数値で示すことを実践願いたい。その理由

は、金額的な効果が明確になると、改善は早期に進み、改善の結果､美化も得

られるからである。なお、研修会でこの手法を実習すると、「5Sの美化だけを
製造現場に強要してきたが進まないわけがわかりました。金額効果が出れば、

費用対効果で経営者も改善実施の意義を納得するし、作業者も改善の大切さを

理解するので、改善が早くスムーズとなる」という感想を必ずと言ってよいほ

ど得てきた。要は、「美化の意義がわからないから掃除の繰り返しを単にやっ

てきたが、掃除のもとを断つには経営数値で改善内容を先に関係者に示すべき

である」ということになるが、これは、的を射た答えであり、経営直結型5Sを
促進する上で大切な要素のひとつである。なお、ここに記載した内容だが、こ

れも、遅くとも3ヶ月ほどで済ませて、次の段階に移るべき内容である。  

図4-31　写真を用いた改善法

【実践・演習】　ビデオ利用による現場診断

演習　機械作業

問題

対策

効果
問題 対策 効果

問題

対策

効果
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注釈 

P.８２~８５は、別ファイルで用意された表を追加ください。 



（４）生産管理システム面からの5S対策  
 5S対策を製造現場だけに限って行う企業があるが、この方式では、管理・間
接部門の責任を製造現場だけに押しつける形態となり、やがて活動は頓挫す

る。そこで、図4-4に生産管理システムが仕掛かりや在庫対策に大きく関与す
る例を示した。この種の問題の例としては、例えば、特急品が急に入り生産切

り替えが必要になったとしよう。また、このため、今まで生産していた中間財

を保留することになった場合、果たしてこの対策は製造現場の責任だろうか？

また、営業関係者が発注量を多く見積もったが、注文が激減したため、在庫が

増してしまった場合、製造現場では、部品や製品の転用などが出来なければ、

もはや在庫、仕掛かり増になり、管理部門が手を下すべき問題を製造現場へ押

しつけても､問題対処は出来ない。以上、例を挙げたが、この種の例は管理・

間接部門が対策すべき問題である。そこで、以下、この種の内容を含めた、生

産管理システム面の問題と対策についてまとめることにする。  
 

表4-4　仕掛かり・在庫増の原因になる事項の例

①余力対策、②多能化対策、③標準化

　～スピード教育・・ナレッジマネジメント

①欠勤者問題、②新人教育問題、③その他人的問題

①②③の対策：量産試作ＤＲの実施

④ＴＰＭ対策による６つのムダ排除

　・不稼働時間低減　　・チョコ停対策

　・立ち上げロス　　　　・品質対策

　・スピードアップ対策

　・設備多能化と段取り時間シングル化

①対象設備の機能が不十分だった

②使用変更に伴い、設備の仕様が追従できな
　くなった。

③新製品や特殊製品を生産する設備が限定
　され能力的にネックとなった

④生産が始まると設備の故障・品質トラブルで

　支障が出た

　設備的な

　問題

①試作時に問題の洗い出しと量産テス
　トの充実

②工程能力の把握と対策～標準化、教
育訓練・評価方式の見直しと対策

①設計で指定した内容を製造に移した際、現
　場の技術が追いつかず問題が多発した

②試作では問題が出なかったが量産時に問　
　題が多発した　

　品質面の
　トラブル

　発生時

①②ＤＲ対策とＬＴ短縮を進め、変更を　
　ぎりぎりまで受ける体制と余力対策の
　充実　③テスト生産による事前確認

①計画変更や追加が入り各所が混乱した

②設計でトライした技術が未完成だった

③設計～工数見積もりが大きく狂った

　設計時

①リスク（回避策と緊急時）策対策の　　
　　準備～発動　　②ＤＲの実施

③標準時間の信頼性向上対策　

①無理な計画を承知で立てざるをえなかった。

②作業手順の検討が不十分だった

③負荷/能力算定にくるいが出た

　計画時

　　　　　　　主要な対策　　　　　　　主要な要因の例管理項目

 
 
 モノづくりを行う製造現場と生産管理システムの関連は図4-32のようにな
る。この内容は日々管理システムを中心とした内容であり、一般にメーカーで

行われてきた生産指示~フォローを行う内容だが、最近は、スケジューリング
や指示、現場の作業や現物管理に、図4-33に示すように、各種生産管理方式と
共に、ITの活用が盛んである。この図を見る限り、生産現場は一見混乱無く生
産が行われるように見えるが、生産変動や顧客要求の変化、工場の各種戦略的
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な活動が関与し、常にスムーズな生産が行われるとは限らない状況である。そ

こで、その種の例を表4-6の縦軸に例示した。  
 

図4-32　ものづくりと生産管理システムの関係
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表4-5　現品管理の進め方の例

　カンバン方式は作りすぎのムダを省く有効な方式である。だが、すべての方式に適用
可能というわけではなく、各社では、JIT的発想をもとに、製品の特性に合わせた多くの
生産管理方式の適用を図っている。

　投入・生産指示　変更情報

　　　一発指示

　　　　変更情報は適宜流し

　　　仕様や量の調整を図る

　　(例：家屋、装置製品など）

　　　投入指示　　生産指示

　　受注と仕掛の内容を見て

　　生産調整を図る方式

　　　　　　　　　　　日程計画

　　　　　　　　　　　　生産指示

工程　仕掛

　　　カンバンによる

　　　　　生産指示

カンバンの枚数×1枚の量
　＝生産指示の数量

　

　生

　産

　指　　
　示

　と

　物

　の

　流

　れ

　　　　　一品生産

途中で設計・仕様・量の変更発生

　　　　　低繰り返し品

　　　　　生産変動大

　　　　　繰り返し品

　　生産変動±10％程度
適する

　分野

　　　適宜指示方式　　　後工程指示方式　　　カンバン方式　区分

記号説明　　　：　物の流れ
　　　　　　　　　　情報の流れ
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 生産管理システムに関与する問題は、奇妙に製造現場の条件と関与する。従

って、単発的、問題が発生してから多くの関係者を集めて検討する例が多い。

だが、この種、生産の変動などに伴う問題と対処は戦略的に扱うことが重要で

ある。このため、表4-6の横軸に、問題に関連する要因、すなわち､対処すべき
対象を示した。また、このようにして作成したマトリックスを利用して問題を

対策へ向ける解析手順と対策内容の例を表4-6の右側に示した。  
 

表4-6　仕掛かり低減のための解析法

９，その他

そ
の
他

人
的
面
の
対
策

外
注
管
理
面
の
対
策

８，飛び込み・特急品

７，早すぎた手配

６，製品構成の変化

５，受注の変更、急増など

４，前後工程のロット差

３，多くの工程から混流

○◎○２，工程に余裕がない

１，同期化が悪い

IT
シ
ス
テ
ム
面
の
対
策

管
理
組
織
面
の
対
策

ネ
ッ
ク
工
程
対
策

故
障
・
不
良
対
策

段
取
り
改
善

工
程
管
理

方
式
改
善

レ

イ
ア
ウ

ト
改
善

　　　　　　

　　　　　　対策方法（例）

問題点

分析表の活用手順と
解析チェックの例

１，問題点の表に問題の
　事例を入れる。
２，横軸の改善対象を
　明確にする
３，例えば、
　工程がネックとなり
　負荷／能力バランス上
　で余裕が無い場合、
　対策案を挙げ抽出~適用へ
　①設備能力の向上
　②ベテラン化対策に

　　　よる標準時間低減
　③休憩時間自動化に

　　よる稼働時間の増加
　　対策
　④不良・故障の減

　　（歩留まり対策を含む）
　⑤応援多能化
　⑥稼働時間の変更

　　　（休憩時間を時差
　　　　と応援で対処）
　⑦その他、・・・・・・

 
 
 本書では、個々の問題の対策に、ひとつづつ具体策を解説してゆくスペース

は無いが、この種、飛び込みや特急品といった問題に対しては、表4-7のよう
な整理を行い。各種対策を準備し、対策してゆくことが有効であり、利用を進

めてきた。当然だが、生産の乱れは整理・整頓に直接関与する。従って、問題

解決にスムーズに関係者を誘導してゆくためには、事後的対策に終始するので

はなく、事前に用意された対策を、問題発生時点（緊急時）対策に適用する。

さらに良策は、事前検討対策を展開して、問題を管理下へ置くと同時に、問題

発生を防ぐ策を実施する、という改善アプローチを図るべきである。  
 このような問題に当たって、製造現場には“ゆとり”を持った（生産変動に

柔軟な）対処を必要とされることになるが、人海戦術が主体になる例において

は、図4-33に示したような『余力管理』というフレキシブル化のための各種準
備と改善手法の投入が必要となる。このような急激な変動が常にある状況で製

造現場の5S対策は出来ない。いくら事後的な掃除の切り返しで表面をとりつく
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っていても、元が混乱する状況で､製造現場だけがスッキリと整理・整頓され

た状況を維持するという状況はありえないからである。このような考え方か

ら、N社の場合、図4-44に示した変動吸収を企業が決めたルールを適用して、
効果をあげてきたので、その要点を解説することにする。  
 

表4-7　飛び込み／異常処理への対処例

事前検討面？ 緊急対策面？ 事後対策面

①　計画サイクルを
　　１日→半日→２Ｈｒ

②　スクランブル対策準備
　　・　残業体制
　　・　多能化対応
　　・　応援体制
　　・　製品緊急移管
　　・　その他

③　り・スケジューリング
④　新幹線作戦
⑤　その他

①　顧客在庫調査
　　使用状況を見ながら納入量
　　を調整

②　スクランブル対策発動
　　・　残業体制
　　・　多能化対応
　　・　応援体制
　　・　製品緊急移管
　　・　その他

③　他社へＯＥＭ依頼
　　・　鉄鋼メーカ－
　　・　海外生産企業連携

④　注文のお断りとお詫び
⑤　その他

①　お詫びと基本的事項
　　　の改善（生産管理
　　　システムの抜本的
　　　改善・含む生産シス
　　　テムの改善）
②　生産分担見直し
③　管理者と責務分担
　　の変更（組織変更）
　　制度の変更など
④　生産中止・撤退
⑤　その他

 
 

図4-33　主要な余力管理対策の例

恒久的な対策の例

①　設備投資
　　・　自動化
　 　・　ネック工程対策
　　 ・　設備のスピードアップ

②　技術革新
　　・　設計変更
　 　・　技術革新（新技術）
　　 ・　工程省略

　　・・・・プロジェクトＸ　

③　金銭・人的対策
　　・　スキルアップ育成教育
　 　・　技術指導・導入
　　 ・　外部特殊部隊の依頼

　　　・・・他所留学

④　連続的小改善
　　　［0.1%/日］×［２５日/月］
　　　×［１２ヶ月］＝３０％/年
　　３年で２倍の生産性
　　　　　（１．３）３　>　２

⑤　機動班・多能化教育

⑥　その他　・家庭を巻き込んだ対策～
　　・定年退職者ネットワーク、NCネット利用　

備えあれば
憂い無し！
　　対策
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図4-44　Ｎ社のスクランブル対策
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【主要な対策】
　　①　夏に向けて早目に
　　　　つくりだめをする。
　　②　稼働日を調整する。
　　　　　4月～7月は作業時間
　　　　休日減を図る。逆に、
　　　　その他の月は休日
　　　　を多くする。
　　③　ピーク時に合わせ、
　　　　アウトソーシングの投入
　　　　を図る（事前に契約）
　　④　稼動の少ない時には
　　　　各種改善を進める。
　　⑤　季節変動のない、また
　　　　少ない時に生産可能品
　　　　を投入する。
　　⑥　クーラーのみだと季節
　　　変動の直撃を受けるので、
　　エアコン（暖房付き）、マイナ
　　スイオン空気清浄機機能を
　　持つ製品化を図る。

Ａ社販売戦略ライン
全ての変動分を全て吸収する策を
あえて展開しない。

過去の経験、季節変動の予測
他社の動向調査、シェアーと
顧客動向、買い替えサイクル
生活環境の変化、経済環境、・・・

 
 
 N社の場合季節変動の激しいクーラーを生産してきた。ご承知のように、こ
の種の製品の変動はピーク時に極端な状況になる。従って、ピークに合わせた

最良の策をすべて投入するが、N社の場合、すべての注文を受ける限界を知り
（定め）、変動分はライバル・メーカーにシェアーを取られることを覚悟し

た。このような考えで、確実に生産・販売（消化）する量を決め、その後、定

められた（用意した）策を展開する方式を展開した。更に、年々､現場力を高

め、生産性向上と余力を高めると同時に、製品面からの改善に終始した結果、

クーラーだけだと、ピーク吸収策だけに終始するが、エアコンという冷暖房の

開発によるピーク吸収＋新製品の有効性向上へと改善を進めた。このような対

策を採った結果、ピーク時でも､製造現場の混乱は少なく、5S的に見てもJIT生
産がスムーズに行われた。このように、整理・整頓問題を発生させる源流のひ

とつである生産管理面の対策は、生産管理部門と製造現場が一体となった戦略

展開の結果スムーズな生産の実現を果たして行く対処が要点となる。要は、混

乱を制する技術上の対策を放置しておいて、外見だけを掃除でとりつくろう5S
対策は無理がある、というわけである。  
 以上、生産変動や市場の変動に伴う生産管理システム面の対処を例示した

が、このような問題の対処に当たっては、余力管理と共にJITによる現品管理
が重要になる。そこで、製造現場におけるJITによる現品管理、また、この枠
を広げた関連企業（協力会社）と一体になって行う広義のJITとして有名な
SCM、更には、物流会社を含めたJITについても簡単に解説を加えることにす

 90



る。 
 JITは作りすぎの防止を目的に赤字で苦しむトヨタ自動車があみ出した現品
管理＋生産管理システムである。図4-45にその内容を示したが、後工程は売れ
ただけ、つくる方式である。これは作りすぎのムダをさせないため、売れる当

てのない製品は製造しない思想に基づくものである。後工程がモノづくりを行

うためには、必要数を前工程に取りに行かねばならない。この時、次に生産す

る対象数だけカンバンで指示する。このことで、前工程はカンバンの枚数だけ

の生産指示を受けたことになる。要は、指示されたカンバン枚数だけをつく

る。製品ができるとカンバンを製品につける。カンバンの数だけつくるので、

ここでもムダな生産は禁止されるわけである。このようにして出来た製品にカ

ンバンが1対1でつき、後工程に提供される形をカンバン＝現品票という機能と
なる。更に、後工程に渡すカンバンは製品と共に､納入票という形で計画どお

りの処理が後工程側で確認される、という方式がカンバン方式の要点である。

既に解説のように、このような方式では作りすぎのムダは全く無く、整理は整

然とカンバン・システムと一体化した形で行われる。従って、ムダな整理・整

頓という作業も発生しないわけである。  
  

図4-45　　JIT納入とカンバン方式

後工程 前工程

①生産指示
（発注）

②生産計画

③生産実績
フォロー

④現品票

⑤納品書

目的：つくり過ぎの
　　　　防止！

売れただけ
　前工程に
　　部品・材料を
　　　発注する

売れる当てがない
もの在庫は持たない
在庫＝罪庫
仕掛＝死掛り

計画＝必要なものを
必要なだけしか製造
しない方式の厳守

カンバン方式の要点

 
 
 次に紹介する図4-46はSCM対策の例である。この例は靴下を製造販売する
DAN社（現在タビオ㈱）の取り組みの要点を図化したものである。2002年バ
ブル崩壊による不況と、中国生産が盛んになる中でも、越智社長率いるDAN社
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は右肩あがりに生産･販売を伸ばしていった。その要点は、図の左側に示す内

容となる。すなわち、多くの靴下産業が行っていた問屋の注文に従って生産す

る方式から、JITをそのまま販売店＋DANの工場＋協力会社一体化を図ったこ
と、また、IT活用によるバーコード単品管理を加え、「売れるモノを売れるだ
けしか生産しない」という生産方式にしていった対策にあった。過去、靴下業

界では、販売部門の注文を受け、問屋は工場に生産依頼する方式であり、品切

れがあっても個々に対応できない。売れ残り品はたたき売りしてしまう方式だ

った。しかも、大量生産品は中国生産品が市場の40%をしめる状況で、収益面
でも行き詰まるような状況がほとんどだった。これに対し、DAN社では、1品
づつをITで把握して、売れただけ生産して市場へ提供する方式を実施したわけ
だが、これにより、お客様に必要な製品だけを販売するSCM方式とともに、顧
客ニーズの高い製品開発もタイムリーに対応できたのである。その結果が、先

に解説のように、2002年の不況の中でも右肩あがりの成長をしていった。当
然、ここには、協力会社と一体となった日々生産計画があった。また、物流面

でも、売れる店の棚に必要な品だけを届けるため、1箱にいろいろな商品を混
載して運ぶなどの工夫がなされ、少ない仕掛かりで生産・販売がなされた

（SCMはPCの世界でデル・コンピュータが有名である。DANの生産管理シス
テムは、期せずしてこれと全く同じ形態であるため、現在、欧米からも勉学に

訪れる状況である）。 
 

　図4-46　靴下を小売店に直販・生産する
　　　　　　　　　　DAN社のSCM

工場・大量・見込生産

問屋

店舗
販売 在庫切れ

売れ残り

SCM

店舗販売
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 なお、この種の対策においては、工場街の物流面でも仕掛かりや在庫を持た

ない搬送方式が必要になる。この解説は工場を中心とした5S対策の範囲から外
れるが、この種の問題に関与される方には図4-47に示したようなJIT物流（搬
送）方式を参考にしていただくことをお願いしたい。  
 

図4-47　代表的なJIT型物流モデル３種

方
式
１ 顧客

ＪＩＴ配送
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ＪＩＴ混載配送
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配車ｾﾝﾀｰ

トラック巡回
異業種共同
混載・配送
　　方式

注文

ＪＩＴ混載配送

：情報の流れ

方
式
３
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第5章  清掃・清潔の技術 

５－１ 設備故障対策への５S活用 

 「清掃は点検なり」という言葉がある。この言葉は、問題発生前に問題の起

点となる要因をチェックし、問題発生前に対策することを意味する。従って、

清掃＋点検の形で 5Sが最もよく使われる分野は設備故障対策と不良やケガ・ゼ
ロを目的とした安全対策などの領域に適用すべき対処となる。そこで、まず、

具体例として設備故障対策に清掃を活用する対策を紹介することにしたい。な

お、設備故障ゼロ化に当たり初期清掃から開始する 5S 対策の概要については、
すでに第 3 章 3-3 項で解説済みなので、ここでは、最初から故障を出さない対
策を目的とした対策を解説することにする。このため、設備故障が起きる原理

を図 5-1 に示したが、その要点はハインリッヒの法則の適用となる。この法則
の適用とは、ヒヤットが 30件あると、その 1件が問題発生につながることに注
目し、ヒヤット面を事後対策で行う故障対策の前に行うべきことを示したもの

であり、その具体策が、これから解説する『設備が持つ問題（リスク）の清掃

対策』となる。 
 

　図5-1　ハインリッヒの法則を用いた問題対策の要点

不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）
環境問題・・・

基準

ヒヤット

問題発生に
至らない
小さな不安

問題ゼロ
の状態

崩落

ハインリッヒの法則は保険会社の技師
ハインリッヒ氏が､各種の事故を調査し
た結果に基づき、事故発生に一つの
原則があることを示し有名になった内容
である。300の小さな不安（これは問題
発生に直接関与しない）の上に30の
事故発生予備軍であるヒヤットが発生
するが、その1件が顕在化するという
内容である。

30件
存在
すると

1件が
顕在化

【ハインリッヒの法則】
　ヒヤットと発生する
　問題の比率は29:1

対策の要点はヒヤット崩し！

 
 
 では、設備故障について TPM（Total Product Maintenance：全員参画によ
る生産保全）という故障ゼロ生産に至った歴史的な研究の背景を述べ、「具体的
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に、製造現場で設備故障ゼロのための点検をどのように進めるか？」という内

容、そして、点検不十分という内容が大事故を招いた事例に関する事例を紹介

した後、具体的に行う設備点検の方法と注意点を例示することにする。 
 図5-2は米国・GE社が故障ゼロを追求していった実務的内容である。かつて、
GE社では「設備の突発故障は仕方ないものである。従って、設備は壊れるまで
使い。悪くなったら故障対策を図る」という方式だった。だが、製造現場で仕

事を進める経験者なら､誰でも知っているように、設備が突然故障しての対策は

ケガの心配を含め、多くの混乱と共に、事後対策面でも大変な苦労を強いられ

る。具体的な問題としては、故障の対策と製品の不具合への対処に始まり、設

備稼働を再開してもスピードダウンしながらの生産のため、量と納期確保のた

めの残業まで発生していた。このように、事後処理は面白くない仕事ばかりで

ある。加えて、この対策には、「経営的に多大なコストがかかる！」という問題

意識を関係者が持った。そこで、「壊れる前に部品交換する」という『予防保全』

対策を選定した。しかし、この対策は、突発故障ほどはお金や損失がかからな

いが、やはり、部品交換に多大なコストがかかることが問題となった。 
 

図5-2　米国GE社で行われた設備故障対策の歴史
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 このため、GE社では部品交換時間の延長が研究を開始した。その具体的活動
は、設備のメカニズム解析を行い、例えば、メタル・タッチのベアリングであ

ればコロ・タイプへ変更するなどの技術改善を進めた。更に、人が給油するこ

とで忘れるという原因で劣化の問題が生じる問題は、自動給油や油の中に部品
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を投入する構造（オイル・バス方式）などの対策を適用した結果、今まで予想

できないほど、部品の交換寿命を延ばすと同時に、故障ゼロ化の一歩につなげ

ていった。また、その後、設備診断技術が発達した。この環境で、GE社は「設
備は人体同様、定期検診により不具合がある予兆を早く見つけたい」という要

求が生まれ、1960年頃から『保全予防』の名のもと、設備診断によりヒヤット
の早期発見対策と共に、更なる設備寿命延長~スピードアップや新技術開発の展
開へと歩みを進めた。 
 日本でも GE の活動を取り入れた企業はあった。だが、本格的に予防保全に
至る問題意識を国内に強く与えたのは 1980年に入る直前だった。この当時、戦
後の復興から日本企業は大きな進展を見せた時代だった。このため、「日本の生

産性が欧米を凌ぐまでに至った」という内容が新聞などで報じられ､「産業界は

意気盛ん」といった状況だった。このような時代にあたって、当時、JMAの故・
十時会長が講演した内容が産業界に反省を促した。また、その内容は表 5-1 に
示した欧米の優良企業と、日本の著名な企業の生産性比較だった。 
 

表5-1　設備生産性　日／米・独比較

(1979年・JMA　故・十時会長発表「世界の企業の経営分析」より）

　　　１３７．７７
　　　１７２．９９

　　　６，３５２
　　　３，９８７

　　８，７５２
　　６，８９７

　　日
　　米

　　食品

　　　　５５．００
　　　　９２．５５

　　１７，６８１
　　　８，６１０

　　９，７２４
　　７，９６９

　　日
　　米

　　製紙

　　　　４６．６１
　　　１２９．１２
　　　１５３．１９　

　　２０，３８４
　　　７，８６１
　　　４，４９８

　　９，５０１
　１０，１５１
　　６，８９１

　　日
　　米
　西独

　総合化学

　　　１３０．０９
　　　３７３．２２
　　　４５３．２６

　　　６，２５０
　　　２，２７２
　　　１，４２１

　　８，１３１
　　８，２８１
　　６，１８３

　　日
　　米
　　独

　四輪車

　　　　３５．４２
　　　　９７．４９
　　　　６２．４４

　　２５，５４５
　　　９，２３０
　　　８，７６８

　　９，０４８
　　８，９９８
　　５，４７４

　　日
　　米
　　独

　普通鋼

A/B：設備装備率
　　　　（％）

B,資本装備率
　 （千円/人）

A,労働生産性
　　（千円/人）

　　国　　業種

註釈：故・十時会長の言「日本の生産性は欧米に追いつき、追い越せの時代になった！
　　　　と経済界は言っているが、中身を見ていただきたい。欧米に比べて、単に高価な
　　　　新設備を投入して、「勝った」と言っているだけではないか？」この話がきっかけに
　　　　なり、日本では設備生産性TPM活動が開始された。

欧米の一流企業
と、日本の一流
企業を調査比較
した結果、設備
生産性は半分~
1/3の状況だった。
当時、日本には
まだ、F1ドライバー
はおらず、設備
運転技術の差に
問題ある指摘が
問い正された。

 
 
 すなわち、日本産業に潜在する設備生産性の低さを紹介した内容だったわけ

だが、当時の解説は次のようになされた。「日本の生産性は欧米を凌ぐようにな

ったと言うが、よくこの内容を審議願いたい。確かに一人当たり生産性は欧米

に勝る状況になっている（表 5-1の A欄）。だが、人的要素を除くため設備装備
率（B 欄）で生産性を除した内容（A/B 欄）をご覧願いたい。ここには人的要
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素はなく、設備に対する生産性が出ている。驚くことは、欧米の西独など EC
の半分、米国の 1/3に近い状況である、という問題である。要は、設備で固めた
生産が日本の生産性を高めている。すなわち、F1カーを勝って、500CC程度の
軽自動車と競争して勝っているようなものであり、「生産性が勝っている！」と

言う前に、設備の運転レベルが低いと見るべきである！良い設備を持っている

日本は当然欧米に勝てるし、更なる生産性向上の要素がここにある。日本でも X
社と、Y 社が米国に日本と同じ規模の工場をつくり生産している。設備中心の
企業なので、体の大きさや腕の太さは全く関係ない。だが、200人ほどの日本企
業のコピーであるこの企業の生産性は 2倍である。そこで、この 2社に行って、
やっている内容を調査した。すると、清掃､点検、誤操作の撲滅という基本的で、

ドロ臭い、実務的なことばかりだった。ここに皆様は目を向けていただきたい。

日本にはまだ F1ドライバーはいない。自動車の運転技術が企業生産そのものと
いうわけではないが、大急ぎで設備の運転技術をあげていただきたい。報道で

伝える「Japan as No.1」という言葉の前に、日本産業がやるべき要件をしっか
り見直して欲しい！」 
 この講演を筆者も会場で聞いていたが、顔面にパンチを食らった感だった。

その理由は、筆者が関与してきた鋳物を生産する二つ工場で、3年ほどを要した
が、同じ設備と人数で 2 倍の生産性を実現してきた取り組みと同じ内容を持っ
ていたからだった。同じ思いは聴講した産業界の関係者も同じだった、と記憶

している。また、それを示すかのように、この講演以降、TPMという設備生産
性向上対策が大きく注目を浴び、産業界に広がっていったからだった。 
 TPM 活動の要点は「故障を出さない点検の重視」である。このことは、「点

検時に、単にチェックリストをつけるが故障を繰り返す、という矛盾した活動

の見直し」も意味した。すなわち、TPM活動では、問題が起きる前の要因発掘
を目的としているため、例えば、もし、清掃して一端綺麗にした設備に汚れや

油漏れ、不具合などが発生した場合、この時点で「問題が顕在化した＝即時対

策を図れ」という行為を求めたものである。すなわち、一度綺麗にした設備に

強制劣化の原因となる汚れが発生したら、即座に発生源対策に取り組むことを

意味する。要は、不具合の兆しを見つけたら、放置しないしないで発生原因を

つかみ『原因の除去を図る』ことが“点検”という仕事であり、単に習慣で決

められたチェックリストに V マークだけを入れる作業を改めることを示唆した
ものである。このように設備 5Sにおける「清掃は点検なり」という言葉は、「問
題の早期発掘を問題が無い状況へ持ち込む“清掃”という取り組みを実践する

ことを目的とした内容である。その後、TPMは、活動を通して、設備生産性を
向上と、世界一流のモノづくりの実現へ向けるため、『気づき力強化』とともに、

設備に強い人づくりを図るため“点検”の方法も「問題発見~改善の道具として
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実務的展開を図るべき対策を進めなさい」という、極めて理にかなった内容に

発展した。 
 ここまで解説してきた内容を具体化して行く要点は、故障ゼロ対策は物理的

現象を解析し、問題の要因となりそうなヒヤット問題の撲滅にある。その結果、

不具合の無い設備は安心してスピードアップや自動化への道を広げるわけだが、

その基本に設備 5Sの清掃・点検を徹底して行い、改善すべき問題を明確化した
上で、系統的、段階的な設備生産性向上戦略の展開へつなげるという内容にな

る。では、次に、「実務的に故障ゼロへつなげる対策をどのように進めるか？」

という内容について筆者の体験談を通して対策の例を示すことにする。 
 筆者が企業在任中の体験談だが、ある工場のレイアウト変更を行い､生産管理

システムをつけ、JIT性の高い工場づくりのため転勤になった時の話である。こ
こでは、図 5-3に示すように、生産管理に IT化図る対策だった。だが、ITはま
だ整備されていない。このため手作業で計画を作成し、現状の問題を実務対策

へ向ける対策を図った。当時はまだ、コンピュータ・アレルギーという言葉が

あったが、現場関係者の参画を求めて生産計画策定から、事前検討を充実させ、

最適計画通りの生産順守を指向する取り組みがスタートした。 
  

図5-3　筆者が実施した事前検討・生産計画遵守ルール
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 このような取り組みを開始した時、突然、初工程の設備が故障した。生産管

理システムの立場ではリ・スケジューリングという生産計画修正となる。従っ

て、これはこれで対処した。だが、IT 管理までする企業で設備故障の度に、こ
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の種の事後対策を繰り返すべきではないが、この繰り返しが続いた。そこで、

筆者は設備部門の長も兼任、設備故障ゼロ対策と共に生産計画の IT化を進める
対策に入った。この対策に当たって大切なことは、図 5-2 で紹介した、事後保
全→予防保全→改良保全→保全予防をいかに効果的に進めるか？という対策だ

った。当然、初段階はセオリー通り、『設備ピカピカ運動』と名づけ、重要設備

をモデルに清掃を進めた。筆者も実践に参画したため、2 ｹ月ほどは作業着が油
と汚れでべとべとになる状況だった。また、不況時だったこともあり、ウエス

も従業員の家庭から提供願う活動も開始した。同時に、図 5-4 のようなカンバ
ンを設け、当時、設備の修理に用いていた伝票を次のように色分けして、カン

バンに貼り付けて問題の程度と所在を顕在化させた。過去、設備部門では故障

記録を取ってグラフ化していた。また、その内容は MTBF 分析（Mean Time 
Between Failure故障から故障までの間隔をデーター化して行く方式）であり、
グラフ化して改善の効果を見る手法だが、筆者は、この方式に疑問を持った。

その理由は、①グラフだけでは故障の対策内容がわからない。②設備故障を担

当する整備部門と一部の管理者が見る資料だった。更に、③現場関係者が何を

すれば故障が減るか、やった対処が本当に再発防止につながっているかがわか

りにくい、という難点があったからだった。そこで、先の『見える化』対策＋

情報公開・一元化をかねて図 5-4の方式を進めた。 
 

図5-4　設備故障の見える化
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 この表示法に当たって、筆者達は実際に設備に対処した伝票をつぎのように

色分けした。また、対処後の内容も『見える化盤』から伝票を外せばわかる仕

組みとした。 
① 赤色カード：突発故障対処の内容であり、再発ゼロのための原因除去内容を

記載する。従って、再発は対策が的確で無いことを意味するので再度対策と

する。 
② 黄色カード：予防保全カードを意味する。だが、①が起きれば再発ゼロのた

めの処置を採る。費用や交換頻度の多い対象は改善へ向ける。 
③ 青色カード：故障ゼロ化のための改良保全内容を示す。 

5S 対策、清掃・清潔の基本は目に見難い問題を「見える化」すること＝わか
る化~出来る化、身・得る（成果＝身を得る）化という効果創出へつなげる点に
ある。このような思想で問題の顕在化と対策のスムーズ化を図ったが、①再発

防止のため、発生メカニズムを現場､現物＋原理図でつかむ、②故障しやすい設

備は原因の除去のための改善を 1問題→1原因→1対策で進める。また、③この
ような対処を徹底して進めるため、故障対策は生産計画に織り込んで徹底した

改善・保全業務を義務づける、という処置を付加した。ここに個々の具体策の

紹介まではここに記載できないが、設備故障は物理現象であり、早く対処すれ

ばそれだけ問題は早く減り、現場は楽になるはずである。そこで、3ヶ月の期限
を決め、汗みどろになって進めていた清掃 5Sは終了させ、この故障対策『見え
る化盤』を利用した故障ゼロ化対策に移った。その要点は、故障個所をとらえ、

1件づつ再発防止の手を打つこと、また、改善後は点検を徹底して行い、少しで
も異常の兆しを見つけたら手を打つという実践だったが、その結果、努力は実

り、200台近くある加工設備における故障原因は 6 ｹ月でゼロ化させることがで
き、ITを利用した生産管理システムもスムーズに立ち上げることができた。 
 以上が筆者の実体験だが、それ以降、筆者は今の仕事に就いても、多くの企

業で TPMの支援を実践～成果をあげてきた。またその要点はヒヤット対策だっ
た。そこで、次に、この『リスク対策の要点』について解説することにする。 
 まず、リスクの把握方法を図 5-5 に示すことにする。リスクは未だ顕在化し
ていないが、30件あれば 1件の確立で現出する潜在的問題のことを言う。リス
クは発生確率 P（Potential or Probability）×事が起きた時の重大性 S
（Seriousness）で決まる。リスクには程度がある。この研究は NASA（米国航
空宇宙局）でアポロ計画時に KT 法という形で意志決定効率化の手法のひとつ
PPA（potential Problem Analysis）として体系化された。図に示すように、P
と S を個々に 5 段階評価してリスクの程度を明確にするわけである。このよう
にしてリスクの評価を行い､程度が決定したら、次に行うことは、リスクの高い

対象に対して効果：E（Efficient）、実現性：F（Feasibility）の高いアイデアを
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予防策と緊急時策に分けて列挙する対策に入る。この対策案の中から有効な策

を実施してリスクリスク軽減につなげるわけである。以上、ここに示した手順

が PPAの要点である。なお、本書では、この基本的な手順を目で見てわかる解
析方式を図 5-6に示した。 

 

図5-5　ハザードＭＡＰ作成と現場診断の実務

【潜在問題の評価】
P(問題の発生可能性）×S（事が起きた時の重大性）
５：必ず起きる　　５：致命的
４：極めて高い　　４：影響重大
３：可能性あり　　 ３：影響はある
２：低い可能性　 ２：少ない
１：起きない　　　 １：ない

ﾘｽｸ分析
の様式例

予防策と評価　　緊急時策と評価　　Act.SP考え得る
原因

リスク

の項目

PPAの記入様式の例

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する

対策を検討・記載する

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く

P:問題発生の可能性の
　　低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況
　　を評価するPPA（Potential　Problem　Analysis)

 
 

図5-6　リスク対策をハザードＭＡＰ化して活用する方法

【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

手順３：対象製品の構図を示し､要素毎に分解し、
　　　　　　同時に、リスク評価を5段階法で行う。
　　　　　　P（発生可能性）×S（事が起きた時の集台性）
　　　　　　＝リスク　→　リスクの高い内容を抽出する

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？

他に対処すべき事はないか？

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

髪の毛対策・ハザードMAP検討

事務所

ロッカー室
シャワー

資
材
置
き
場

手
洗
い

エ
ア
ー

　
　

シ
ャ
ワ
ー

製
品
倉
庫

こぼれ材料飛散
可能性：Ｐ＝５
重大性：Ｓ＝３．５

清掃時髪の毛落下
発生率：Ｐ＝３．５
重大性：Ｓ＝５

手順４：リスクの存在を一覧・
　　　　　「見える化」する
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一般に、「製造現場は多忙である」と言われる。このためか？昨今、忙しさに

追われ、やるべきことを行わないで重大事故を招く事例が多発している。その

内容を分析すると、技術・技能伝承問題を背景として、現場担当者が「今日は

問題無いから、明日も多分問題は起きないだろうと思って、実情を見ないで点

検簿にはマークをつけてきた」「現場管理者もチェックをせず、現場作業者に重

要ポイントのチェックを丸投げしてきた」という状況があり、図 5-6 の手順 4
に示したハザードMAPなどは一切作成せずにリスクを放置した結果、事故に至
った例である。そこで、この種の例が最近は余りにも多いため、ここで、その

種のモデルとして図 5-7 にリスクを放置した結果、重大事故を招いた例を例示
し、対策方法を解説することにする。 
これは、福井・美浜で起きた原子力発電所における事故の要点をまとめたも

のである。ここでは、点検途中、ハザードMAPの上では Pは 5（必ず起きる）
×Sも 5（致命的）という項目の管理に気づき、外注の点検を請け負う会社が発
電所に点検実施の報告をした。だが、この注意事項は残念ながら長期間実施さ

れず（放置された結果）、4人の死亡者を出した。また、残念なことは、「リスク
の重大性と発生確率は極めて高い物理現象であり、その前に、全く同じ事故を

起こしたサリー原発の状況の教訓を活かせば発生を防げた」という内容だった。

要は、やるべき点検と対策を行わなかった結果が、この当然起きるべき物理現

象を再現させてしまった。 
 

図5-7　‘04年福井・関電・美浜・原子力事故の状況

　9日午後3時運転中、発電タービンに異常を示す警報が鳴り、原子炉とタービンが自動停止、タービン建屋（3階建て）
内の28年間無点検、重要管理が必要だった配管が破裂、2004年8月11日現在、死者4名を含む死傷者11名を出した。

制御棒

　原子炉
圧力容器

燃料

加圧機

一次系

原始炉格納容器

発電機

二次系

蒸気

冷
却
用
海
水

復水器

爆発個所

　　　　磨耗破壊！
1986年米国サリー原発
　　　　同種事故内容

オリフィス

復
流
水

中部・浜岡原発で緊急冷却官破裂、2名が被爆01年11月

東海村・ＪＣＯで臨海爆発3名被爆、2名死亡、多数の市民が
被爆

99年9月

敦賀２号機で１次冷却水大量モレ99年7月

福井・敦賀新型転換炉で放射性物質含有の重水モレ97年4月

茨城・東海村再処理工場で爆発37名が放射能を被爆97年3月

福井敦賀・もんじゅで冷却ナトリウム漏れ95年12月

東電・福島第2原発、廃棄物処理建屋蒸気噴出し、1名死亡、
2名がやけど

93年2月

関電・美浜・原発２号蒸気発生器細官破裂・初の緊急停止91年2月

　　　　　　　　　事　故　事　例　　　年　月

国内の原子力施設の不祥事（事故）

事故に至る３つの問題
①　当初のＭ社が記載した
　　　メンテナンス基準から
　　　項目脱落
②　メンテナンス請負企業
　　ＮＡ社が27年間チェック
　　せずに点検作業をして
　　きた。
③　ＮＡ社は‘03年4月に対象
　　を発掘11月に関電に伝え
　　たがそのまま放置された。

Ｍ社はNA社に‘99年4月と、’00年8月に2回、
文書で、「美浜原発3号機の配管は点検した
方がよい。」と伝えていた。

ＮＡ社は、年数の似た別の配管を点検したが、
特に問題が無いので放置した。

　「反省、放置すべきでなかった。」
10mmの鉄板が報道は1．4mm
だが、0．9ｍｍだったことが判った。

　「反省、放置すべきでなかった。」
10mmの鉄板が報道は1．4mm
だが、0．9ｍｍだったことが判った。

14年で配管は寿命に至る計算だった。
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この種の悲惨な事故を我々は「他山の石」として企業内で活かすべきである。

また、ハザードMAPを作成し、リスクを明示して管理することが問題の発生を
防止する要点となる。また、そうしなければ、「素人が給与をもらっているのに、

専門家のようなふりをして、単に会社にいるだけ」という批判となる。ハザー

ドMAPで問題を明確化しない場合、①重要性が関係者にわからない。②ともす
ると、製造現場丸投げの形で管理者の関心事から外れるため、確実な点検のチ

ェックを怠る。このようなリスク無管理状態がやがて、③重大事故が現実にな

って始めてリスク対策の必要性に､事後的に反省しながら責任問題の対処とな

るが、正に、この種の事例は、ハザードMAPという地図を持たずに危険な航海
を進める客船やタンカーを操縦する内容を意味する。 

 
【注記】 
先に、ここに記載した原子炉の事故の他に多くの事例があることを述べた

が、’07年だけでも、エキスポランドにおけるジェットコースターの事故、シエ
スパという東京渋谷の温泉ガス爆発事故、シンドラー社のエレベーター事故を

始め、点検不備が起こす事件には共通した内容が存在する。ここに品質問題を

含めると、リスク対策の重要性は、より重要になるが、読者の皆様には、もし、

設備を用いた生産を担当される方々には、是非、同じ問題を起こさないよう、

ハザードMAPを作成し、問題の明確化と改善~改善後、リスクを管理下におき、
問題の予防をはかる対策を重視していただくことをお願いしたい。 

 

図5-8 演習を通して学ぶ点検簿のあり方

１，故障対策の内容を
　チェックしているよう
　だが、理由が不明
　故障発生メカニズム
　も不明
２，故障は単なる復帰
　だけのようであり、
　原因究明～除去が
　出来ていない。
３，点検→異常発見
　　→早期連絡
（トラブル発見時の連絡）
　　　　→原因究明
　　　　　　→原因除去
　　の様式になってない
４，点検の有無にかか
　わらずVマークをつけ
　いるだけでは？
　いつも同じ時間を記入
５，異常時に何をすべき
　　かが、別資料では？
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では、次に、ここまでに記載した“設備点検”の具体策と、リスク解析～点検

簿自体の見直しを図るため、点検簿の点検の方法を演習題として紹介すること

にしたい。図 5-8 の左側は、ある企業でお手本的に紹介された設備点検簿の様
式の例である。この点検簿は重要性に従ってランクづけしておくべきだが、一

応､重要な点検表という仮定をすることにしたい。なお、左側は筆者が解答例と

して、この種の点検簿の利用をガイドした例だが、この点検簿の一番の問題は、

「故障復帰だけが仕事」という点検になっている点にある。 
この演習題では、異常が起きてからの連絡~対策は事後対策そのものであっ

て、リスク発掘のための点検簿になってない点が、まず、問題である。この書

類は、その意味で「何のため、何をすべきか？」という思想も表現も無い。従

って、単に V マークをチェックの証拠として残すだけの種類であり、この種の
書類は、「点検をやっているが事故は減っていません」というアリバイづくりの

記録簿に過ぎない状況を生む危険性の高い例である。特に、少しでも異常があ

れば早期連絡~原因除去の行動につながる様式と指示が行えるように修正すべ
きである。このためには、少なくとも、設備のハザードを示す図の添付、また、

点検の理由、点検時に問題発見の要点などを示し、点検簿をどのように故障低

減に生かすべきか？目標値や現状の問題も目で見てわかる様式に改良すべきで

ある。いずれにせよ、点検者が何も考えずに単に点検を繰り返すだけの点検簿

や、やるべきことをやらないで済ませるような点検簿は改善していただきたい、

という例を紹介した。 
ちなみに、忙しいという言葉は忙＝心＋亡（心なく＝何も考えず、夢遊病の

ように同じ事を考えず繰り返す人＋亡＝死んだ人）を意味する合成語であるこ

とを知っていただきたいと考える。この意味で TPM＝設備に強い人づくりは、
設備の持ち味を欠点と共に熟知して高める創造的なプロ育成の意味が、この種

点検簿活用の要点となっている。この意味で、皆様には、「点検の確実性」のレ

ベルをあげて、「点検をすることは未だ設備に弱点があるから改善を要する要素

のピックアップと改善の種探し＝改善を進めることにより点検項目を減らす」

という行動をお願いしたい。 
では、先の事例の対策を含め、図 5-9 を用いて、点検簿の改良の前に、製造
現場で具体的に行う設備点検法という仕事について解説を加えることにする。 
図の右側に示したように、各種機器が使えるようになるまで、人は五感を利

用して多くの異常を早期発見~対策してきた。誰でも感じる能力の例として、例
えば、自家用車の不具合検知能力がある。但し、これは下駄代わりに粗末に自

家用車を扱う人は除外するが、愛車という概念で自家用車を運転する方は、例

えばエンジンの音の変化で大気の湿度変化~エンジン・オイルの汚れなどを感知
するといった内容である「何か変だ」「いつもと調子が違う」といった内容を調
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べると、そこに何らかの異常の余波が潜んでいるといった例は意外に多い。従

って、センサーや IT管理の前に、この種、人が持つ高度で鍛えられた五感を活
用することが製造現場に求められる。では、その種の例として日本文化として

伝えられる匠の世界の例を紹介することにする。 
日本の伝統的なモノづくりは、正にこの精神で活動がなされてきた。例えば、

刀工が刀を鍛錬するとき、魂を吹き込む生産が必要だからである。刀は太刀と

いう。太刀は断つという言葉の変形とされるが、悪霊を断つ、人をあやめるよ

うな悪人を断つ、自分の邪心を断つ、という意味があり、神殿に掲げられる対

象のひとつとされてきた。これが日本精神であり、刀は決して殺人の道具では

ない。活人剣といが魔剣という殺人刀と区別される理由がここにある。ちなみ

に刀工の仕事だが、神殿から道具をお借りして刀を打つ作業を進める。身も清

めて打ち込む作業である。仕事が終わると、道具の手入れを念入りに行い、「も

し、少しでも道具に異常を感じたら修正する」ということを行った後、仕事へ

のお礼と共に道具は神殿に戻すわけである。このような状況で仕事する刀工は、

フイゴの調子、槌やヤットコの状況に多少とも不具合があれば即座に問題解決

に走る、という行動を昔からとってきた。 
 

図5-9　設備診断、各種装置

五感による設備診断法
①手で触る：振動把握
　　　　　　熱の上昇
　　　　　　肌荒れなど
　　　　　　固さや水分の具合
②光で見る：色の変化

　　　　　　　　隙間の発生
　　　　　　　　キズの発生
　　　　　　　　加工の程度
③色で知る：温度の程度

　　　　　　　　変形の程度
④音で知る：異音の発生

　　　　　　　　回転の音色
⑤においで知る：

　　　　焼き付き、化学反応
　　　　切削加工の具合、など

長年の経験で
　異常を知る能力診断機器の利用

①振動計を利用した

　　　マシンチェッカー
②サーモグラフィを

　　利用した温度変化
　　（赤外線感知）
③振動音分析による

　　割れ､破壊の予兆
　　（ｱｺｰｽﾃｯｸｴﾐｯｼｮﾝ）
④液・ガス漏れ検知器
⑤色識別センサー
⑥ CCDカメラ＋ＣＰＵ判定
　による形状判定~画像処理

主要な診断機器の例

記録

 
 
このような日本的の伝統モノづくりと TPMを利用した活動は、生まれの違い
はあっても、その要点は同じである。要は、巨大、かつ、近代的な生産設備を

いかに大切に知って育て、心と技術を駆使したモノづくりを顧客志向で進める
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かという時に、「設備が壊れてから治す」のではなく、「常に最良の状況を維持

し、向上へ向ける」という取り組みのため、一つの異常早期発見技術を設備に

対して使用する法を身につけていただきたいという内容であり、「点検は清掃な

り＝問題のきざしを早期発見し、対策へ向ける」という行動様式である。 
精神面の話はこの程度にして、では、今度は、異常をどのように発見し、対

策すべきか？という技術的側面の内容を例示することにする。図 5-10は『設備
KYT』と筆者が名付け、多くの企業で活用してきた方法の例を示したものであ
る。この方法は図に示した挿絵を見せて関係者に討論願う方式である。その方

法は安全対策で行う KYT:危険予知訓練の方式をそのまま利用した方式である
が、20 分程度の討論の後、解答例を紹介する方式で、この図の活用を図る（演
習の形で行う）。これで、各人が持っているアイデアや経験と共に、TPM の書

や教育で得た知識が集約されるわけだが、ここで、単に、解析した内容を教養

番組で終わらせては意味が無い。このため、ここでは、実際に関係者が働く職

場の設備を診断するチェックリストを作成して、製造現場へ行き、設備の状況

をチェックして不具合対策を実践する。 
 

図5-10　早期異常発見訓練のための設備KYT

設備KYTシートの活用法
　右図下、手順１に示されたように
この種のシートを用いて問題発見
の訓練を行う。その後は実務展開
のため手順２~手順４へ進む。

設問の解（例）として

①油量計が見えない

　　美化も一手だが、油量検知セン
　サーとアラームシステム化に変更
　して、危険域に近づいたら対処へ
②注油口の蓋がない

　　ゴミ、ホコリが入るので、早急に
　対策が必要
③ピローボックスの汚れと、グリース

　　キャップがない。②同様の対策が
　　必要。
④注油しにくい

　　油注入に困難な作業は要改善
⑤圧力計は正しいか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　油のタレがある。　　⑦グリース投入器具

　　作業者側から異常を発見しやすくする。　　　　　　　　　発生源対策が必要　　　　が汚れ
　アラーム・システムで異常に近づいたら報せる改善へ　　　　　　　　　　　　　　　　②と同様の対策が要！

設備KYTに用いる給油面の挿絵

「私たちのTPMシリーズ」1~７、日本能率協会　昭和57年を利用　

 
 
教育は時に教養番組的な内容で終わるものがある。これはこれでやがては意

味ある内容になるかもしれないが、「設備の不具合は物理現象であり、手を下さ

なければ時間係数で危険率が増加する。従って、学んだら即実行、水泳で言う

ならプールへ入り習ったことを実践して効果をあげる対策に入るべき」という
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ことになる。単に畳の上で水泳を繰り返しても無意味だからである（ここには

給油面の設備 KYT対策演習例を紹介したが、その他、機械、油圧・空圧、電気
など多くの例があるので、皆様の必要に応じて選択~ご活用を願いたい）。 
次に紹介する内容は機器を活用した診断法の例である。設備診断機器には油の

汚れ、温度上昇、絶縁診断など多くの診断機器があるが、TPM活動でよく使わ
れる機器として有名なものに、振動（周波数とエネルギーや加速度）を利用し

たマシン・チェッカーがある。この中には、固定式で ITと常にリンクさせ、履
歴を記録しながら異常域に入る前に IT管理を介した中央管理室からアラームを
出すものと、ハンディ方式で持ち運びしながら設備の状況をチェックする簡易

型で移動式のものがある。また、その原理と使用方法は図 5-11に示す通りであ
る。 

 

図5-11　マシンチェッカーの機能と活用例

マシン・チェッカーの機器構成

ピックアップ 振動計 周波数
分析計

記録計
または、
表示盤圧電型加速度

ピックアップ
・・・・・
【人の耳に当たる】

・変位0.01~30mm
　　　（3~50Hz)
・速度0.05~300cm/s
　　　（3~3,000Hz）
・加速度0.005~30G
　　　（3~500Hz）
【人の顔に当たる。但し、
人は1,000Hzはわからない】

　　　　　　　　応用例

1/3オクターブ
分析計
【人はこの
機能は持って
　いない】

高速度レベル
レコーダー
IT・計算値の表示《異常の種類》

低周波　5~1,000Hｚ：基盤のゆるみ、
　　　　　アンバランス、芯だし不良など
　　　　　の回転異常
中間周波　2.5~6kHz：歯車の異常　
高周波　40~75Hz：軸受けの異常

例１
ベアリングは
寿命に近くな
ると、玉数が
増加するよう
な挙動が発生
し、振動数増
加となることで
寿命前に交換
要求とする

例２
振動の大きい
設備が精度の
高い設備に影
響を与える危
険を察知の例

例３
定期的振動が
作動油劣化を
示す例

 
 
図に示した内容は筆者が実際に使用した例を示したものだが、筆者は、ある時、

圧延機のベアリングの異常早期発見に利用すると効果が大きいということでこ

の機器を紹介したことがあった。当時、価格は 1台 30万円程度だったが、この
企業では、早速、入手してベアリングの検査に当たった。すると、故障には至

っていないが、その危険が振動数の値に出てきた。そこで、次の製品圧延前に

交換し、取り外したベアリングをチェックした。すると、関係者が「冷や汗も

の」という言を発した。その理由は寸法も厳しい圧延において、このベアリン

グのままだと、バラツキが出ることや、もし、過大な負荷から圧延停止となる
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と材料費だけでも数百万円、さらにダウンタイムや事後処理費用を見積もると

膨大な額になるばかりか、事後処理となる対策のため現場関係者の投入工数も

莫大になることが予想されたからだった。「大ホームランです中村さん。このマ

シン・チェッカーは・・・」と感激するような話をフォローアップ研修でいた

だいたが、この例は今も思い出深い事前対策の例である。 
このように、この種の機器は、人手は判らない問題を、定量的、しかも、人的

な差がなく異常を目前に提供してくれる便利なツールである。このため、昨今、

この種の機器開発と応用、モニターリングということで製造現場の主要機器へ

の利用が盛んな状況だが、この種の対策は五感対策と共に大きな展開を促すツ

ールとお考え願いたい。 
ここまで、設備の故障対策を中心に、清掃・清潔における主要な対策を解説し

た。だが、もうひとつ、製造現場で重要な見える化対策を用いた標準化の応用

方法を紹介することにする。要は異常を早く発見して、トラブルに至らせない

主旨は同じだが、必要な時、必要なところへ、必要な情報を提供することによ

り、的確な対処を図る対策の例である。設備の故障やちょっとした不具合が起

きる場合、電気系統のトラブルとなると、目に見えない対象だけに専門家に頼

らざるを得ない例が多い。筆者は若い頃、このような経験を米国の地で体験し

たことがあった。専門家を呼ぶと、「電気に関するトラブル・シューティングに

は電気の基礎知識、トラブル･シューティングの経験を少なくとも 10 年以上経
験しないと一人前にはならない」ということだった。これでは、離職率の高い

米国の地では伝承不可能、日本人が永遠につめていなければならないことにな

る。だが、製造現場を見れば判る。一般に、各作業者は数種類の決まった設備

の管理しか必要ない。また、万能選手育成という方式はすべての電気トラブル

に対する対処だが、トラブル内容を解析し、トラブルの原因究明に対する思考

内容分析すると、そこには、必ず、あるアルゴリズムがあることが判った。そ

こで、筆者は、図 3-12のような対策を図り、誰が対処しても、問題の原因の判
別と対策を可能にした。『実践的トラブル・シューティングの見える化』である。

なお、この種の対策は品質面の対策にも応用可能なので、以下、多少の解説を

加えることにする。 
この例は、ある設備のトラブル発見システムである。問題がわかれば、ある程

度の経験者、例えば現場リーダーには簡単な訓練を行っているので対処可能な

内容だった。そこで、トラブル・シュートする思考過程をフローチャート化し

て電気ボックスの扉の裏に添付したわけである。トラブル時には必ず扉をあけ

る。開けた扉にトラブルを探る手続きと図 5-13に示した、コピーマシンのトラ
ブル時の対策にあるような挿絵や写真と対処内容を表示（見える化）した結果、

先に解説のように、設備の種類とトラブル発生内容に特別新しい内容はなかっ
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た。あれば、追加としたわけだが、このフローチャートと対策標準により、特

別な教育をしないでも、設備の点検と小さな異常のスピード化､的確化が進み、

結果、保全専門家達は工場における自動化や新製品受け入れのための機器改善

という、創造的な仕事に専門知識を駆使することができた。また、このため、

日本側から投入していた設備関係者も必要が無い状態となった。 
 

あるトラブル対策へ展開例

図5-12　電気面での故障や点検を容易にする
「見える化」対策の例

電気的トラブル対策の要点
修理のプロの頭の中を分析すると
ひとつのプログラム構造がある。
そこで、その内容を~「見える化」
対策へ展開

基本は工程分析

処理

判別

YES／NOの判別

問題の実状をつかむ

指示に従って
やってみる

判別する

わかった
　事　実

思
考
の
標
準
化

　
　
　

形
態
を
把
握

応用

 
 

図5-13　コピーマシンに見る「見える化」トラブル対策例

カートリッジ交換

紙づまりの第１段階

必要な時、必要な指示を
　必要なところに必要なだけ
　　　　　行う標準化活用例

必要な時、必要な指示を
　必要なところに必要なだけ
　　　　　行う標準化活用例
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『見える化の活用』は時には、簡単で大きな効果を生む対象として、設備のト

ラブル･シューティング対策だけでなく、ケガ防止のための安全対策、不良発生

防止のための標準化の徹底に広く適用を願いたい手法の一例としてここに紹介

した。更に、これは付け足しになるが、先の整理・整頓で解説したように、設

備トラブル時、図面を広げて、部品名確認、それから部品棚を確認して交換部

品を入手する。また、過去のトラブルを別資料で集計する内容を実施した。図

5-14にその概要を示したが、具体的活用に当たっては、1枚手元に図面を焼き、
簡単に部品置き場へ行ける。保全記録も残す、という方式をお勧めしたい。 
以上、多くの方法を示したが、先ほど、図 5-8で紹介した点検簿の改良は、こ
こまでに記載した内容をどのように実務で効果的に活用すべきか？という見地

で検討願い、各社各様で良いから有効な方式の具体化をお願いし、設備故障ゼ

ロ対策に対する『清掃 5S』の活用法の紹介とさせていただいた。 
 

図5-14　部品検索とトラブル集計を1枚「見える化」対策例

　　部品交換時過去の対応

①トラブルや部品交換が発生すると図面を

　　広げて、部品名をメモする。
②部品名を頼りに資材置き場へ向かい

　　部品台帳をもとに部品棚を検索する。
③部品を取り、払い出し記録を書く

故障や、設備改善記録も別ノートやファイル
へ記載してきた。

改善内容「情報の一元・見える化」対策

① 1枚図面を焼き、現場で活用とした。
②部品検索は一覧図面でワンタッチ棚検索
③棚No.と部品名を払い出し伝票に記載して部品
　　置き場へ行き、部品と払い出し伝票を交換！
この図面には、過去のトラブルと改善記録も経過
として記載、各種資料を一元化~ハザードMAP
活用にも応用
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５－２ 清掃・清潔対策の環境・不良・安全対策への展開  

 清掃・清潔は問題の予知・予防であり、事を起こしてからの対策は仕方なく

行う最後の処置となる。このことは、5-1項で紹介した設備故障対策と全く同
じである。要は、ここに記載する対象は、問題を起こさない改善と予知･予防

があって、その後に発生した問題の事後対策となる。いずれも図5-1で示した
ハインリッヒの法則の内容を図で示した通り、この種の物理現象の現出はTPM
思想で発生防止を図るべき対象である。公害問題を起こしてから対策した企業

が誉められる例は皆無である。ケガや不良問題も同じである。このように見る

と、すでに5-1項で紹介した内容で清掃・清潔という点検や問題発生を最初か
ら防ぐ2Sの項目は､対策対象が変化するだけであり、そのアプローチ内容は全
く同じである。この意味で、図5-15に示したISO的統合化が国際的に検討され
る方向が検討されつつある。要は、図の右側に記載した企業活動と左側に記載

した内容をどう一体化して実践効果をあげるか？という課題消化が企業活動の

要点となる。そこで、このような理由から、本書では、対象が変化する特徴だ

けを中心に、環境・不良・安全対策へ清掃（点検は清掃なり）の適用法を図る

方法を解説することにする。 
 

図5-15　各種ISO・規程類の統合的活用イメージ

狙い：顧客・市場から企業への高い信頼

品質・環境宣言など

規定の理解とｱｾｽﾒﾝﾄ

品質・環境ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと
同じ、活動計画の策定

社是

関連法や規定
他社事例

コーポレト
ガバナンス
（企業統制）

Ｐ

ＤＣ

ISO9001:
2000・品質

ISO14001
　環境

ISO27001
　(ISMS)

ISO18001
(OHSAS)

経営課題：Q（品質）、C（コスト）、
D（納期）、P（生産性）、S（安全）、
E（エコ対策）、M（士気）

マネジメント課題・管理
の総合化と重点管理化

ト
ッ
プ

　

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ミドル・マネジメントと実務への展開

　　　オペレーショナル・マネジメント
　　という活動で総合→数個の課題へ集中化
～具体的活動と成果創出（パフォーマンス増大へ）

要請→　　　活動　 　→成果　　　→貢献
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（１） 地球環境問題の対策と清掃活動 
 地球環境対策に5Sを活用してきた例として①油漏れ対策、図5-16に示した、
②環境問題に重視される環境汚染物質流失防止や使用禁止物質活用対策、更に

は、③各種廃棄物軽減のための3R対策（Reduce, Reuse, Recycle）に対する要
件があり、これらの対策は地球温暖化対策に大きく関与する。この種、環境対

策に当たっては、問題の予知・予防と改善以外に対策の道は無い。要は、公害

問題などを引き起こした企業は、新聞等に見るように、やがて、訴訟問題、地

域住民からの阻害となり倒産の一途をたどることになる。  
 

図5-16 使用禁止を中心とした化学物質の扱い

既存化学物質
取扱い方法等からみて環境
汚染の恐れがない場合とし
て制令で定める場合

年間製造・輸入総量制
令で定める数量以下で
被害の恐れがない

年間製造・輸入総量制
令で定める数量超

　　　　　　　　　　　　　　　新規化学物質

既存化学物質の
安全性点検 分解性、蓄積性、人への長期毒性・

動植物への毒性に関する事前捜査
事前の確認

製造・輸入可

・難分解性あり
・蓄積性なし
・制令で定める数量以下
　で被害の恐れがない

事前の確認 報告徴収・立入検査

・難分解性あり
・蓄積性あり

・難分解性あり
・高蓄積性なし
・人への長期毒性
　の疑いあり

・難分解性あり
・高蓄積性なし
・人への長期毒性、又は
高捕食動物への毒性あり

第１種監視化学物質
・製造・輸入実績数量等の
　届け出　技術
・指導・助言等

第２種監視化学物質
（現行の指定化学物質）
・製造・輸入実績数量等の
　届け出　・指導・助言等

第３種監視化学物質
・製造・輸入実績数量等の
　届け出　・指導・助言等

有害性調査指示
　（必要な場合）

・難分解性あり
・高蓄積性なし
・動植物への
　毒性あり

第２種特定化学物質
・製造・輸入予定/実績数量の届け出　　・技術上の指針公表・勧告　　　　　
・必要に応じて、製造・輸入予定数量の変更命令　・表示義務・勧告等

第１種特定化学物質
・製造・輸入の許可制（事実上の禁止）
・特定の用途以外での使用禁止　
・制令指定製品の輸入禁止など

有害性調査指示
　（必要な場合）

出典：経済産業省、厚生労働省環境省資料

 
 
 このような意味合いから、5S的には、環境問題の対策に当たっては、各社の
モノづくり面での活動を総ざらいして、環境影響を深く理解した活動が必要に

なる。この対策は、①技術改善による廃棄物低減、②ムダなエネルギーなどの

低減、③製品製造だけでなく、サービスや顧客が製品を活用する上で、ランニ

ング・コスト低減や使用済み製品のリサイクル面の対策など、図5-17に示した
ように、製品プロセス全体のライフを眺めて、考えられる知恵を駆使した改

善、対策が必要になる。ここでは、個々の改善内容は読者の皆様にお願いする

ことになるが、是非、ISO14001や各種技術対策を利用して、問題発生を予防
する清掃の考えの適用を、お願いしたい。  
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図5-17　環境側面と環境影響の見方

活動　　　　　　　　　　製品　　　　　　　　　　ｻｰﾋﾞｽ

環境影響が生じると思われるものを抽出
法規制、事例
他社情報・・・・・

有害物の取り
扱い？

製品の環境面
での改良？

保守点検面で
改良は？

環境公害
物質の漏洩
危険性

廃棄ガス・
エネルギー
部品の３Ｒ
面の改善

部品の長寿命化
交換時間の短縮

環境
側面

環境
影響

土壌・空気汚染
によるガンの発生
自然環境生物の
死滅など・・・・・

放
置

地球温暖化→　生態系の破壊
資源の不足　→　戦争
ゴミ問題の増大、森林の減少

 
 
 
（２） 品質改善面の対策と清掃活動 
 品質改善に対する内容は整理・整頓対策の項で解説の通り、QTATを用いて
発生時点対策を図り、再発ゼロ対策からヒヤット段階の改善を進め、不良の原

因除去~発生予防策を徹底する対策が不良品の置き場管理に先行して行う対策
となる。なお、この対処は設備故障対策やケガ・ゼロ化のための安全対策に対

して、対象が設備からモノに変化するだけであり、その対策は物理現象の対策

なので、先に紹介した設備点検の対策と全く同じ内容となる。そこで、ここで

は、それ以外の内容として、設備故障対策に付加する形で、内部監査という視

点から問題発生の予防を図る方法を紹介することにする。  
 まず、内部監査であるが、この対策はISO9004:2000の解釈の仕方によって
大きく変わってくる。すなわち、実務的には、図5-18のような監査方式を表
5-2に示す左側で行う方式を推奨したい。なお、この方式は単なる書類のチェ
ック方式ではない。このような方式を採用する場合、内部監査＝不良・ヒヤッ

ト・ゼロ対策プロジェクトチームとした運営を図る方式であい、監査の要点

は、不良・ヒヤット発生要因の見直し~原因の除去となる。また、このような
内部監査であれば、ISOの規定を企業内でうまく活用して、顧客重視の品質パ
フォーマンス向上を具体化する対処となる。  
では、工場における内部監査をどのように行うか？という具体論に入ること

にする。内部監査に当たっては、まず、標準化のあり方を監査願いたい。その
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理由は、理論的には、標準化が「標準通り行えば、確実で安全、楽で早い仕事

ができる」という内容を定めたものであり、これを順守すれば不良や手直しの

発生予防に大きく関与する。 
 

図5-18　監査の目的と手順

インタビュー
　　Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓ

文書化・記録
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ　

工場検査
Site Inspections

検証と問題識別
Verification & 

Issue Identification

勧告と具体的行動
Recommendation & Actions

現地で
On-Site

報告
Reporting

【監査の目的？ 】
①客観的情報の提供
②重大リスク～問題点の是正
③特定の心配事についての保証
④経営者の決意の提示
⑤関係者の教育及び動機付け
⑥ トータルコスト・収益面の改善
⑦危険管理面での改善

【監査計画の設定？】
①対象をどのように選ぶか？
　　（過去ﾄﾗ、他社事例、弱点など）

②ニーズ：　
　被監査関係者や監査認証機関の規定

③範囲と目的
④監査方針：
・順法監査？・経営監査？・技術監査？

⑤監査の方法：
　サンプリング？実証試験？映像など
　物証？記録とインタビュー？

 
 

表5-2　　内部監査と外部監査の差異

不良・クレーム減プロジェクト・ﾁｰﾑISO90001の適合性の判定要求

不良・クレームの予防の対策に最適な

メンバー、製造技術に詳しい専門家

ISO9000s審査資格を持つ専門家
によるメンバー構成

ﾁｰﾑ
構成

経営上,重要品質課題を設け対策案
（具体策）検討と提示。とられた処置の
検証及び結果の報告まで

サンプリング方式により、書類、状
況聴取、証拠となる記録等、３者
の整合性のﾁｪｯｸ（監査活動）

実施

内容

発見された不適合及びその原因を除
去するために遅滞なく処置がとられる

ことを確実にすること（規定３．２．２）

　ISO9001の規定への適合
組織が決めた内容との不適合の
有無のﾁｪｯｸ

目的

　　　社内・内部監査による監査　　　審査登録機関による監査項目

審査機関内に問題有／無の発掘 メンバーを代えても成果を出す取り組み

←原因の摘発～
　　　　対策→成果創出

ｲﾒｰｼﾞ

　内部監査は９００４：２０００(ガイドライン）をどのように解釈すべきかが、不良対策の要点となる。
外部監査の目的は組織が定めたISO9001の規定順守の良否を判定することが目的となる。当然
外部監査員は組織が持つ製造技術の詳細の良否判定はしないし、指導は無い。これを行うことは
コンサルテーション行為になり、禁止されているからである。だが、ISO9004規定8.2.1.3「管理者が
功を認める機会および人々の意識を高揚する機会を提供するために､時にはパフォーマンスの
実例を含める」というガイド内容をフル活用すれば、製造技術に詳しい内部監査員は、不良ゼロの
具体的な指示、徹底を図る対策が内部監査上、有効な方法となる。  
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このように標準化をとらえると、不良が出る理由は、①標準化の中身に問題が

残る。②標準はあるが、その順守内容に問題がある（標準通りの仕事をしてい

ない）という、どちらかの問題が残っていることを意味する。従って、監査で

はこの実態調査が、各種の是正対策に先行すべきこととなり、「標準化の順守

監査を内部監査で確実に確かめる」ことになる。また、当然、実務で定めた標

準化の重要点がどのように認識され、活用されているかも内部監査の対象にな

る。ちなみに、航空機のパイロットやタクシードライバーなどお金をもらって

専門業を担当するプロがマニュアルを見ながら操縦や運転操作を行う例はな

い。この種のプロは標準化の内容を充分訓練し、身につけて駆使するからであ

る。特に､重要事項は頭に入って使いこなすことがプロの技となる。この対処

は職場を担当する関係者も変わらない。要は、標準化とは、重要な項目を頭の

中に入れ、実務で展開する活動があって、はじめて設定の意義が効果として現

出するわけである。では、この実態がどのようになっているか？という内容を

簡単に監査する方法について図5-19を用いて解説することにする。  
 

項目１

項目２

項目３

技術ｽﾀｯﾌ

項目x

項目y

項目z

現場管理者

項目Ａ

項目Ｂ

項目Ｃ

項目ア

項目イ

項目ウ

実際に物をつくる作業者２名

図5-19　３点監査と、３現主義の「みる」

3点
監査法

①観る＝ビデオや写真で

　　　　　　　　事実を撮る

②看る＝見えないものは

　　　　　　　検査機器で調査

③監る＝完全か？

　　問題ないか否かを
　　点検簿と比較した調査

チェックリスト

理想状態との
差を見つけて
あるべき姿
　に戻す

物理量を検査機器
でつかみ、問題の
有無や発生メカニズム
を検証する

事実、事象を客観的
手段でとらえる
（問題やメカニズム
　　　　を目で見る）

３
現
主
義
の
「
み
る
」

 
 
 内部監査の具体的実施に当たっては、まず、御社の重要製品3種と、その重
要工程3工程を選択願いたい。その後、次の内容の実施となる。質問は「この
工程で最も重要な管理項目は何ですか？」と問い、まず、①技術者に品質を左

右する重要項目3つと理由、重要性の程度を技術者に列挙願いカードに書く。
次に、②現場管理者に同じ質問をしてカード化する。最後に、③現場へ行き、

 115



同じ工程で異なる作業をする方、2名を選定して、それぞれ、しかし、同じく3
枚のカードに理由と重要性を書く。その後、この①～③で得たカードを並べて

いただきたい。これで、完全一致し、しかも、標準書に明確な形で示されてい

れば一応OKであるが、もし、仮に、「最重要製品と工程で、定めた標準化の
内容と実際に行う内容の不一致が発生したら“大問題”である」とお考え願い

たい。残念なことに、過去、筆者は多くの企業で、この内部監査方式を行って

きたがその不一致例が意外に多かった。また、その後、標準化と作業の見直し

を図るだけで、工場における不良低減目標は簡単にクリアーした例ばかりだっ

た。 
このような内部監査にはノウハウがある。その方法は、現実に現場で起きて

いる不良や手直しをテーマとする点であり。検査前に現物を用いて対策すべき

重要項目を例示する点にある。その後、標準書を持ってきてもらい、先示した

重要3項目の記述が実際にどこになされているか？について、①記述がある
か？②重要項目なら大きな文字で記載がなされているか？③重要な内容は赤・

強調文字で、対策理由とともに示されているか？と見て行く。この監査を行う

と、多くの場合①～③の状況になっていない例が多かったわけだが、この見直

しと実作業へ重要管理ポイントを示し実施しただけで、先述の大幅不良低減と

なった例が多数ある。このような体験からみても、「不良対策という事後対策

よりも、標準化順守という予防対策を先行すべき」となる。なお、出た不良を

追いかけて是正対策を繰り返す活動に『モグラたたき対策』と悪名がつけられ

ているが、この理由も、ここに記載した内部監査で確認できる。  
このような監査に当たって注意すべきことは、現地、現物と作業を実際みる

（見るという文字ではない）対応である。これを3現主義というが、これは監
査の基本である。ちなみに、3現主義は現場へ出て、現物・現象をみて、現場
で対策を進める行為を意味するが、単に現場へ行って見るという行為は、見る

＝眺めるであり、この種の行為は3現主義ではないことにご注意願いたい。昨
今、品質や工場における爆発やケガなどで、必ず問題になる内容は「関係者が

IT画面とメール連絡は盛んだが、現場を見ればすぐわかる実態把握がなされて
いない」という内容が多い。ここでは、3現主義は実践なき流行語になってい
るが、実際には実施されていない。では、3現主義の「みる」とは何か？につ
いて解説することにする。この内容は「標準化とは製造現場で一番良い方法を

決め、守るために定めた内容であり、問題発生を予防する道具である！」とい

う発想で現場へ行けば、図5-19の下部に示した内容となる。3現主義の「み
る」は、観る、看る、監る、であり、事実を正確に把握する技術的手段なので

ある。 
 このようにして、まず、標準化の順守と共に予防対策が図られた後に残る問
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題は、先述の「標準化の内部にまだ除去すべき不良やヒヤットの原因が残余し

ている」という内容となる。従って、ヒヤット段階をとらえ、原因の除去の対

策の追加が必要になる。不良の原因は物理現象である。ヒューマン・エラー

も、その中身を分析すると「やるべきことをやっていない」という手順上の欠

陥が97%とされていることから見ても、大半が物理現象そのものということに
なる。NASAによると残余の3%は測定不可能という調査結果だが、原因除去に
当たっては、図5-20のようなメカニズム解析が必要となる。「火のないところ
に煙は立たない」という言葉があるが、この言は、原因があって結果が生じ

る。この絵の場合、火を取り除ければ原因除去となるが、どうしても火を使う

必要がある場合、燃えるメカニズムを解析して、例えば、燃える材料の昇温を

防ぐ、燃焼に必要な酸素補給を断つ、といった対策も原因除去対策として扱う

べき対象である。物理現象の対策に当たっては、①人が頑張る、②ISO9001の
ような制度を定める、③経験談で思いつく手を次々打つ、といったブレーンス

トーミング・八卦対策方式は意味をなさない。  
一般に、「試作段階で多くの検討を重ね、モノづくりの基準を決めて生産開

始してきた経過からして、量産状態で生産が行われる場合、良品製造のために

定められた要因の条件のひとつが、何らかの事情で変動したことにより問題発

生ずる例が多く、この内容が不良や手直しの発生の95%である」とされ、複合
原因は1/1000とされている。これはNASAの調査だが、以来、NASAの発表
後、『1問題→1原因→1対策方式』の適用を図った企業では、この対策方式が
最も有効とされている。 
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　図5-20　原理図化法と原因ｰ結果、メカニズム解析

原因 結果

火の存在

木が燃える
煙がたつ
　　↓
　燃える

問題の発生原理とメカニズム

　不良発生は物理現象としての解析と、事実情報やデータに基づく、原理の証明が大切である。もし、この図化が
なされ、しかも、子供が見ても解るまで物理的メカニズムとして発生原因と結果の関係が示せたとしたら、その事
が問題発生原理がよく示せた、という実証になる。また、この解析に当たっては、1問題→1原因→１対策で解析を
進めることが要点となる。

事実情報
データー

物理現象と
して証明する＋

 
 
 このように「標準化の見直し～順守が不良発生予防策には一番有効！」とな

る。しかし、このような対策を図っても生じる不良は、残念ながら事後対策と

なるが、不良の原因を除去する具体策が必要になる。不良対策は管理技術やブ

レーンストーミングの対象ではない。製造技術を熟知した対策により、事実関

係＋原因の除去が要点となる。要は、過去定めた標準化に欠陥や未解決の要素

が残されているのであるから、その原因を図5-20のように示し、原因を確実に
除去すべきこととなる。なお、この対策方法は製造技術の内容によって千変万

化する。従って、その詳細は筆者著「不良・クレームゼロ対策テキストブッ

ク」（日刊工業新聞発行）をご覧願うことになるが、不安、ヒヤット段階で要

因の除去を図る対策の例として、例えば、図5-21に示したようなポカヨケの名
で知られるアラーム・システムの適用の補完をお勧めしたい。  
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　図5-21　ポカヨケの運用区分とその活用法

事後ポカヨケ：不良の発生を許すポカヨケ

発生時点ポカヨケ：不良の発生は防止出来るが
　　　　　　　　　　　　　　　設備のﾁｮｺ停を許す方式

事前検討ポカヨケ：
問題発生前に問題防止を
図る方式

２，ポカヨケ・
　　方式上の区分

① 　　　　　　強制式：問題時すべて通さない方式　
　　　　　　

②　　　　　　　　注意式：人に問題を報せ、対策を促す方式

強制式

注意式

注意式

１，ポカヨケ･運用上の区分

 
 
ポカヨケは事後→発生時点→予防段階でアラームするという3種の方式がある
が、出来るだけ予防方式の適用をお勧めしたい。また、先に、標準化の順守に

関する内容と監査方法を解説し、5S・清掃対策における予防の解説をしたが、
ポカヨケは、図5-22に示した人→手順の段階の上に位置する内容である。さら
に、この上の技術は設備の段階となり、先に5-1項で解説した内容、その上の
モノ＝設計の段階もある。不良撲滅の具体策に当たっては、是非、ここに記載

した内容を参考に、技術改善を図り、不良発生を物理的メカニズム解析と共

に、ゼロ化追求をお願いしたい。以上、品質問題に対する5Sの清掃の要点を内
部監査で進める方式を例示した（一般的に5S監査と称するものには、ここに記
載した方式を適用することをお勧めしたい）。  
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　図5-22　不良対策におけるポカヨケの位置づけ

職人任せの
　　　　時代

アダムスミス
　　　の時代

テーラーの
　　　　時代

フォードの
　　　時代

現代～
　　　　将来

時
代
の
進
展

技術進化の状況と要素

職人技に頼る＝人

分業化＝方法研究

標準化＝計測

機械化＝設備

ポカ 　ヨケ

物＝
設計段階からの改善

書類・教育必要量と、投資金額　　　大

ヒューマン・エラー
対策に関与する
管理ポイントの減

投資金額と、
具体化までに
　要する期間

ここまでが、
書類を必要
とする領域
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（３）食品異物混入と清潔対策 
 清潔という言葉は、食品工場やよく使われ、その意味は「目に見えないバイ

菌や問題を見つけて除去する対策」を意味する。このような意味合いから清潔

対策の例として食品異物対策、特に、虫と髪の毛混入対策について解説するこ

とにする。なお、昨今、食品に関する企業の中にはJAS法違反問題が多く発生
している。だが、その中で報道される事件の多くは悪意を持って行われた行為

が内部告発などで事件発覚に至った事例が多い。この種の内容は当事者達が犯

罪と知りながら行った行為であり、ここに解説する清潔対策の範囲を超える法

や倫理問題という犯罪行為となるので、ここでは、この種の対策は除外し、あ

くまで物理現象として予防の観点から食品異物対策を例示することにする。  
 バイ菌の増殖は小学生時、学校で習ったように、細胞分裂という物理現象に

よって増殖が行われる。もし、1匹の細菌がいて1秒で2匹に細胞分裂すると仮
定すると、2秒で4匹、3秒で16匹となり2ｎ乗で増殖して、5秒で65,536匹とい
う驚異的な数値となる。この物理現象が賞味・消費期限の危険管理であり、こ

のため、人間社会における説明はともかく、各社が決め、顧客に表示する賞

味・消費期限管理の内容を表示したことを守る対策は、食品メーカーが顧客に

約束する品質保証上､重要な事項のひとつである（賞味期限と、消費期限の定

義と関連は図5-23に示す内容となる）。このように目に見えないが確実に物理
現象に伴う問題を管理し、問題発生を防ぐ仕事を進める専門業である食品業や

病院といった業種に“清潔”という言葉が存在するわけである。  
 

図5-23　食品の期限について

消費期限と賞味期限について（両者のイメージは図のようになる。

①消費期限：定められた方法で保存することを前提に、品質劣化がなく、安全性や品質が保持され
　　　　　　　　ている期限を示す。品質劣化が早く、製造日を含めて、おおむね5日以内で品質が急速
　　　　　　　　に劣化する食品に表示するのが消費期限。
②賞味期限：消費期限と同じ定義で、品質が比較的劣化しにくい食品などに表示し、消費期限以外

　　　　　　　　の商品全般が対象。例外として、砂糖やアイスクリーム、清涼飲料水などは表示の省略
　　　　　　　　が可能となっている。
期限表示は食品メーカー側が責任を負い、表示が適切でなかった場合、食品衛生法
と、JAS法に基づき責任が問われる。　　　　

食
品
の
品
質

日数の増加

食べられない

品質は悪化するが害は無い

消費期限 賞味期限

安全係数を
掛けて幅をとる

おいしく
食べられる
　　限界

　業界の共通の指針として、食品期限表示の
設定のためガイドラインや業界団体によっては
個別のガイドラインもあるが、これらは、あくまで
指針である。
　賞味期限設定の方法は、実際に1年とか6ヶ月
という長期の保管試験をすることが難しい。その
ためには、加速試験が行われ決められる。
加速試験とは、高温、高湿度、光照射など通常
より過酷なストレスをかけた過酷な条件下でテ
ストを行い、そこから得た割合（加速度）から賞味
期限を決める。
　例：40度Cが常温（20度C）と比べて4倍の場合、
　　　　加速試験で3ヶ月だった値を12ヶ月とする。
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 大腸菌、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌~O157被害の問題は図5-23の対象で
あり、手洗い励行などと共に、発生源対策が重要な対策となる。なお、この種

の内容に関する対策は先に解説した標準化の徹底に関する内容なので、食品各

社にと専門家にお任せすることにして、ここでは、5Sの清潔に関する内容とし
て、食品以外のメーカーの方々に比較的判りやすい内容、すなわち、食品への

昆虫や髪の毛対策に関する対策内容を紹介してゆくことにする。  
 まず、昆虫の対策だが、昆虫は物理的条件が整えば食品に入る危険性が増す

対象である。特に、5S的には清掃の不備は昆虫にとってはありがたい環境とな
ることが多い。昆虫にとっての食料や住処の宝庫となるからである。この種の

例として対象は違うが、筆者の妻が友人の勧めでアゲハ蝶の飼育を紹介し、自

然物の特性を例示させていただくことにする。アゲハ蝶は山椒の木の葉が無く

なるとアゲハの幼虫は育たなくなるだけでなく、卵を産む蝶も我が家の付近に

も飛ばなくなる。食料の有無がアゲハ蝶の存在を明確な差となる。従って、こ

の種、昆虫の特性は、図5-23に示すようになり、ここでもハインリッヒの法則
が成り立ち、食品異物5S対策としては、設備、品質、安全対策に似たリスクの
除去が重要になる。 
 

　図5-24　子供でもわかる、危険度と虫存在のイメージ

　　【高度な危険】
飛び回るのが見える状態

　　【かなり高い危険度】
特定場所に住処を発見することがある。
補虫器につかまる。

　【一部の危険が残余する】
誘虫性殺虫燈などに、まだ、時々存在する。
飛来、人、資材などの持ち込みに対し、業界
で行っている対策はほとんど終わっている。

【安全と評価される環境】
入らない、入っても虫に魅力が
ない。住処も食べ物もない。いても
すぐに追い出される環境が完備で
きつつある。

【安全と評価される環境】
入らない、入っても虫に魅力が
ない。住処も食べ物もない。いても
すぐに追い出される環境が完備で
きつつある。

 
 
 このように、食品工場の生産現場では、見えたら大変、見えないが危険除去

が対策点となる。特に、食品に異物の形で昆虫が混入する対策に当たって重要

なことは、殺虫剤による策ではなく、昆虫の種類を特定し、循環を知って嫌い
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な条件を整える対策の適用となる。有機野菜は殺虫剤も除草剤を化学肥料も使

わない。使えば、人への被害だけでなく、土地が荒廃するという事態が各国で

発生しているからである。この専門家は、茨城の国際的農業指導学校にいる。

ここでは、有機肥料を用いて土を豊かにし、虫は環境汚染の無い、木材や草を

蒸し焼きにして生じる煙から木酢を抽出したものを穀物に散布する方法で、栄

養豊富、昆虫ゼロの野菜や穀物生産を行う指導を行っている。事実、発展途上

国から国をあげて指導員が学び、既に各国で成果をあげてきた。その効果は、

化学肥料づけで荒れた農地を再生させ、環境問題と食糧問題を同時に解決する

手段であることを証明してきた。さらに、自然堆肥を自家生産することでコス

ト低減効果を得てきたことも、多くの国で注目されている。  
 専門家が推奨する食品工場における昆虫除去対策も同じである。これに対

し、図5-25は業者が食品メーカーにすすめる対策の例である。例えば、殺虫剤
だが、これでは虫は死滅しない。卵の状態であれば薬品が効く確率は低く､一

度薬品を逃れた昆虫は耐性を高め、同じ薬品では死滅しない。このことは、各

種ウイルスが年々強力になって人を襲う内容と似た状況である。笑い話ではな

いが、筆者が担当した昆虫対策では、ある企業で「虫がゼロになったら殺虫剤

業者は殺虫剤が売れないことになります」という話をした。以来、ここで

は、図5-26と27に示した要件を昆虫の立場で監査する方式を適用して成果をあ
げたが、その内容は先の自然農法に似た対策法だった。  
 

誘虫性殺虫燈

④　外部新入・

　　　評価と対策

①　駆除対策 ②　防虫建築構造

入り出口

密閉対策

ｴｱｰｶｰﾃﾝ

内部陽圧
搬出・搬入路

のシャッター

強化（高速

ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ等）

換気扇排気口

　隙間対策

配水・水洗確実化

モ
レ
光
対
策

③　個別対策

チェックリスト利用

診断～改善

⑤　清掃対策

持ち込み？ 住処？

清掃は？

管理？

気流は？

温度、光？

①　虫が喰う食品を清掃？

②　薬品臭の除去？

③　水分の残りは？

⑥　他社事例や対策書

　　の収集～教育徹底

捕
虫

入り出口

密閉対策

温度、光、

図5-25　業者がガイドする虫対策の例  
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　図5-26　昆虫専門家による、虫の存在と進入経路

循環過程

生息を断つ
　①　飛来侵入？

　②　荷物混入？

　③　生息発生？

　④　持ち込み？

　⑤　経路侵入？

　⑥　歩行侵入？

　⑦　その他　？

生息を断つ
　①　飛来侵入？

　②　荷物混入？

　③　生息発生？

　④　持ち込み？

　⑤　経路侵入？

　⑥　歩行侵入？

　⑦　その他　？

 
 

　図5-27　虫ゼロ化への対策のためのハザードMAPづくり

手順１：　①　過去に問題になった事例をあげる。
　　　　　　　　　②　同業他社、近隣で問題になった事故事例をあげる。
　　　　　　　　　③　文献調査などで問題となっている事例を挙げる。

①　虫の種類の特定
②　原料、資材、人
　　・・・・要因の列挙
と、工程分析をする。

③　虫の好き／嫌い
　　対比表を用意する

手順２：　①　工場の図面を出す。
　　　　　　　　　②　調査文献を全て見直す。
　　　　　　　　　③　ブレーンストーミングで不安箇所を挙げる。

プロジェクト・チームを
編成する（対象毎に）。

手順３：　①　現場診断をする（サンプルと写真を取る）
　　　　　　　　　②　改善案もメモしておく。

事実の確認

手順４：　①　危険度を５段階評価する（色わけする）。
　　　　　　　　　②　診断箇所を明示し、カードにする。

手順５：　①　工場レイアウトを広げ危険域の強度に
　　　　　　　　　　　従い危険度に応じた色マークと実状を書く
　　　　　　　　　②　写真を貼付し、問題点と箇所を明記する。

問
題
を
つ
か
み
、
対
策
す
る

た
め
の
作
戦
地
図
づ
く
り

問
題
を
つ
か
み
、
対
策
す
る

た
め
の
作
戦
地
図
づ
く
り

 
 
筆者の体験では、食品へ混入する昆虫除去の実務は、個々の昆虫の特性を調

べ、それをもとに徹底的に製造現場を見直す対策を最適な方策としてきた。具

体的手法は、過去、問題の対象となってきた昆虫種にしぼり、嫌いな条件を配

備してゆくわけだが、この配備が整うに従って、昆虫が食品に混入する問題は
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消失した。なお、この対策にもハザードMAPの併用をお勧めしたい。また、こ
の種のMAPは問題対策に極めて明快な解を与えるが、目に見にくい問題の対象
であるバイ菌や昆虫の対策には、その特性を定めた原因の除去活動が必要にな

り、ここまで述べたこの種の対策を『5S・清潔対策』という。 
 次に食品への髪の毛混入対策について解説することにする。髪の毛の検出除

去に多くの企業は『ローラーがけ』を行ってきたが、この種の企業では、対策

案の創出にブレーン・ストーミングや文献調査などを行うだけだった。また、

筆者が食品メーカーで対策を聞くと、食品メーカーなどでローラーかけの頻度

を多くする、着装の注意をする、といった手を打つだけであり、この種の対策

だけでは本質的な問題解決に至らない状況だった。当然、ここでは、原因究

明~対策にローラーがけのデーターを即刻利用する例はなく、QTATを用いて
問題の原因を発掘する活動で具体的な原因を事実として発掘～除去する対策は

なされてこなかった。要は、『食品5S』の名のもと、単に習慣的にローラーが
けを繰り返してきただけだった。ローラーに毛がついたのを発見した時、即座

に、その方のたどった行動を共に確かめ、原因となる事実を探るべきである。

このような対策を『事実に基づくアプローチ』と言うが、ISO9000:2000の八
大原則の7番目の原則を実務的に利用する内容である。筆者は、この種の企業
指導に当たり、1件づつ、関係者と発生時点に髪の毛を着けた作業者の工程を
たどる対策を進めた。その状況を、図5-28に示したが、この対策に切り替えた
とたん、問題は瞬時に対策へ向かった。  
 

図5-28　食品への髪の毛混入原因を探ると

①　髪の毛は
　　　いつ抜ける？

昼間に伸びる。
出勤前・朝シャワーを浴びるべきか？
寝る前にシャワーを浴びるべきか？

②　ローラーかけのデーター取りと、利用法は？

　　ロッカー室の着替えの状況？

人名
　Ａ
　Ｂ
Ｃ

１　０　０　２
０　０　１　０
０　１　０　０　　

なぜ？ついた　
どこで、いつ、
どのように
着いた？

白衣を床に落とした！意識高揚、単なる機械的除去は
意味を持たない。→　要・原因究明！

③　エアーシャワーの浴び方は？　　本当に、付着した毛が取れるのか？

３
不
十
分
な
洗
浄

　
　
　
　

←

　

持
ち
込
み
？

付着実験

テスト

完全洗浄方式確認！

標準化
　　↓
　徹底

 

 125



代表的な問題を例示すると、①設備のトラブル時に着装が乱れたこと、②一

斉に設備を清掃する時に、落ちた髪の毛が、その後の洗浄と共に下流である設

備に流れつき、やがて食品に挿入する例、③工場における流気に乗って食品に

落下する、といった、極めて泥臭い実務的な内容ばかりだった。だが、この種

のリスクを明確にして、原因を知り取り除けばゼロ化ができる。同時に、筆者

はこの種のリスクをハザードMAP上に示し、危険度の高いところから対策を図
った、という活動が先に示した内容の詳細である（このため、現在、筆者は、

多くの企業でこの解析~対策方法を展開中である。なお、この内容に関する対
策が必要な方は筆者著「食品工場の異物対策マニュアル」工業調査会発行をご

参考願いたい）。 
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（４）事務所の情報処理効率化と清潔対策 
 顧客をお呼びする応接室や会議室、更には、職場を清掃する。また、書類を

整理するといった、図5-29のような事務の5Sについては、多くの書に紹介され
ているので、その種の内容をここに一例として示すに留めた。なお、この種の

対策は、やる気と日程を定めれば1日程度で終了になる内容である。従って、
本書では、この種の対策は皆様にお願いすることにして、目に見難い『情報の

流れと扱い』を対象に、清掃・清潔対策に関する解説を行うことにする。  
 

図5-29　1日程度の実施で終わる、事務所５Sの例

①混乱する書類の山

分類・整理と
優先順序を
決め、処理
スピード化へ

②増えるファイルと

　　探す時間の増加

検索システムと
ファイルの整理
頻度管理や
キーワード検索

③文房具や部品の

　　購入のムダ対策

共有備品
指定席化

④区分内ゴミ山と、
　 事務所の掃除

ゴミの区分
　資源化対策
　　　　　机上の
　　　　　整理
　　　　　~清掃　

 
 
 事務所の仕事は目にみにくい。このため①混乱している内容やムダを目で見

てわかる形にする。②事務所で発生する各種の混乱を整理して整然とする。③

ムダ自体の発生防止を図る。・・・といった対策を進め、仕事をすっきりとす

ると、結果として整然とした情報の流れを扱う管理、間接業務の職場は清掃・

清潔という内容をそのまま攻めたこととなり、その結果、美化が図れる。この

ように、『仕事を改善した結果、美化を得る』という基本に立ち各種業務の改

善を進めることが事務5Sの要点となる。特に、ここに、会議や打ち合わせ、調
査や報告資料作成業務においては、管理・間接という事務の仕事を図5-30の右
下に示したように、よい結論を得て、的確な行動と成果を得るための『情報を

加工する工場』という見方を加えることが業務改善上、必要である。  
 図5-30に示した意思決定の効率化対策は、過去、アポロ計画に当たったっ
て、早急に宇宙開発を進めるためペンタゴン内の意志決定効率化の必要性から
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研究された内容である。また、その具体策は、目的に合わせて情報を絞り込

む。求める結論を定め、情報を加工するプロセスを明確にする、という手続き

を経て、①混乱する問題の整理（状況分析）、②多くの案に評価基準を設けて

最良案を抽出する（選択分析）、③これから物事を進める上で心配されるリス

クを軽減する（潜在問題分析）、④トラブル発生に対して早急に原因究明を図

り除去へ向ける対策（問題分析）の4種が手法として体系化された。このよう
な研究は社会学者と心理学者2名（ケプナー氏とトレゴー氏）によりなされた
が、その後、両氏の名をとりKT法として産業界に紹介され、日本でも広く活
用されていった。 
 

図5-30　情報加工の基本

　　あらゆる
　　　意見を
聞き、解析
を進める。　

重要・必要な
　　内容へ
　絞り込む

ムダ、
　あった方
　　　が良い

　　　　いつか
　　役にたつ
かも知れ
ない

　収集

　評価

　選択

　加工

材料→　　　　　　→製品　

会議や相談などの意義
①何を得たいか？
②誰が何をすれば良いか？
③問題が解決するか？

管理業務」は情報加工の工場
　　づくりへのガイド

SA:状況分析
DA:選択分析
PPA:潜在問題
　　　　分析
PA:問題の
　　原因分析

良い結論

 
 
 ①～④の解析方法にすべてをここに記載するスペースは無いが、その中か

ら、表5-3には意志決定の種類と効率良い手順、また、表5-4には、いくつか存
在する案の中から最適な策を順序立てて整理する方式を示すことにする（な

お、先に、図5-5で潜在問題の解析方法を示したが、これも、この種の解析か
ら生まれた手法の例である）。 
このように、求めるアウトプット（目的と目標）を先に明確化させ、問題解

決や目標到達に最も効率良い手順を定め、その検討プロセスを一覧表と共に見

える化を図りつつ、全員のベクトルや情報をワン・ペーパーとして示し、検討

後に即座に対策を進めるという手順は、現在、『超・効率的会議術』とされて

いる。また、この対策を図れば、各人がメモを取る。会議後に担当者が再度、
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議事録を作成するという必要も無くなるという副次的効果もある。近年、ここ

には電子黒板やデジタルカメラが広く利用されているが、この種の手段の活用

と共にさらに短時間で効率良い資料作成がなされつつある。だが、大切なこと

は、このような手段の効率化ではなく、“仕事の中身の濃さ“となる。  
 

表5-3　会議効率化のための６つの区分

　自然体で各問題解決要求区分に従って一覧表化して対策する　　コメント－

①テーマを明確に→②調査を含め草案する→No.４を用いて抽出良い案をつかみたい　６

①プロジェクト計画をつくる(PERTなど）→②不安な事項を列挙す
る→③不安な理由を記載する→④①の影響度を評価する→⑤予
防策を創出する（同時に実施容易性・効果を評価する）→⑥緊急
時対策を考える（同上）→リスクの低減状況を評価する

事を進める上で心配
事を明示~対策する

　５

①案を３案作成する→②評価基準をつくる→①と②をマトリックス
化した表を用いて３案の相互比較、評価~抽出を行う

案を一つにしぼりたい　４

①誰の立場で何をしたいか文章化する→②問題点・関心事を１５件
ほど列挙する→③理由を示す→④ウエイトづけする→⑤重要分野
に対し調査/原因究明/案の策定~評価選定/案があるがリスクを想
定など、着手内容を整理する→⑥担当・期限を設定し、行動をとる

問題がごちゃごちゃし
て整理が必要

　３

①目的は何か？聞く→②名詞＋動詞で示す→③インプット/処理・
機能/アウトプットを区分して行く→④要は何か？要求と③の内容を
図化する→⑤インプットをアウトプットへつなげる処理過程を図化す
る→どこがポイントか？ウエイトを明確にする→とるべき案をつくる

要求、話す意味が抽
象的、具体化を要す

　２

①問題は何か？→②原因は何か（なぜ？で探る）→③5W1Hで原
因を現場で探す→④起こっている事例とそうでないものを比較し､
違いを見つける→⑤発生メカニズムを簡単な図で示す→⑥１問題
→１原因→１対策方式で対策を作成し、実験~適用を図る。

トラブルの原因究明
が必要である

　１

　　　　　　　　　　問題解決の手順　区分の観点No.

 
 

　表5-4　得点比較法を用いたレイアウトの評価法の例

【注釈】　A項目：MUST項目（Ｇｏ－Ｎｏ評価）、　Ｂ項目：Ｈｉｇｈ　Ｗａｎｔ　項目（項目＋ウエイトと横の項目比較）で得点化
　　　　　　Ｃ項目：希望がある、という程度の評価項目

C案B案　A案　　　　　　　レイアウト案

　評価区分と項目

Ａ：3点◎、Ｂ：8点
Ｃ：3点
　ＪＩＴ性一番良い

Ａ：3点◎、Ｂ：9点
Ｃ：1点
採用将来性より金と

時間がかかるが採用

Ａ：5点◎、Ｂ：7点
Ｃ：1点
安価で変更日も安い

将来性少ない

　　　

　　　最終・抽出検討

○C　2区分
◎C　3名やり易い
　　　・・・・・・

　　　　・・・・

△C　3区分になる
○C　同種のものまとめる
　　　・・・・・・

　　　　・・・・・

○C　2区分
△C　多能工化必要
　　・・・・

　　・・・・

1.職場管理性
2.目で見る管理と
　連絡応援性

３　・・・・

Ｃ
項
目

◎B　ＪＩＴ性高い
○B　この製品のみ拡張可
◎B　3.5名
○B　一部問題ありｸﾚｰﾝ要
△B　設備×変更要
◎B　Ｑ暗に同じ

◎B品質のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ重視
◎B　ライン追加可能
○B　4名
◎B　外側より可能
△B　設備×変更要
◎B　外側、作業側より可

◎B　生産性重視
△B　余地少ない
○B　4名
◎B　外側より可能
○B　比較的少ない
○B　Ａ設備工夫要

1.方針に合う
2.空ｽﾍﾟｰｽ有効利用
3.人員
4.受取性
5.移設の困難性
6.PM性
７　・・・・・・

Ｂ
項
目

△A　210M￥
○A　27％
◎A 　9日

○A　220M￥
◎A　30％
△A　12日

◎A　180M￥
○A　26％
◎A　10日以内

1.投資金額200M￥以下
2.投資利益率25％以上
3.期間連休10日以内

A
項
目
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 個人の仕事の質の改善には4つの切り口が重要である。この内容は20年以上
も前のことだが、この題材として、日本の製造現場改善を指導され、重要な視

点を与えてくれたマンデル博士の指導内容が参考になる。マンデル博士は40年
以上も前、生産性向上に4つの見方を与えてくれた方である。その当時、「欧
米の生産性に、まず追い付け」という内容が日本の生産性向上対策の主眼だっ

た。この問題の対策のため日本に指導に来られたIEでは米国屈指の指導者であ
るマンデル博士は、電機業界のスタッフ数十名を現場指導する中で、「現在の

日本の生産性は欧米一流企業の生産性と比較してどの程度の数値になると思い

ますか？」と指導の最終日、しかも、当時は優秀とされる電機製品を組み立て

る企業の見学の後、研修生に質問した。研修生は、「30%程度の差か
な？」・・・「50%以上ありそうだ」と答える中で、博士は、「差は4倍で
す！」と話し、関係者は唖然としたそうである。この話は、直接その席におら

れた日立製作所・IE指導の権威者である小野先生からお聞きした話だが、当
然、全員が「なぜですか？納得が行きません」という研修生の疑問に対して、

先生は次の算式を示された。 
「①方法改善(0.65）×②作業ペース(0.7)×③稼働率(0.75)×④平準化率(0.75)  
＝25.5％ すなわち、約1/4です。まず、①の方法改善ですが、たった今、皆さ
んと見てきたネック工程、手順はこうでしたね」と言って、手順を黒板に示

し、測定時間を入れ、さらに、WF法を使って改善を加えた結果、WFによる国
際的な時間見積もり値を入れた結果が65%、また、「②の作業ペースですが、
あの現場を見た時、10時10分だったので、どうも作業者の方は一番頑張ってお
られる時間帯だったようです。だが、残業があるようで、昨日1日の出来高を
見るとこの値です。この値で見ると、世界標準ペース(レイティング)ﾉ70%と計
算されます。」一同「納得！」さらに先生は、「今日は良いようですが、ここ

でライン全体の稼働率を昨月1月のデーターで見ると、③のライン稼働率は、
部品到着や作業指示、設備故障などの記録から75%、また、月末集中生産とい
うムダな生産カーブの中には25%のムダがあり、④の平準化率の値も75%とな
ります」という説明をされた。 
この話に全員がうなずいたわけだったが、この時に研修を受けた方が中心と

なり、①と②はPAC手法という標準時間を国際的に決めた後、製造現場の仕事
を見直して改善へ向ける。しかも、余り投資しないで1970年代後半、オイルシ
ョック時に2倍もの生産性をあげた事例が各所で紹介され、多くの企業がPAC
活用に集中した時代があった。その後、③はTPM、④はJITにより高度生産性
達成を証明するかのような状況で日本の生産性は高まり、やがて、1990年代に
は日本の生産性は世界一位となり、諸外国へ日本式現場改善が波及するまでに

至った。このような状況に至る努力にマンデル博士のご指摘と、その話を聞い
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ていたIE関係者のご努力と指導に筆者は敬服するわけだが、その後、日本を訪
問され、次の指導に当たられたマンデル博士に筆者は直接質問する機会を得

た。名古屋の講演会の時だったが、博士は名古屋大学の熊谷教授と共に、図

5-31のような説明をなされたのだった。それは、先の製造現場の生産性と似た
形で、事務所における仕事の生産性に対し、やはり「欧米一流企業と比較して

日本における事務、すなわち、情報処理生産性を見ると、4つの項目となり、
1/5程度と目されます」という内容だった。  

 

図5-31　マンデル博士による情報処理生産性

材料の吟味

調理の手順（プロセス）

原因があって

結
果
が
生
ま
れ
る

　仕事のプロは

材料と手際を見る

マンデル博士と熊谷教授の解説：２０年前名古屋の講演会で

　　　　　　　　　良い課題　　　課題に　　　　　仕事の　　　　　　時間利用法と

　生産性　＝　　　の　　　×　取り組む　×　　早さ　　　　×　道具の活用法
　　　　　　　　　選び方　　　　手順　　　　　　準備~会議　　　　ＩＴ化を含めて
　　　１　　　　　　　１　　　　　　　１　　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　１　

　　　　　　＝　　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　　　
　　　５　　　　　　１．５　　　　　１．５　　　　　　　１．５　　　　　　　　　１．５

 
 
 また、説明は次のような内容だった。「生産性決定要因ですが。まず、①で

すが、良い課題の選定です。これについては、欧米では、最初からアウトプッ

ト信頼性が高く、効果が見える仕事を選んで手をつけます。だが、日本の多く

の企業では努力が目的であり、やがて努力の結果が成果につながる、「とにか

く、やってみよう」式の仕事が多いので、その比率は1/1.5と予想されます。②
の仕事に取り組む手順も、自分流が多く、問題解決手段にムダが多く、やりな

おしが多い状況です。仕事はやりながら方法を改善して行く方式なので、ま

た、会議も準備や結論を決めないやり方が多く、出席者もおつきあいの方が参

加する例を見ると、③の仕事の早さも同じ1/1.5となりそうです。さらに、④の
時間利用と道具の活用は英数字26文字だけでタイプライターや電子機器を用い
る情報加工の差は1/1.5、そこで、概ね1/5という説明になるわけです。ムダが
美徳とおつきあいという日本の管理業務は『情報を料理する工場』という視点
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で改善技術を投入する余地が多いように思います」という示唆をいただいた。

この講演以降、日本では、間接効率化に多くの手法と改善事例の進展、さらに

は、リストラという経済的な処置やITの進展がなされ、多くの効率化対策が進
み、現在に至っている。また、事務5S面からの業務改善が求められている状況
だが、昨今、新型オフィスや超仕事術といった視点で多くの優秀事例が紹介さ

れる状況は、この種の対策の延長上の改善対策と解釈する方が多い。  
 では、以下、このような視点から間接業務をとらえ、仕事の清掃・清潔とい

う技術的対策の側面を紹介することにする。具体的な対策は、図5-32に示した
ように間接業務を加工、保管、検索、伝達という4つにわけて分析し、ムダ排
除を進めるという方式の適用となる。  
  

図5-32　超・時間活用術の要点

努力が実る活動を！

仕事の整理 ： ｢仕事の創造的破壊！＝

　　　　　　　　　新しい仕事のやり方への革新」

情報は利用する＝価値
　×情報を見過ごす。
　×情報を知っているが
　　　ためておくだけ（資料館）
　◎情報を利用して
　　　アイデアや成果につなげる。

　情報は分類→活用が大切
　①検索容易、　②明快、　③正確
　④簡潔、⑤手早く使える。

５W1H
　結論から
手段・理由へ

ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）
は問題情報を早く流すことにより、
問題の未然防止を図る活動！

まずい仕事
　①　探しまわるムダ　　　　　③ムダに歩くことが多い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥時間意識が低いムダ
　　　　　　　②待つムダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦手間の掛けすぎ
　　　　　　　　　　　　待たせるムダ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤判断に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　迷うムダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧能力不足

課題

 
 
 では、この中から、改善の具体策を例示することにしたい。まず、仕事は事

前準備～計画通りの遂行（P-D-Cの実践）～フォローが基本となる。一般に、
事務所の仕事というものは多忙な方に重要な仕事が集中する傾向が強い。しか

も、仕事量と問題、さらには、応援や援助すべきか否かがまわりに見えない。

そこで、有能な方が仕事を抱えるという現象と共に、遅れや問題が発生してか

らの処理に追われることが多い。製造現場であれば、作成書類は直せばOKと
なる例が多く、ここに『書類作成不備＝不良や手直し』というムダのとらえ方

をしない例ことが多い。この種の問題が放置される理由は「仕事の実態がみえ

づらい」という点にある。そこで、個人の仕事の改善を対象にした場合、ま
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ず、「仕事量の問題の見える化を進めるべきである」ということになるが、そ

の対策例を図5-33に例示することにする（なお、図5-33は書類をベースとした
ものだが、IT管理においても同じ考えで行うことをおすすめしたい）。  
 

図5-33　カード法による、仕事のウエイト・順序づけ

①　これから着手すべき仕事を列挙する。

頭の中の整理・整頓 仕事を「目に見える」第１歩

④　個々に時間見積もりをする

②　ウエイトづけする
：　遅れ・緊急
　　５~４

：　重要・注意
　　４~３

：　普通・余裕
　あり　３~２

③　着順に並べる。 ⑤　仕事の時間（能力値）
　　　を入れる~調整~実行

定時

残業

調整

各
人
別
に
実
施

 
 
 この方式では、まず、①個人がかかえている仕事をすべて列挙する。②重要

度、緊急度などのウエイトを5段階、または、色別に分けてウエイトづけす
る。その後、③着手順を並べて、④個々の仕事に見積もり時間を入れる。これ

で、現状かかえている仕事の状況把握は終了する。次に行うことは、並べた仕

事を着手順に従って、本日中に処理しなければならないものを抽出して、⑤定

時内に行うか？残業してでも処理するか？を判定しながら自分が投入可能な時

間を2本の能力線で示すことを行う。同時に、緊急に処理すべき遅れ品（赤
色）、問題となりそうなリスクを持つ仕事（黄色）と、それ以外に、期限があ

り、ゆとりで処理すべき仕事（青色）に区分して表現したものを、書類や仕事

の実態管理・処理計画表の形で机上に示す（営業など、自由・移動式の仕事の

場合、この種の情報はPCに登録してた『見える化業務管理表』への表現が必
要になるが、行き先表示板や机上に各人で置くカードに示す連絡内容同様に、

ワン・ペーパー表示をお勧めしたい）わけである。  
ここに紹介した方法は、簡単、また、やってみるとわかるが、事務所におけ

る各人が持つ仕事の状態把握、連絡、応援ばかりでなく、処理の問い合わせの

確認などの面で多くの効果が生まれる。さらに、いつも負荷がかかる仕事は改
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善すべき項目として明確化が図れるという効果もある。特に、実施してわかる

ことだが、同じような仕事で時間値が大きくことなる場合や、技術ノウハウの

伝承が大きく効く例、図5-34に示したように、電話などの問い合わせが多い例
でも、先の内容に、一時的だが、電話の項目毎の頻度をとった記録を負荷する

と、何をすることがこの種の業務の改善となるかがわかるこのため、改善の促

進へつなげることが出来る例が意外に多かった。  
以上、管理・間接業務の改善も現状把握→問題と対策点の明確化→改善案の

創出→テストと証明→標準化という改善手順は製造現場における改善プロセス

と何も変わる点はない例を示した。さらに、この種の改善に当たっては表5-5
に示したような、『超・時間活用術』を負荷し、アウトプットに応じたインプ

ットの効率を測定すると、目標管理という内容とともに、業務改善の有効な方

法のひとつとなる。この対処については、筆者体験談を示すが、多忙な方に利

用をお勧めしたい例である。 
【筆者がデブだった頃の個人時間分析】  
つたない筆者の体験談で恐縮だが、筆者自身、かつて若い頃コンビニのセブ

ン・イレブンではないが朝7時から11時近くまで、本社技術本部で多くの仕事
をしていたことがあった。この時、体重は85Kgのデブ、若手ホープなどと言
われ、何から何まで仕事の中に組み入れてやり、「何でも知っている。頼まれ

ればサッとやる」という自負を持って仕事をしていた。  
 

図5-34　頻度分析と業務改善法の例

頻度が少ないが、回数の多い仕事の分析法
　　　　　実績収集

　・・・・・・

日程確認

技術的な相談

不良・クレーム

図面の問い合わせ

　　　　　　発生頻度　　項目

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

図
面
の
問
い
合
わ
せ

不
良
・ク
レ
ー
ム

技
術
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な
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談

日
程
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認

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

　　　　　改善はＥ，Ｃ，Ｒ， D，Ｐ，Ｓで
　　　　　　　　　　Ｅ（省略）

Ｃ（結合）　Ｄ（分割）　Ｐ（平行）　　Ｒ（置き換え）

　　　　　　Ｓ（単純化→自動化）　　

ムダのカット
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図表５－９　個人別時間分析用紙

8: 0
0　
　
　
　
　

　（例）朝礼　　　

　　　電話対応　　

氏名： 月日： 本日の方針：

9:00
10:00
11:00
12: 00　　　　　　
　　　　　　　

　　　メール整理
　　　
　　　　　　　　　14:00
　　　　　　　　　15:00
　　　　　　　　　16:00

　　　　　　　　　
17:00
　　　　　　　　　
18:00
　　　　　　　　　
19:00
　　　　　　　　　
20:00

上司コメント 改善点：

表5-5　個人別時間分析表の記載例

本日のアウトプットと時間値の目標

本日の苦心と反省点

①本日目標とする内　

　容や経過を書き今日
　の活動意義を示す。

②今日行う仕事の内容
　とアウトプットを主要
　項目として記載する

③自分の時計を用い

　　て掛かった実績　　
　　　時間を記録する
　　同時に、改善点も
　　メモする。

④仕事を見直して、
　　改善すべき項目と
　　要点を書く

⑤月間実績時間に日々の時間集計値

　と改善内容を記載して改善効果を
　把握しながら、更なる改善を進める。

①上司コメントと目標達成状況
　　の支援とフォローを願う。

 
  
このような時、デブ解消のためたまたま運動のため訪問した剣道場でアキレ

ス腱を破断、急遽の入院となった。「この状況では仕事がとまる！」そこで、

医者に手術を待たせ、部長他関係者を呼んでもらい、仕事内容を全て伝えた

後、手術～入院となったわけだった。その後、「皆は困っているだろうな？」

と思って松葉杖をついて出社すると、①意味の無いと思っていた仕事は誰もや

っていない。②必要な仕事は分散してやっていたが戻ってきた。③将来やりた

い、ことこそが生きている証と思っていた仕事が机の片隅にあり、筆者はハッ

とした。以来、①は排除、②は1/10程度の工数で仕事を済ませる工夫を図り、
③に集中してきた（筆者の体験、すなわち、IE改善を自分の人生の価値向上に
活用するという内容が時間活用術という話である。このような体験談から多く

の企業で『超・時間活用術』の適用を進めてきた。また、この種の例は、すで

に筆者著「現場管理者育成マニュアル」日刊工業新聞社に紹介済みであり、ご

興味をお持ちの方は、そちらをご参考願いたい）。  
 昨今、間接部門における個人の業務はIT化進展と共にPC活用が情報処理の
主流になってきた。このため、ペーパーレス化を極端に目指す企業がある。だ

が、状況によっては、仕事に支障をきたす例もある。要は、メモや書類と、ペ

ーパーレス化のバランスが重要である。業務改善が余り進んでいない状況下で

過度のペーパーレス化を実施すると、仕事のムダを生むことがある。筆者も

PC自体の能力向上との関連から、多くの種類をスキャナーでとり保存してい
るが、例えば、ここで、問題になるのは、①膨大な資料を蓄積するだけで使わ
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ない。②必要な情報を検索する時間の短縮が課題となる点、さらには、③バッ

クアップを確実にとっておかないと、思わぬ支障につながるといった注意は

PC活用が進めば進むほど問題を感じる昨今である。同種の問題を持たれる方
には、ご注意を願うと共に、各社で対策をお願いしたい内容と考える。なお、

この種の対策に当たっては、既に、ITを本業とする方々がいろいろな工夫をこ
らし、『PC・情報整理術』なる書や文献が多く発行されているが、共通的な
内容を、以下、記載しておくので、読者の皆様には参考にしていただければ幸

いである。 
【PC専門業の方が行ってきたPC情報整理術の要点】  
① よく使う情報はテンプレート化して検索を早くする。  
② 自分なりの分類を設けて、検索を早くする。  
③ 時々、分類やファイルを整理する時間を必ず設ける。  
④ 仕事の期限管理のあるものは、処理日を決め、識別と同時に期限管理ファ

イルを設けて管理下に置く。 
⑤ ウエブなどで入手可能なデーターはあえて蓄積したり、整理する対象にし

ない。 
⑥ 過去の成果や履歴的な保存情報は、日程管理方式を用いて、社内サーバー

のデーターベースに入れ、日常活動から外す。  
⑦ 共通的な内容、例えば、各種行事や会議予定表、企画書や注文書、議事録

などのたぐいは社内共通ファイルに投入して、情報共有化とともに、個人

保有は行わない。必要時に検索～活用する仕組みを職場全体でルール化し

て守る。 
⑧ デジタル検索は容易に対象情報が検索できるので、整理や分類に手間をか

けないようにする。 
⑨ スケジュールやメールチェックのような内容は必要に応じて携帯端末で、

簡単な処理が行えるようにする仕組みを運用することが有効である。  
⑩ 膨大な情報の利用は分類、見出し、ある程度の標準化が必要になるが、議

論するより、アイデアを作成して実施～改良する方式が関係者の賛同と納

得を得やすい。 
⑪ PC面でも使うべきアイコン表示を行う。ハードディスクの最適化を行い

動作速度の向上を心がける。関連書類はフォルダーに入れ検索容易な工夫

を進めるなど、一発検索の手法も利用したスピード化技術を知って使うこ

とも大切なPC利用時間短縮法である。  
以上、簡単だが、有効なPC活用法の一端を紹介させていただいた。  
 ここまで、会議のような企業全体の方が関与する管理・間接業務の改善、ま

た、個人の業務改善に関する解説を進めてきたが、工場でいうと、これらの仕
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事を横糸とすると、縦糸に当たる業務の流れの改善が必要になる。また、この

観点は、モノづくりではレイアウトで製品がつくられる過程を意味するが、情

報処理も多くの部署や関係者が関与して仕事を進める対象があり、この面の改

善が必要な例が多い。では、具体的な例を紹介することにする。これは、筆者

が関与した協力会社と納入先との情報処理内容である。ここでは演習題的に解

析内容を例示したが、この演習Aでは、協力会社へ注文を出した内容を情報の
流れだけから分析を願うものである。  
 

【演習Ａ】情報工程分析を用いた管理業務の見直し

【設問】
　コンピューターから発行された伝票を
協力会社に送る。協力会社では注文に
より生産し、伝票に生産量を記入して、
持参する。
　納入された際、窓口で注文量を計算
して確認し、印を押し、納入とする。
　この受注伝票は発注の基になってい
る台帳へ転記し、照合するが、伝票は
捺印保管する。台帳も保管
　２０日になると伝票Ｂということで請求
書が回ってくるので、台帳と確認して
支払いをする。
　台帳は保管、請求伝票も保管する。

　この内容を情報工程分析図にし、
改善案を考えて下さい。

【工程分析と改善の見方】

○：正味（付加価値を生む仕事）
◇：検査（工程で品質を造り込めば不要）

→：移動は無駄、出来るだけ省略、短縮
▽：待ち、停滞（仕掛）は無駄！

　　　　改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓ　　　　　　

伝票 まとめ 台帳

記入欄

 
 
 演習Aの解は図5-35となる。この改善内容は、ここまで示したECRSを用い
た改善検討と、JIT納入時に、バーコードを用いて受注ファイルとの情報の授
受を行う。さらに、費用は計画通りの納入とともに自動支払いを行う方式を活

用することにより、大幅な情報レイアウト改善が実現した例である。このよう

に、各所で行う仕事は、各担当や部署で最適化は図るが、仕事の流れという局

面で仕事をとらえると、改善の余地が多く残る例もあるので、読者の皆様の参

考にしていただければ幸いである。特に、職場が縦割りになっている企業に、

この種、職場の壁を取り去った改善のメスを入れることは、総合的に企業が改

善できる例は以外に多い。 
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図5-35　情報工程分析による改善の例　

次の担当者へ送る

伝票A

伝票Ｂ

台帳＝ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌｧｲﾙ内容記入

計算

担当者捺印

転記

課長捺印

伝票Ａ保管

台帳捺印
～保管

納入伝票

請求書請求書と台帳
の照合～支払

台帳保管 請求書保管

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行～指示

改善前・現状分析

改善

改善例

○：正味（付加価値を生む仕事）

◇：検査（工程で品質を造り込めば不要）
→：移動は無駄、出来るだけ省略、短縮
▽：待ち、停滞（仕掛）は無駄！

　　　　改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓ　　　　　　

◇

伝票

＋

台帳

台帳/伝票保管

　例は資材と経理にまたがる業務である。
かつて、伝票はｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行でした。だが、
工程分析と、ＥＣＲＳで対処し、情報レイ
アウトは大幅に改善された。
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（５）清掃・清潔対策、その IT・アラームシステム・個人情報保護への応用 
 先の（４）では、IT という目に見えない情報処理技術面の改善について、そ
の改善方法を解説した。一般的な 5Sの範囲からは超えた内容だが、さらに、こ
こでは、問題の清掃・清潔という局面から、昨今、漏洩が問題となっている個

人情報の対策について触れることにする。なお、その理由は、①問題発生を未

然に防ぐため ITの機能を情報処理の業務で利用することが、正に、清掃・清潔
に代表される精神である点、また、②問題が起きそうな要因に先手を打つ形で

除去する必要性と、③個人情報や企業の重要な目にみにくい情報の漏洩をリス

ク対策という観点から「問題発生を防止する」という意味が 5Sの清掃・清潔対
策の応用で進むと考えるからである。 
では、早速、具体策を例示することにする。PC は図 5-26 に示したような機
能があり、この種の内容を IT活用面でフル活用することが対策の一例となる。 
 

　図5-36　ITが持つアラーム機能の例

ITが持つ時計機能
ITが持つカレンダー

ITアラーム
システム 人は忘れる

が大丈夫？

アラーム
ﾘｽﾄ

 
 
 では、まず、この種のアラーム機能を用いた改善内容を演習 B に例示するこ
とにする。この例では設問①、②とも人により管理の違いがあり、忘れるとい

う問題を扱った例であるが、この種の内容の対策の解を図 5-37に示した。この
対策は IT アラームシステムを用いることで「人は忘れる」という行為を IT 支
援の形で保管してくれる方式である。図では、人が行うヒューマン・エラー対

策的なアラームシステムの活用を示したが、この種の IT・アラームシステムは、
例えば、使用禁止物質の管理にも応用展開が可能である。 
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【演習B】　営業の注文忘れトラブルと、長納期部品手配の問題
設問①
　営業の方々は注文をとることが本業である。そのことはよくわかるが、本来、
聞いておくべき事項にモレや不確かな内容がある（人により癖がある）。この
ため設計者を始め、受注を受けた人が再度の問い合わせをする。・・・・・と、
いった仕事が多い。こ問題を今後のIT化対策の中で、いかにすべきか？
を検討してほしい。

設問②　
　大型、複雑な製品を当社では製造している。しかも、部品点数は2,500点にも
及ぶ。この中で、長納期、試作的な性格を持つ部品は品質的にも問題が出そ
うなものがある。当然、部品毎に担当者を決めて発注手配をしているが、担当者
により管理方式や判断基準が多少、異なるため、時に、納期上の問題となる例
がある。では、現在、進めているIT化でこの種の問題をどのように解消すべき
か？対策を考えていただきたい。

 
 

図5-37　ITアラームシステム、忘れ防止への適用例

工場の
生産管理
システム

（営業）
システム

受注登録

不足情報

アラーム
情報

各種サービス
情報（製品の
進捗・技術情報）受注基準

製品の進捗・写

技術情報・写 登録・問い合わせ

回答・サービス

設問①の対策

新作？

アラームリスト

　検討~
仕様登録

YES＝新作

通常の受注処理
　　システム

NO=従来品

受注・生産・出荷
　の一元管理

生産管理DB

アラーム基準

長納期部品や治工具
金型などは手配と
アラーム基準を登録

アラーム
　情報
検討・対策 設問②の対策

 
 
そこで、図 5-38は、例えば、調味料を生産するメーカーの製品を使う企業で、
もし、使用禁止物質の混入予防策を例示した。もし、この問題が起きると、企

業は、製品回収だけでなく、社会問題から事後対策に追い回されることになる。

企業倒産の恐れもあり、問題発生の予防策が絶対に必要な対象である。だが、
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この種の産業では、調味料や添加剤を生産するサプライヤー側は「成分を納入

先に知られたくない」という事情がある。納入先が自家で製品製造を行い、納

入をカットされる危険が高いためである。そこで、対策となるが、まず、ウイ

ルス・バスターのような CD-Romを相手に送る。ここで、メーカーは納入先に
成分名は明かさなくて良いが、自動的に納入先に使用禁止物質と不明物質の存

在を伝える方式とするわけである。なお、万一、これは性悪説に基づく契約だ

が、使用禁止物質を無視、または、偽って使っていたことが発覚した場合、膨

大な賠償金をサプライヤーから納入先に支払う契約をしておく。ここまで事前

処置をしておけば、サプライヤーは最初から使用禁止物質を偽ってまで納入先

に違反物質を使うという問題は大きく回避できるように思う。この種の対策は

一例である。だが、昨今、多発している食の安全対策への展開を願ってきた対

策方法の例である。 
 

図5-28　ソフトポカヨケ利用による使用禁止物質のチェック例

【問題】　材料使用メーカーは使用している物質を知れれることが社内機密を公開する

　　　　　ことになるので、納入される側の悩みになる。しかも、検出されると突然社会
　　　　　問題になるばかりか、製品販売中止の危機がある恐れがある。

使用禁止物質

禁止目標物質

使用抑制物質
排出抑制物質

管理物質
（含む、諸外国での

宗教上使用禁止

チェック
　ソフト作成→CD-Rom

購入側 製造・納入側

契約書

グリーン契約

ブラックボックス

インストール

全使用物質

照合結果
自動電送

①

②

③

④
使用物質の内容は

公開しないが、使用
違反は賠償金契約

生　
　

産

⑤　確認
⑥　判定（　承認？中止？）

OK！品⑦

 
 
 さらに、この種の手法は昨今多くの問題になっている個人情報保護対策にも

応用が期待される。まだ、新たに新技術を破ることを生きがいにしている方が

いるため、完全な対策方式の提示までには至っていないようだが、多くの研究

の中から有効とされてきた対策事例を紹介することにしたい。 
 個人情報の流出は、持ち出した情報を列車内に忘れる、PCを破棄する際に残
った個人情報が使われるといった、一種の個人的な予防措置が不備なために起

きる問題から、車上荒らしによる盗難被害が関係するもの。さらには、故意に
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個人情報を持ち出し、販売する。すなわち、図 5-29に示したような、ファイル
交換ソフト、ウイニー、また、個人情報を盗む目的でフィッシングというソフ

トを利用して個人情報を盗み、オレオレ詐欺まがいの利用を目的に個人の財産

を盗む。人をだます、という問題に至る例まで多種ある。このため、個人情報

を利用して顧客管理を業とする業種の方は、個人情報の保護はマーケット戦略

上、漏洩対策が極めて重要な課題となっている（なお、個人情報の流通は 1980
年に OECD により 8原則が制定され、今後の ITを仲介とした情報の国際流通
時代に対応して、個人情報を保護する対策を十分に図りつつ、個人情報をフル

活用した企業活動のあり方を示した内容が広まり、日本でも 2005年より個人情
報保護法という法律と罰則設定となったという経緯を持つ）。 
 

個人情報

音楽、映像
非公開（秘）

情報など、

図5-29　ウイニー事件と、個人情報漏洩問題を示す例

　岡山県警のプライバシー担当部長が私物のＰＣを持ち帰り活用（禁止事項を
破り）しているうちに、ウイニーにウイルスが進入、勝手に流出した。岡山の場合
1500人分、万引きや障害、少年犯罪や性犯罪被害者の名前まで流出した。　　

ウイニー

ウイニー

ウイニー

ウイニー ウイニー

勝手に流出ネット
上に広がる
ウイニーを使えば
自由に情報を取れる。

名前を知られて思わぬ被害が及ぶ
ことが相談センターに殺到した。

事例：工務所が依頼主に渡す見積書や請求書

　　が盗まれた事件もある。しかも、工務店は
　　流出を知らなかった。対策ソフトを入れて

　　いたので安心していたが、効いていなかった。
海上自衛隊の情報も洩れたことがあったが、この

種の情報は興味を持つ方が多く、既に広がって
誰でも取れる状況である。

対策：１００万人（日本）で使っている実状！
　　　　アンチウイルスもあるが、機能しない。従って、最初
から使用しないことが最終手段となっている。使えば必ず
ウイルスが入るシステムであり、今のところ手はない！
（ホーム・ページで駆除するソフトも提供している。　しかし、
万全ではない亜種とウイルスが続々と生まれてくるため）

流出実態：
６００万件の
情報、内２００
万件は知られ
たくない情報

2006年6月に起きた事件

 
 
 このように、個人情報の活用は顧客管理と、顧客信頼を得た企業活動上、企

業にとっては欠かせない活動となるが、漏洩に関しては、「世の中に悪人がいる」

という前提、すなわち、性悪説を中心とした保護対策が求められている。5S的
には、「目に見えない問題をリスク管理の面から保護する」という局面から問題

をとらえると、この問題の対策は清潔、すなわち、食品や病院における細菌発

生問題の防止と対比することができる。具体的対策としては、図 5-30に示した、
環境犯罪学（漏洩問題が起き難い環境づくり）という見地で、情報という目に

見えない漏洩問題の保護を図る対策となるが、ここに 5Sで研究されてきた考え
方を適用すべき内容があるので、まず、ここには、対策につながる考え方を紹
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介した。 
 

図5-30　個人情報保護に対する犯罪環境対策の必要性

犯人逮捕~更正・復帰

心のケアー

？
戻る

性善説介護 性悪説対応

犯罪しにくい環境整備

①　更正しても
　　犯人は犯罪
　　を繰り返す。
②心を変革させ

　　る妙薬や解毒
　　剤がまだ無い！
③犯罪はメリット

　あるから行う。

犯罪を起こし難い環境を
整備する対策を図る。

犯罪を起こし難い環境を
整備する対策を図る。

犯罪を起こしにくい
環境を整備する

ハザードMAP の
ような環境調査
地図をつくり犯罪
メリットを減らす。

マスメディアによる一般的分析
① 「いじめ」の増加？

②社会変化（パソコンゲームや

　　食や家庭環境の変化）
③親を含めた生活環境の変化

だが、犯罪者の発生は全員ではない！
一般的には、「あの真面目で、おとなしい
人がなぜ？」という犯罪が多い。

 
 

図5-31　個人情報保護法の対象

　　　　　　個人情報の対象
定義：氏名、生年月日などの記述により特定の
　　　　個人が識別できるもの。また、氏名が記述
　　　　されていなくても、音声や映像だけで本人
　　　　が識別できるももの対象になる。
対象：　①生存する個人に関する情報に限る。
　　　　　②他の情報と結合して個人を識別

　　　　　　　できる情報を含む。
　　　　　③　情報の形態は問わない。

紙 電子
ファイル

映像
音声

　　　　　　　事例　　　　　
①防犯カメラに記録されたキャッシュ
　　カード内容（含む、暗証番号）
②雇用管理情報（会社の従業員

　　ファイルやリストなど）
③銀行、保険、官庁の個人ファイル

　　情報（本人が識別できる内容：
　　氏名、生年月日、住所、性別や
　　電話番号）

不適正な取り扱い
①不正な手段による取得

②同意なしに目的外で利用
③同意なしに第三者へ提供
④情報の漏洩など

個人情報保護法の対象

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
問
題

　　プライバシー侵害対象
①私生活への侵入
②私的事実の公開

③世間に間違った見方をされる内容
④氏名・肖像権なでの無断使用など

民法（不正行為）

刑法（名誉毀損罪）の対象

 
 
個人情報保護漏洩対策に当たっては、その対象を明確にしておく必要がある。

（プライーバシー保護とは多少異なる局面がある）。そこで、大局的だが、図 5-31
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に個人情報保護の対象と、漏洩の事例、不正な取り扱いが招く個人情報漏洩の

チェックポイント（個人情報保護法法の要点）を示した。個人情報保護対策は、

ここに記載した対象、すなわち、紙ベースの情報、電子ファイル、映像と音声

が対象となる。対策としては、この対象から漏洩を狙う敵に向かうことになる。

情報を盗まんとする相手は、羊やヤギを狙うオオカミ的な存在である。このた

めスパイのように監視して盗むという行為を称して、そのツールを“スパイウ

エア”と言う。スパイウエアは電子ファイルを対象に個人情報や企業の機密情

報を狙うことを目的にして活動している。特に問題となるのは、①相手が見え

ない。②手を変え、品をかえ、情報の盗難を狙ってくるため、③対策は知恵比

べとなるが、現在、多くの専門家が推奨する図 5-32 に示した、「少なくとも保
護を確実に近づける環境面の対策」を皆様に予防策として適用・徹底を願うわ

けである。特に、④個人的にはウイニーのような危険ファイルは使わない。⑤

ファイヤーウオールやウイルス・バスターを PCに搭載し、確実なアップ・デー
トを行う、といった内容から、図 5-33に示した対策まで、この種の業務に関与
する方は十分な注意を払った対策をお願いしたいと考える。 
 

図5-32　スパイウエア対策の例

①ゲートウエイ型セキュリティー製品
　企業ﾈｯﾄﾜｰｸとｲﾝﾀｰﾈｯﾄとの境界に設置
ずるもので､ｽﾊﾟｲｳｴｱの侵入を検知して
ﾌﾞﾛｯｸする方式。URLﾌｨﾙﾀｰ機能のもので
あれば、社員が業務に関係ないｻｲﾄを閲覧
しようとした場合に自動的にﾌ゙ ﾛｯｸして侵入
させない方式

②検疫ネットシステムによる

　　　　　　　　　　　セキュリティー製品
　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを企業ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する場合、
一時的に業務ﾈｯﾄﾜｰｸとは隔離された検疫
用のﾈｯﾄﾜ ｸーに接続させ、そのｺﾝﾋﾟｭｰﾀの
ｾｷｭﾘﾃｨｰ状態が充分か否かを診断して、
問題がなければ業務上のﾈｯﾄﾜｰｸに接続
を許可する仕組み、ここで、もし不十分な
内容が発掘された場合は接続させない
方式である。だが、一度接続を許した後に
問題が発生した場合は課題が残る状況

組織内で
仕様中のＰＣ

① ファイヤー

　ウオールによる
　侵入ブロック

URLﾌｨﾙﾀｰで
ゲートウエイに
よる侵入ブロック

スパイウエアが
潜むウエブサイト

　②検疫用

　　　サーバー
　　　　　による
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　をつなげる前に行う
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　　企業内
　　ネットに
　　接続する
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 以上、5Sの清掃・清潔が『目に見にくい問題』をとらえて対策する、という
目的を持つ内容なので、IT 面への応用を例示した。他にも、目に見えないが起
こりうる問題を察知して対策を図るべき課題は企業活動の中に多数ある。例え

ば、図 5-34 に示した、2007 年問題として産業界に話題となっている技能・技
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術伝承問題などは、この種の例だが、このような、5Sの対象とは全く外れた対
象にも、読者の皆様には、ここに記載した内容の応用展開をお願いしたい（な

お、本問題にご関係の方は、筆者著「技術・技能伝承術」工業調査会発行をご

参考下さい）。 
 

図5-33　個人情報保護に対するガイド（例）

不正アクセス

盗難

地震などの災害
システム障害

不慮の漏洩

個人情報データベースなど

　　　　組織面の
　　　安全管理措置

①管理・監視体制の整備
②規定やマネジメント

　　システムの整備
③個人データの取扱を
　　一覧できる情報公開
　　システムの整備
④個人データの安全管理

　　措置の評価・見直し・監査
　　～改善
⑤自己や違反への対処体制

　人的な面の
安全管理措置

①雇用契約時及び
　　委託契約時に
　　おける非公開
　　契約の締結～
　　遵守
②従業員に対する

　　教育、資格取得
　　対策

　　物理的

安全管理措置

①入室（館）管理の
　　実施
②盗難などの

　　防止策の整備
③機器・装置など

　　の物理的な保護
　　システムの充実

　　　　技術的
　　　安全管理措置

①不正アクセスの識別～

　　自動拒絶（含む認証）
②個人データへのアクセス

　　権限や制御
③同上の記録管理
④個人データ移送、送信

　　動作異常確認対策
⑤違反行為のアラーム

　　～リジェクトシステム

 
 

図5-34　2007年問題と現場における重要問題

【変化】　①高度成長期に採用した熟練技能者があと数年でリタイアする状況！
　　　　　　　 ②問題の先送りをしてきたことでつけが廻ってくる危機！

　　　　　　　 ③人件費の圧縮、海外への技術移転、自動化依存、アウトソースへ

　　　　　　　　　逃げる風潮が支障をきたしつつある現実が発生しつつある。

現在と同じ職場で
働きたい
38.8%

現在とは異なる職
場で働き続けたい

15.9%

独立・開業を考え
ている
8.7%

働き続けたいが
具体的には考え
ていない
25.2%

働くつもりはない
11.4%

日本の人口構成の変化

定年退職者のアンケートの例
日経新聞他　

定年後同じ職場で働き
　　　　　　ますか？
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第6章 「躾」対策と全員参画改善への展開 
 5Sで最も重要な対策は「躾」の実践である。そこで、気づきを中心に展開さ
れるこの内容を、再度、解説し、その運用法を例示することにする。 
 

６－１ 5Sにおける「躾」の意義と実践法 

 日本には「形から入れ」という教育法がある。これはこれで有効だが、5S対
策に当たり、図 6-1のような問題を訴える企業が以外に多い。また、JMAに研
修に来られる方の大半が『経営直結型 5S』受講後、「目からウロコです。今ま
でやってきた掃除の繰り返しでは何も成果が出ないことがわかりました。やは

り問題の源流へ遡って問題の原因を除去しなければ経営成果はでませんね！」

というお話ばかりを研修でにいただいてきた。このため、今まで研修を続けて

きたが、皆様には早く、このような状況から早く脱出をお願いしたい。 
 

図6-1 掃除５Ｓを続けても経営成果が出ないわけ

源流対策？

川下対策？

問題
解決？

ある工場の話し
「３年間、時間を決めて掃除して
います。
「では、その成果？」

整理・整頓＝美化の維持
　　　　　　　　と不要物の
　　　　　　　　撤去だけ
　　　　　　　　の継続？
清掃・清潔＝掃除５Ｓ
　　　　　　　　の継続？

シツケ＝マナーと
　　　　　　習慣づけ？

ムダ排除
　との関連？

判らない

 
 
 このような問題が発生する理由、すなわち「3年間、時間を決めて掃除してい
ます。」「では、その成果は？」と問うと「・・・」となる現象だが、多くの場

合、その理由をお聞きすると、①「トップが「形から入れ」ということで何も

考えずに掃除 5Sを続けてきた」という内容や、②「講習会や書籍で見聞きした
内容や、他社で成果をやっていると聞いたので真似た」、③「企業指導者の言う

 146



通りに続けてきた。その結果が掃除 5Sの繰り返しだった」といった内容が多か
った。特に、③の場合、「5Sはムダ排除」と教えているが美化を目的とした例、
また、指導者自身が工場経営の実務経験が無い例があった。この理由を聞いて

納得行く内容だが、この対処では効果が出ないのは当たり前ということになる。 
 

図6-2　躾と仕付けの差

気合い！
やる気！

目的と目標？

写真撮影

改善討論発表会

費用対効果？

仕付；子供の仕付、
　　　　仕付糸。後になり
　　　　必要性が判ること

　「５Ｓは形から入れ！」と
言って、「気合い」や「マナー」
教育を目的に、子どもに適用
する「仕付け」を目的に導入
する性悪説対策５Ｓ展開法　

躾　：　身　＋　美　の合成語　
この意味は、「自分自身が何を
すべきか？味を知って行動する
こと」を意味する。　
　性善説による５Ｓ展開法

ムダに気づき
自主改善を図ること

が躾だよ！

 
 
 世の中には「しつけ」という文字に 2つある。図 6-2にその状況を示したが、
「仕付け」は「子どもの仕付け」や「しつけ糸」に代表されるが、ものごとを

考えずに行ったことが、やがて、やっておいて良かったという内容を意味する。

子どもの仕付けは親が叱咤して教えたことが生育と共に親の教えに感謝する意

味であり、しつけ糸は、先に、止めを打っておいた生地を夢中で縫っても、縫

い代にズレを起こさないノウハウを先輩が教えてくれたことに感謝するという

意味である。この意味を拡大解釈して、「形から入れ」が行き過ぎとなり「マナ

ーや掃除の繰り返しを強いる」出来ない職場の理由は無視して性悪説的に強制

的な 5S行動を理由なく繰り返しさせて行く、という結果が、仕付け的 5Sに疑
問を持たずに続けたという例が出てくるようである。 
これに対し、5Sの「躾」は身＝自分自身が何をすべきか？今、行っている仕
事を理想－現実＝改善ギャップの見方で見る。美＝何が正しい、世界一流の仕

事か？を考えて、自主的に改善を進める。要は、働きながら問題を見つけ自主

改善と共に 3 年で 2 倍の実力向上を図る対策につなげるという行動規範を意味
する。3年で 2倍は、先に解説の通り、1日 0.1%の改善を 25日/月×12ヶ月で
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30%、お金をかけない改善を進める対策である。1.3倍×3年は 2倍を超える計
算であり、この内容はスポーツで言うなら、日々のコツコツ改善が大きな成果

を生む内容を示唆した内容である。 
筆者は、躾が持つ最大の意義を『躾＝自己育成のための気づき力』と定義す

ることが正しいように思う。そのような思いに至った内容は製造現場で最初に

課長の一人として活動した時の経験に基づく、この思いはその後、米国の地で

も全く同じ思いを経験したわけだが、ここまで記載してきた内容を全員参画、

すなわち、従業員の皆様が工場方針に沿って、ベクトルを合わせ自己育成とと

もに自主的な活動が始まらなければ、結局は管理者の命令に従って言われたこ

とをやり、それだけの成果しか得られないからである。このため、管理者育成

の書に「一人では何もできない。だが、一人が始めなければ何も起きない」と

いう示唆がある。 
では、このような内容に参考になりそうな 5S実践事例を紹介することにする。

5Sの躾対策を米国 F社に指導された S先生の有名な指導内容である。図 6-3に
その内容を記載するが、1980年代の半ば、F社では自由な服装で作業する塗装
工程の不良対策が悩みの種だった。その理由は、過去、何度となく対策を打っ

てきたが、キズ不良が一向に減らなかったからだった。なお、不良対策に当た

っては、標準書の徹底、注意書きや張り紙、朝礼での訓示だけではなく、特別

教育や作業監視など多くの手が打たれてきた。だが、どちらかと言うと、作業

者の反発が増すばかりで、本音を聞くと、この種の対策は全く機能してなかっ

た。このような条件の中で S 先生の指導が開始された結果、たった、2 週間で
不良ゼロを得ただけでなく、その後も不良ゼロを継続した。では、S先生が何を
どのように教え、気づきの中から自主性重視の改善を作業者達が行動変化して

いったか？その要点を対話式で紹介することにする。 
S先生が F社の塗装キズ対策を頼まれた時、先生は、黙って話を聞いていた。
そして口を開いた。「お話と問題はわかりました。御社の従業員は優秀な方ばか

りです。ここに仕付け教育法を持ち込み、自主性をつぶしてきた点が問題のよ

うですね。今回のアプローチは結果を見てからご判断願うことにして、お願い

があります」「何でしょうか？」「研修の前に、御社の駐車場に塗装キズ不良の

車のグル－プと、良品の車のグループを同数用意願いますか？」「簡単です。50
台づつに分けて用意すればよいのですね。」「そうです。」「やります！」「もう一

つ、従業員の方を 3 名程度一組として、メモの取れる台紙つきのボード、クリ
ップボードを 1グループ一組ご用意願いますか？」「簡単です。用意しておきま
す」ということで、この品質対策研修会の開催となった。だが、研修生、この

計画を聞くと「また研修か！たまらないな。今度はどんな先生がくるのかな、

いじめてやろうか！」という内容で研修がスタートしたわけである。ここから
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は、図 6-3の手順に従って、研修の模様を紹介することにしたい。 
 

図6-3　躾対策で自律改善を進めた例

良品50台 ペイント不良車50台手順１：「どちらを買いますか？」

顧客志向を知っていますね。
　　　　　すばらしい！

手順２：「どこに、どのような問題がありますか？」

0
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10

15

20
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35

40

45

50

ｷｽﾞ ｶｹ その他

不良

チェックシートの取り方を教えようと思ったが、皆様は
データーを取ってきておられますね、すばらしい！

手順３：「事実分析は？」
こうやってキズがつくのです！
　そうですか？教えなくてもできる

　これは、すばらしい！

手順４：「では、対策討論です！」

アイデア評価は？
①安価、②早くできる（容易）、

③楽しく守れ、続けられる

手順５：「対策は？」

会社支給の作業着を
着用しよう！同じチーム

で頑張れる！

 
  
先生が研修に来て、S先生の第一声は「皆様のような優秀なベテランを教育し
てくださいとの会社の要求ですが、研修を進めるより、まず皆様にお願いがあ

るのですが、あそこに置いてある車を見てもらえますか？」だった。「今度の先

生は変な先生みたいだ」「でも、我々をいじめにきたようではないな」・・「先生

質問があります。」「何ですか？」「お願いと、車を見る、と言うご要求は何です

か？」「お話します。このクリップノートと、止めてある白紙を持参して、3 人
一組でどちらの車を買うか？また、その理由はなぜか？と書いて、30 分後にこ
こへ戻ってきてお話いただけますか？」「簡単です」ということで皆は車を見に

いった。 
20分経たないで皆は戻ってきたが、どのグループも、「こちらの車のグループ
は買うが、こちらのグループの車は買わない。ペイント傷があるから」と報告

した。この話を聞き S 先生は「素晴らしい！」と言った。皆は、キョトンとし
ていたが、次いで、S先生「今日、実は CS(Customers Satisfaction) 、すなわ
ち、顧客志向の講義を皆様にしようと思っていたのですが、この講義内容は不

要ですね」「・・・」「その理由は、皆様にお話しなくても、「こちらの車はペイ

ント傷があるので、買わない」というお話自体が買う立場、すなわち、顧客の

立場で製品を評価されている内容だからです。一般の企業では、「買わない」と

は言いません。いろいろ理由をつけて言い訳をします。だが、皆様は、それを
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なさらず、単に「買わない」とされました。これこそが製品を顧客の立場で見

る行動なのです。今回、この説得をどうしようか？と思っていたのですが、全

く必要無いので、次のステップへ進みたいと思います。その理由は、当然、顧

客志向をご存じの皆様に知っていることをお話するムダを省くという内容も大

きいのですが、加えて、不良は早く退治すると、お客様にも企業にも多くのメ

リットを生むからです。」「･･･沈黙・・・」 
「そこで、次のステップですが、どこにどのような傷があったかをデーター

で示す内容をお伝えしたいと思います」「その内容はこれですか？」と、あるグ

ループの方が自動車の絵を描き、その上に、どこに、どのような傷が何件有っ

たかを示す図を S 先生に示したわけだった。S 先生「どこで、この手法を習っ
たのですか？」「こんなの簡単だよ、米国は野球の国、子供でもスコアーをメモ

することが常識だから、・・・」と話してくれたが、他のグループも同じデータ

ーを示したわけだった。「そうですか！実は、このデーターの取り方を演習問題

と共に教えようというのが第二ステップだったのすが、そう、知っておられる

のですか、それなら、今日はもう研修は終了！」と S 先生は言い。追加事項と
して、「では、今日は終わりです。次回は、この傷がどのようにして、どのよう

な時につくのか？という事実分析の方法を解説しに来ます」といって帰った。

これを見て、塗装関係者は「この先生変わっているな！」「今までと違うぞ」「面

白い、今日の研修では講義中にどうやって寝てやろうかと思ったが、その必要

は無かった」「それより、我々をバカにしたような研修で無かったことが面白い」

「褒められてうれしかったよ」という雑談で翌週となった。 
翌週、S 先生が F 社を訪問すると、皆が目を輝かして待っていた。部屋へ入
るなり「先生、これを見てください」と言って、正にペイント傷発生の現場を

写真で示した。また、その内容は、自由な服装が原因していたが、手につけた

チェインやベルトのバックルで傷をつける状況を示したものだったが、S 先生
「また、教育不要の内容ですね、皆さんは素晴らしい｡今日は第三ステップであ

る事実分析、すなわち、この手法を教えるためにきたのですが、今日も教育不

要であることがわかりました。では、次のステップへ行きましょう」と言って、

先生は、黒板に第四ステップである。討論表を示し、解説を始めた。「よろしい

ですか？この事実、すなわち、問題を発生させない仕事の方法を案出してくだ

さい。縦軸に、A 案、B 案とするわけです。次に横軸に評価基準を定めます。
評価項目ですが、会社はケチというわけではありませんが、どこの会社でも、

実行に移すアイデアは安価なほど採用可能性が高くなります。従って、評価項

目①は「安価なこと」となります。次の項目ですが、すぐ出来る案の方が、時

間をかけて待つ案より良いはずです。従って、②は「容易に実施できる」とし

ましょう。そして、三番目の項目ですが、よく起きる現象ですが、現場の方が
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良かれと思って提案した内容が、実施すると楽しくない、守れないで苦労する

案があると、結局、自分が出した案で苦労することになります。こうなると、

アイデア段階では良かったが、後戻りしてしまうムダが発生します。そこで、

③は「楽しく、喜んで担当者が守れる」としましょう。そして、案の評価は★

で記載し、ミシュランのレストラン評価ではありませんが、本当は★3つの案が
①~③のマトリックスの欄に評価して記載して下さい。これで良い案が見つかれ
ば、第五番目の手順は実施へ向けた活動だけとなります。ここが勝負です」と

いうことで皆の討論が始まった。時間は 1時間程度を予定したが、約 30分、皆
は大騒ぎのように討論していたが、突然、皆は部屋を出ていったわけだった。

先生は不思議に思ったが、コーヒー（ブレイク：休憩）タイムかな？と思って

いると、皆が、F社支給の作業着を着て戻ってきた。S先生が「おや？」と思っ
ているところへ、塗装工程のリーダーが代表する形で話を始めた。「S 先生、こ
の案が最良です。会社支給なので、会社も個人も安い案となります。傷はこの

服の構造で防御してくれます。従って、容易で早く出来る案です。こうやって、

全員が改めて作業着を着て話したことですが、「同じ野球チームのような塗装チ

ーム員は、顧客のために一丸となって頑張ろう！」となりました。要は、野球

でもアメリカン・フットボールでも、同じ制服を着ているからチーム一丸なの

です。・・・」と誇らしげに語ってくれたわけだった。S先生、また、「素晴らし
い」の言と共に、この研修は終了、同時に、塗装不良は、当然のことのように、

ゼロ！また、過去、あれほどマナーや着装を正す注意をしてきたことが、嘘の

ように、塗装員全員が正しい着装をして仕事することと、誇りを高めたのだっ

た。 
筆者がこの事例を米国でお聞きした時、「教育とは、生徒自身が、自分の中に

いる先生を引き出す大切さ」という言葉を思い出した。また、同時に、躾と仕

付けの差を改めて知ったわけである。要は、自ら問題を認識して、自主的にア

イデアを出し、自律的にことを進める行動が“躾”というわけだが、F先生は、
正にこの内容を実践されたわけである（尊敬！）。 
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６－２ 困った問題｢見える化対策法｣ 

（１）現場で困っている本音的な問題を抽出～見える化対策する意義 
製造現場で困っている問題を顕在化させ、全員参画改善を進めた結果、働き

やすい快適職場に高めてゆくことは、5S対策を進める上で極めて重要な対策の
ひとつである。そこで、目にみにくい問題を挙げ、評価~検討した上で、この種
の問題対策を総合的に進める方式を紹介することにする。 
 5S改善で対象とする製造現場の問題は①整理・整頓対象である「目で見える
問題の対策」と、②清掃・清潔対策が対象とする、潜在的問題の発生予防を目

的に行うリスク対策に加え、6-1項で解説したように、③感性に関する目にみに
くい問題の 3種に分けられるが、③は躾対策に関与する問題であり、②同様に、
問題の顕在化～問題の見える化、そして、その対策となる。個人的な問題は別

として、人が仕事をする中で感じる問題は仕事の成果を大きく左右するだけで

なく、チームワークや職制のトラブルから、品質や生産性阻害要因の基となる

例が多い。ちなみに、退職する従業員の理由の 85%が人間関係という報告を見
ても、人が持つ感性が仕事への集中度や改善などに大きく関与することがわか

る。要は、「職場で仕事に関する問題を抱えたままにしておくことは企業として

問題！」というわけである。特に誰がその仕事をしても感じる問題は、その本

質を明確にした対処が、企業側として必要になる。 
 では、この種の問題に対する体験談を紹介することにする。話は古いが筆者

が米国工場へ赴任、3 年間マネジャーとして活動する中から体験した内容だが、
工場建設から立ち上げ、ようやく生産が軌道に乗るかに見えた頃だった。収益

的にも少しプラスになり始めた時、「UAW（米国ユニオン労働組合）に入りたい」
という動きがあった。そこで、その内容を現場で聞き込み調査したところ、「う

ちの会社は人を大切にしない！」という不満だった。このため、UAWに援助を
求めるという内容に対し、多くの処遇を設けているのに、なぜ、このような不

満を従業員が持つのか？再調査した。ここで用いた手順と図化のイメージは図

6-4だった。要は、従業員全員から無記名アンケートを取り、図 6-4の右下に示
したカードを用いた図化法で分析～全員に公開したわけだが、その要点は、「設

備がよく故障する。このため、スムーズな生産が続けられないばかりか、ケガ

の基や、自己育成などが進まない」というたぐいの内容ばかりだった。そこで、

日本へ設備のプロを要請、200名足らずの工場だったが、4名を投入して徹底的
に故障ゼロ化に努力した。この問題は、別途、組合問題とは関係なく、筆者が

リーダーで進めた内容だったので、期せずして、アンケートが集計され、従業

員の不満の根源をつかむ時点と、改善が終了する時点とが一致するという環境

だった。従って、先のアンケートを取って対策を進める人事部門と、筆者が進
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める設備故障ゼロ化対策とは別の活動だったわけだが、アンケート集計内容が

公開され、筆者達の故障対策が紹介されたとたん、「UAW へ入りたい」という

声は全く消えていった。もともと、企業として、UAWに入る必要性を企業も多
くの従業員も考えていなかったはずである。従って、もし、従業員とこの討論

を始めた場合、企業としては大きな方針転換になるばかりか、制度や多くの取

り決めを検討するプロジェクトをスタートする状況が必要だったわけだが、問

題に対し何をいつまでに行うか？また、その進捗と成果がどのようになってい

るか？を公開した時点で、「これほど従業員を大切にする環境づくりを進める企

業なら、UAW入会は関係ない」という内容であることが後日のアンケートで明
確になった。この問題は政治的な内容ではなかったわけである。本質的な問題

の解決を図れば、曲解して表面化する「従業員を大切にしていないのでは？」

という感性の問題が消えるという例である。  
 

図6-4　トップダウン＋ボトムアップ融合化の手順

トップダウン＋ボトムアップ融合法

【手順１】　「会社＋個人の育成」をテーマに
　　　　　　　自由な意見をメモでもらう
　　（具体的問題、希望、強化すべき点など）

【手順２】　「カードが語る」方式で、「名詞＋
　　　　　　動詞」で要求をつかみ名札カード
　　　　　　をつける。・・・・・繰り返し　　

【手順３】　類似の要求をまとめ、グループ
　　　　　　要求内容に「名詞＋動詞」の
　　　　　　グループカードをつける。・・・
　　　　　　繰り返し

【手順４】　５~６件の島になったら、関連図化
　　　　　　し、全体を広げ、大きな図にする。

【手順５】　図に、①直ぐ出来るもの　　　　　
　　　　　　②将来計画で検討
　　　　　　③不可能の区分を付ける
全員に示し、思想と実施内容を明確化する

　あるべき企業の活動
理念、目標、行動指針など

①製品革新、②製造革新
③収益・財務の革新計画
　~人材育成・評価思想

総合目標

最適問題解決手法　　各工程の課題と
　　　　　　　　　　　　　　目標~実行担当

ボトムアップ要求・見える化

 
 
 同じ時期、米国ホンダ自動車、オハイオ工場で同種の問題が発生した。この

例の場合、政治的にホンダへ UAWが介入したい意向も関与した。だが、従業員
の育成や作業環境整備に努力され、現地の評価も高いホンダでは、投票までな

されたが、「UAW へ入る必要なし」という結果が報道された（1990 年代）。同
じ地、しかも、近くで工場を建設～操業を始めた筆者達は、企業や業種が違っ

ても、同じ問題と解決内容があることを知った。 
 以上、つたない筆者の体験を紹介したが、この種、感性に関する問題の影に
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は、企業として解決しなければならない問題、しかも、経営効果に直結した内

容までが関与する例が多い。そこで、以下、この種の問題を顕在化させ、いか

に問題解決を図るべきか？という方法に対し、その後 JMAスタッフと共に各種
の調査を含めて、検討～改良を加えた『テーマ・ポケットマトリックス』を紹

介することにする。 
  
（２）テーマ・ポケットマトリックス作成手順 
製造現場で目に見にくいが、感性に関する「困った問題」や「本音」に関す

る問題は、その本質を探ってみると、意外に経営に直結した重要な問題である

ことが多い。例えば、「作業着が汚れて困る」「疲れて困る」といった問題を探

ると、設備が時々トラブルで止まる事態に、現場関係者が汗みどろになって対

策した結果だった。このように、作業性が悪い職場で無理をして仕事する内容

には改善すべき多くのムダがあった、という例は製造現場では以外に多い。ま

た、当然、改善すべき問題を放置した結果、「ここの仕事はこういうものだ」と

いうあきらめから、先に紹介した事例のように、形が変わった要求として企業

へ不満が寄せられる例もある。このようなことから、この種の問題は企業の問

題としてとらえ、何らかの形で情報公開して、早急な改善を進めなければなら

ない。なお、「困った問題」という内容は従業員の不満だけでなく、顧客や経営

側からもあげてもらい、整理して改善に向ける対策を進めるべきであり、この

種の内容が 5S対策の躾対策であり、気づきの助長を促す対策となる。 
では、具体的な手続きを解説することにする。困った問題は図 6-5 のように
して定義、関係者から集める。なお、単に現場で「困っている問題」と言って

も根拠がないものや評論的で実態の無いものは取り扱いができない。問題の実

態の無いものはムダな時間を費やすばかりか、たとえ気持はわかっても、結局

は解決策を創出することが出来ないし、実施効果さえも評価できないというこ

とになるからである。従って、この種のものは、「評価不可」として、再度、提

出者に返却して意味の明確化を願う手続きとする。なお、このようなムダ防止

のために、皆様には、事前に、記載者に図 6-6 の様式の②に示した内容をカー
ド収集前に記載願うことをお勧めしたい。事例がはっきりすると、①の問題が

③に「改善要求」として、「要は何をどのようにして欲しいかが明確になり、そ

の検討を進める道を開ける」という対処からこの種の記載が出発点となるから

である。 
このようにして関係者にカードを作成を願うわけだが、この手法の適用に当

たって、過去、筆者は、①1人 1週間に 30枚程度としてきた。要は、②どのよ
うな細かな問題でも良いから集める。仕事しながら感じた問題は何でも挙げる、

という方法で問題カードの作成を願うと、③問題発見、気づき力向上という福
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次効果も助長されるからである。問題点を記載したカードの収集が終わると、

今度は、改善要求を明確にして、『テーマ・ポケットマトリックス』という『ア

イデア貯金箱』へこのカードを投入してゆく手続きに入る。 
 

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

困っている問題の列挙と定義の例

具体的にはマネジャーの方々、現場の方々、スタッフの方々、全ての方々から、１人１０件～３０件、
仕事を見直しながらカードに問題を書いてゆきます。問題列挙に当たっては、理想ー現実＝改善点
の考え方を使うと有効である。

図6-5　現場で収集する目にみにくい困った問題とは

カードとして
収集する
（色カード利用） 経営者 スタッフ 現場

 
 

図6-6　1問題1カード式で困った問題を書く様式

①，問題を書く

②，問題に対する１事例を
　　具体的に書く

③，要は？と要求事項を示す。

1問題ー　1事例ー　1要求で記載する例

個人的、家庭の問題は
除き、会社の人間関係を

含め、問題→事例→何を
どうして欲しいか？を書く

改善や
対策は

後で全体を
見てから

検討だよ！

例：例：うちの課長はやる気がない！

事例を聞くと、仕事の伝え方がまずく、

やる気のない課長、と思った、理由だった。

要は、対象は話し方の改善“方法”の
問題であり、“時間をムダにした！”

という内容だった
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テーマ・ポケットマトリックスは図 6-7の左端に示したマトリックスである。
縦軸の 5M＋I は、工場における問題発生要素である下記の英文字の頭文字、5
つのMと Iを示し、次のような内容である。 
人：Man & Woman、方法：Method、計測：Measurement、設備：Machine、
物=設計：Material、管理・情報：Information の略称である。 
なお、横軸は経営効果として知られる下に示す QCDSMを意味する。 

Q:品質、C：コスト、D:納期（ここには T:時間や P：生産性を入れる）、 
S:安全（ここには E:エコ対策を含める）、M：モラル向上（提案件数の増加、自
己研鑽などを含める。単なるやる気は計量出来ないので含めない） 
 

図6-7　アイデア貯金箱に改善要求カードを置くイメージ

テーマ・ポケット・マトリックス
（アイデア貯金箱）へ割り付けた形

集めたカード

要求をつかみ縦軸の
要因（改善対象）と、
改善後の効果をの欄へ
位置づけする

情報・管理

　人

　方法

　計測

　設備

物＝設計

志気安全納期ｺｽﾄ品質
要因

経営効果

＋時間 ＋エコ対策

①問題
②事例
③改善

　　要求

 
 
 各カードの割り付けは枠をまたがった置き方をしないようにお願いしたい。

その理由は対象と効果の判定が曖昧になるからである。要は原因系で縦軸の要

素を 1 件選び、横軸は直接また、できるだけ定量的効果が記載される項目に当
たる 1 項目を選び、このマトリックスでつくられた 1 枠にカードを置くことを
お願いしたい（カードは手書きの文字だけでなく、現場改善を対象とした写真

を用いても良い。改善を対象としたカードとして同じ取り扱いができるからで

ある）。 
このようにして割り付けたカードは、全てのカードを横並びに並べてテー

マ・ポケットマトリックスに入れるには難がある。そこで、次に行う手続きは

ウエイトづけとなる。ウエイトづけは経営側の判断で行うが、ウエイトは図 6-8
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のウエイトを用いて行う。その理由は次のようになる。 
① 重要性が高い×効果が大きい×実施が容易という 3種の評価でウエイトが高
い物を抽出することで、早く成果があがる対象を抽出できるので、改善活性

化を促す。また、改善実施で、困難とされているものも実力向上が消化可能

な案の抽出に役立つ可能性を高める。 
② 重要性、効果とも高いが実施が困難、となった対象は再度、対策案を練るチ
ャンスを与える。 

③ 重要性×効果とも余り大きく無いが実施容易な対象も①に似た形で実施化
を早める評価対象になる可能性が高まる。 

 

①問題　　　
②事例　　　
③改善　　　

　　要求　　

①問題　　　
②事例　　　
③改善　　　

　　要求　　

図6-8　テーマ・ポケットマトリックス上のカードのウエイトづけ

５段階評価によるﾃｰﾏのウエイトづけ

重要性

５：極めて重要
４：かなり重要
３：まあ重要
２：あまり重要
　　ではない
１：全く重要性

　　はない

効　果

５：極めて高い
４：かなり高い
３：あるだろう
２：余り期待
　　出来ない
１：効果無し

容易性

５：極めて容易
４：かなり容易
３：まあ出来るだろう
２：少し困難
　　と思われる
１：不可能である

５×４×４

　ﾃｰﾏ・ポケット・マトリックスの各枠の大きさは限られ、一カ所に
たくさんのﾃｰﾏは置けない。また、経営的には、重要性が高く、効果

も大きく、早く出来るものを上にした方が、実施面でも有効である。
このため、次のようなウエイトづけを行い、ランクの高いｶｰﾄﾞを上部に
置いて行くわけである。

①問題　　　
②事例　　　
③改善　　　

　　要求　　

カードを見直して

ウエイトを書く

評価の後、
企業方針に
従って抽出

～実施へ

 
 
改善活性化の成否はスピードが決め手となる。すなわち、経営トップが評価

した小改善をスピーディに進めると、また、あらたな改善テーマを発掘する。

過去に見捨てられかけたテーマを再度ブラシアップし、現場関係者は、また新

たな問題解決の切り口を見つける行動を促すなどの効果や、他のグループが楽

しく改善する状況や表彰される環境の中で、多くの人が改善着手を始める(刺激)
につながるからである。さらに、多くの改善から新たなヒントを得るなど、更

なる改善の着手を促す効果もある。 
 次の段階は、テーマ・ポケットマトリックス上で評価選定されたテーマを実

施に向けた軌道に投入する対策となる。なお、ここに投入資源、すなわち「改

善テーマを限られた人員・時間・予算で効率良くすすめるべき」という課題が
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出てくる。そこで、ウエイトづけが終了し、次に行うことは、工場方針に従い

ウエイトづけされたカードから方針に合う対象を抽出する手続きに入る段階に

移る。また、この手続きで得た対象のカードには効率よくスピード改善を進め

るため、最適手法の設定を行うという整理を行う。この状況を示したものが図

6-9の右上の抽出したカードを対策手法毎に分類する対策である。 
 

　図6-9　改善選定カードの実施～効果見積もり
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 このようにして選定したカードは各工程に割り付けて実施へ向けるわけだが、

この状況を図 6-9 の左側に示した。このマトリックスは横軸に工程、縦軸に改
善手法を記載したものであり、カードはこのマトリックス上に割り付けると同

時に、もし、手法面で見て、他に類似の改善内容が他工程にあれば改善策を追

加ものがあれば追加する。さらに、例えば、金型加工工程において、仕上げ作

業で努力する内容が限界設計の精度をあげるということを行う。この例として、

例えば、NCなどの加工精度をあげることにより仕上げ工数が低減できるようで
あれば、この種の内容を追加施策の形で加えるという対策検討を行う（この種

の検討を“工程間のわたり対策”という）例がある。このように横軸では、ま

ず、1つの改善手法に対して各種工程における課題の検討と追加を図ることによ
り、より現場改善が進む策を練るわけである。 
次に、縦軸の検討に入るが、１つづつ、手法毎に改善策をマトリックスに割

り付けた後、今度は、工程毎に縦に見て、各改善対象のカードが、本当に有効

な手法か否かをチックする。要は限られた資源で最良の効果をあげるための検
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討～対策を図る段階に入る。なお、このマトリックスの各枠によっては数枚の

カードが割り付けられることが多い。この場合、表面にもう 1 枚カードを追加
して、その下に存在するカードの項目を記載すると同時に、改善効果を見積も

りした集計値を記載する。以上の手続きで実施内容と各テーマの割り付け、さ

らに、各カードの改善見積もり値がマトリックスの各枠に記載されるが、図の

下に記載した逆三角形の図はこの内容を川の流れを集めるようにして集計して

行く様子を示したものである。また、このように集計すると、①個々の改善は

小さな改善効果だが、②集めた結果が、どのように経営予算に関与するかが計

算でき、経営貢献度も数値評価できる構成となる。このため、③逆に個々のカ

ードを改善担当する側から見れば、改善を行った内容が企業にどの程度貢献す

るか？といった内容までわかる。ここで、個々のカードの改善見積もりだが、

多くの場合、既に工数低減や不良対策などで効果金額が確実に見積もれるもの

（固いカード）と、実施して見ないと確実な成果が見積もれない対象がある。

この種のものは括弧づけして見積もりを粗く行う（柔らかいカード）ことによ

り、確実な効果見積もり内容と区分する。この種の処理に余り時間をかけず、

実施を早めることを目的に効果算定を行うことが、この時点では有効な手続き

とお考えいただきたい。その理由は、実施を早めることが、この手法では重要

な対処としているためである。このようにして、多くの改善案を実施へ向ける

手続きが終了すると、実施からフォローアップの場に局面は移る。 
 では、図 6-10に改善のフローアップを『目で見る管理』で行う方法を示すこ
とにする。図 6-10の左側は先のマトリックスと改善結果の集計だが、実施に移
って異なる点は、個々のカードの見積もりから、今度は、実施で得た実績の集

計となる点である。実施の結果得られた値は、まず、個々のカードに計画／実

績の形で記載して行くが、この際に、終了したもの、計画通り進行中のゾーン

と個々のカードに緑色の色ベタカードを表面に貼るなどして終了の状況を示す

方式を推奨したい。黄色いカードはこれから注意しておくべきもの、また、赤

いカードは遅れているものや、何らかの理由で中断した内容を示すが、この種

の表示により、大略だが、一覧で工場全体の進捗状況をつかむ様子をイメージ

として示すことが出来る。なお、当然だが、各カードは実施が前提となる。実

施内容は、簡単な改善は除き、5W1H 式の実施計画～フォロー表が必要なもの

がある。そこで、このために必要な、実施計画の記載～フローアップ可能な様

式を図の右側に示した。 
以上の内容は 21世紀に入る間前、JMA・TM（チームマネジメント）研究会
メンバー各社で研究～実施を図り、21 世紀に多くの企業で適用を願った手法だ
が、5S対象となる小改善や泥臭い改善、さらには、目に見えにくい現場で困っ
ている問題の抽出～明示～対策に大きく役立ったのでここに紹介した。この方
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式を実施した企業では、例えば、安全や環境面の対策、さらには、人材育成な

ど改善効果は少ないテーマも多かった。だが、このマトリックスの利用で、ト

ータル原低という形で、その種のテーマも実施に移せた結果、人的には職場で

やる気と働く場が綺麗になり「やる気が出た」「アウトソースの方々を含め定着

率が上がった」という目に見えない効果までが創出された。この意味で、読者

の皆様にも活用を願いたく、ここにテーマ・ポケットマトリックスの要点と利

用方法を紹介させていただいたが、5Sには目に見にくい問題を扱う手法、また、
気づきを促す意味合いから“躾”の対処として扱ってきた意味もお感じいただ

ければ幸いである。 
  

図6-10　ボトムアップ改善結果集計の状況

改善フォローズとして活用
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６－３ 目にみにくい問題 気づき対策の例 

先に解説のように、躾対策はマナーや挨拶だけではない。この種のものは、

企業人であれば新入社員時に十分に身につけているわけであるから、本書の躾

対策は問題を気づき、この種の内容が企業で残存する内容を含め、その種の行

為が出来ない理由を探りつつ、本来の躾である「身＝自分自身、美＝何が正し

く、産業界で一流の行動か？」を中心に、4S（整理、整頓、清掃、清潔）問題
を効果的に進める行動様式を示してきた。そこで、ここでは、6-2項で紹介した
内容を一つの流れとして活動した内容を事例的に示し、“躾”という改善技術を

具体的に製造現場で活用する題材としていただくため手法活用の例を示すこと

にする。テーマは「トラック運転手の方々が働く流通センターにおける改善」

とさせていただくが、JMAの S・専任講師がM社にお邪魔して改善支援を行っ
た例を用いることにする。 
A:「S先生いらっしゃい。今日はよろしくお願いします。」 
S：「いや Aさん、御社では経営直結型 5Sを現地で指導して欲しい、特に「“気
づき”を中心に現場参画改善を進めたい」というお話だったので私が来まし

た。トラック運転手の皆様は元気も人一倍とお聞きしますので、試験を受け

るようです」 
A:「そうです。安全運転と元気だけは誰にも負けない皆さんです。なお、余り
難しい話をされると、寝たり、部屋を出るので、その点だけはご注意下さい」 

S：「どこでも同じです。立派な理論より身近な改善、自分たちが楽に働ける職
場づくりなら協力が得られますが、・・・お話によると、掃除 5S で大きく反
感をかったようで、その後なので、研修はともかく、実務で問題を検討しな

がら手法を使っていただく方式で実務研修を行います」 
A:「先の打ち合わせ通りですね、まあコーヒーでも飲んでからお願いします。
その間に皆を部屋に集めますので」・・・・ということで M 社の改善をスタ

ートした。 
【ステップ１】現場で困っている問題の列挙 
「皆様おはようございます」「おはよう！」「さすが元気ですね。やる気のグ

ループで実務研修させていただくことは私に取って幸せです。JMA・の Sです。
私も皆様とは違う現場で働いてきて、今は各社の支援にお邪魔しています。こ

の意味で大先生ではないので、もし、ご不明の点や意見があれば是非遠慮無く

お願いします。さて、さっそくですが、お願いした 1人 10件、職場の問題点を
持参願っていますか？」「用意周到でガス！だな」「さすがです。では、始めま

しょう。今から行う方法の解説は皆様のカードを基に、行います」「ステップ１

はカード作成ですが、既に一部を拝見しましたが、皆様全員が図 6-5,6で記載し
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た内容を持参してきたため、ここでは、この作成法やチェックは省略します」

と S先生は言い、第 2ステップの実施に移った。 
 
【ステップ２】テーマ・ポケット・マトリックスへカード割り付け 
 「では、問題のカードをこの表に割り付けます」と言って S 先生は大きなコ
ピー用紙を広げた。その内容は図 6-11の左上に示すテーマ・ポケット・マトリ
ックスだったが、先生はこの図表を解説した。 
 

図6-11　トラック運転手職場の改善
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「この縦軸ですが、これは問題発生要因といって、皆さんが持ってこられた問

題の対象が何なのか？を示した物です。そして、会社は経営効果をあげなけれ

ばなりません。経営効果とは、皆さんの仕事が安全、確実、楽で早く楽しくな

る士気高揚を始めとして、会社だけでなく、顧客や、このところ運送業に要求

が厳しくなされている地球温暖化対策を含めた社会への貢献を意味する内容で

す」「そうか、この問題を解決して、自分が良くなり、会社も社会貢献も良くな

る意味を解説したいわけだね、先生」「そう、その通りです。Tさんの説明で私
は、もう説明を追加する必要がなさそうです。では、早速、カードがどこに位

置づけられるか？を整理するステップに入ります。今日の状況では、1件の例を
やってみれば、後は、皆様で出来そうなので、そうします。だが、質問や困っ

た時はここにいますので呼びつけてください」と言って S 先生は早速、カード
の割り付けのお手本を示した。例は『トラックの荷台の壊れが多い』というカ
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ードだった。「このカードですが、問題は「危ない作業はなおすべき」とあり、

事例が「○○トラックの荷台の端が壊れていて、危うく足を滑らしケガをする

とこだった」という内容です。従って、改善要求の内容は『トラックの荷台の

壊れ対策でケガを減らすべきだ』となりますね」「そうです。そのカード私が出

したカードですが、S 先生の解釈で OK です。では、カードはトラックという
設備なので、縦軸は設備の欄として、次は横軸ですが、これは、安全対策です

ね！」「そうなります。先生、安全対策すれば、ケガの費用もかからないし、我々

仲間がケガすることで、安全教育の注意や書類の作成など時間や士気まで関係

しますが、安全という枠だけで良いのですか？」「良いです。原因と結果、波及

と言って、荷台の壊れという原因の対策をすれば、ケガをしないという直接効

果となります。その他は、その対策を進めることで付帯的と言いますが、風が

吹けば桶屋が儲かる式になってきます」「それ落語にあるはなし？」「そうです。

風が吹くと目にほこりが入る。道路に灰をまく人がいると風で飛ぶ、これが目

に入るわけです。目にほこりが入ると、失明する方が生じます。そうすると、

失明者はあんまさんを業にしなければ暮らせない。仕事だけでは面白くないの

で、自宅で三味線を弾いて時間を過ごす人が多くなります。三味線は、あの箱

のところに猫の皮を張ります。すると、野良猫が捕獲され、町に少なくなる。

すると、ネズミが増えるわけです。ネズミは風呂先の穴から風呂に入り石けん

や桶をかじります。となると、桶屋の活躍です。桶の修理で大忙し、当然、売

り上げ倍増以上となり儲かるわけです」「そう、その話し」「そうでうね。この

話は、原因は、当時、練炭やかまどの灰を道に捨ててはいけないという法律が

あった時代の話ですが、原因は「灰をまくな」であり、それに続く内容は波及

効果という内容をうまく説明しています」「わかった。これなら俺たちに出来そ

うだ」・・・・という対話で、研修生の皆はテーマ・ポケット・マトリックスに

カードを割り付け始めた。途中、S先生が注意として話した内容は「問題の事実
はお話された通りですが、カードに記載された内容とお話がずれているので、

今、話された内容をカードに記載してください」「今あげられたカードには 2件
の内容が入っていますね、このカードは 2枚に分けて記載をお願いします」「テ
ーマ・ポケット・マトリックスはアイデア貯金箱です。まず、この貯金箱には

改善要求がどうなっているか？登録することが目的です。従って、評価は後、

また、今、お話に出た対策案の検討は、このステップが全部終わった後で行い

ますので、ご安心ください」と話しただけだった。 
 
【ステップ 3】個々のカード評価：ウエイトづけ 
 「ご苦労様でした。さすが、実務をなさっているだけに実務的な内容でまと

まったと思います。では、次のステップに入ります。このマトリックス表です
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が、枠が小さくひとつの枠に数件のカードが重なって入らざるを得ない状況で

す。そこで、ウエイトづけをします。テキストの 2 ページに評価の仕方が記載
されています」と言って S先生は図 6-8を解説した。「各カードに記載された改
善要求テーマの評価は、ここにあるように、①重要性、②効果、③容易性の 3
項目で行います。例えば、『トラックの荷台の壊れが多い』そして、要求は『ト

ラックの荷台の壊れ対策でケガを減らすべきだ』でした。いかがでしょうか？」

「会社の方針は『コスト低減正しいやり方、安全第一、自分と家族』だがこれ

から見ると、S 先生①の重要度は 5:極めて重要でようガスか？また、②の効果
はやはり直せば良いだけで効果が大、そう 4 程度かな、また③は時間さえあれ
ば大工仕事で出来るから③は 5：極めて効果大となるのでは？」「OKです。今、
お話のようなやり方で全てのカードをウエイトづけした後、お願いしたいこと

は、①×②×③のカードのウエイトの高いものを上に置いていって下さい。こ

のようにした、結果は、重要性と効果、容易性が大きいものは早く出来るし、

早く実施して効果が確認できるので改善スピードを上げるはずです。ただ、①

～③のかけ算は不要です。意味が無いからです。要は、各カードの取り扱いを

評価するのであって、かけ算の数値は○○円利益が出る、といったような意味

を持ってないからです。」「OKでガス。お任せを、S先生！」と言って、これも
わいわいガヤガヤしかし、短時間で終わったので次のステップへ進むことにな

った。 
 
【ステップ 4】企業方針に従った実施候補カードの選択 
 多くの企業では企業方針や予算が毎期決まって、テーマ・ポケット・マトリ

ックス上に記載されたカードはその方針に従って行う。だが、今回M社の方針
は「ボトムアップ要求を解析して、重要なものを効果の見える化と共に示し手

欲しい。要は、会社の方針、『コスト低減正しいやり方、安全第一、自分と家族』

は皆が知っているので、制限を置かずに本音で問題としている内容をオープン

にしていただき、この内容を企業経営の重要度で示し、皆が情報共有の形で改

善活性化につなげたい」という要求がM社より S先生に、事前になされていた。
そこで、S先生は重要性×効果×容易性の高いカードを会社方針という概略的な
内容でM社の従業員の方々に選んでいただき、それを皆と討論しながら、図6-12
のように仕上げた。要は、単に、カードを選ぶだけでなく、企業の立場で問題

の重要性を『見える化』する対策に入ったわけだが、この説明と討論の過程は

省略することにする。なお、図化の手順は次の通りとなった。 
① 縦軸に費用面で効果算定が可能な内容を棒グラフで示す。 
② その上に、数値化は難しいが、感性に関する問題の大きさを波線でイメー
ジとして追加した棒グラフをつくる。 
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③ 現在、仮の形だが、テーマを担当するグループや関係者名を記載する。 
④ テーマ担当のリーダーも仮だが明記することにより、誰が、各テーマの実
施をすることが有効な改善となるかを示す。 

⑤ 目標とするテーマ対策内容、例えば、荷台の壊れの修理問題は半減以下、
期限はいつまでか？を仮の状況だが記載する。 

以上、図 6-12の図化でわかることは、①どの問題が企業や職場内で大きいか？
また、②コスト、品質、納期・時間、安全・エコ、士気に関する改善内容を経

営一本化して（区別なく、企業における問題の重要度を）示す内容となる。そ

して、③その重要性には、数値化が難しいが、感性に関する内容も経営面での

重要性を同時に表現することにより、全員が、各テーマの重要度を知り、合意

を得た形で対策を進める『見える化』資料づくりとなる。なお、この図は QC
サークルで行うパレート図に似ているが、成果に累計グラフは不要とする（集

計の意味が無いからである）。 
 

図6-12　トラック運送職場の問題をウエイト図化の状況
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 このように、研修者やM社の経営トップの話を聞きながら S先生は問題の程
度を図化していったわけだが、「これは、わかる！良い点は、コスト、環境・・

が一覧で見えることだ、今まで、品質は品質委員会、安全は安全委員会、資材

は資材グループという個々の会議で検討してきたが、この図があれば、関係者

はわかるし、企業として、何から手を付けるべきかがわかる！」という評価を

得た。この種の『見える化対策』は企業内で合意と情報共有化につながること
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を S先生は確認したので、次のステップに入った（『見える化』は、『わかる化』
から『出来て効果を得る化』へ進むべき工程に入って、始めて経営効果が出る）。 
 
【ステップ 5】最適手法の割り付け～各工程への展開・改善実践～効果創出 
 改善手法の割り付けと、各工程への割り付け、そして、フォローアップに関

する内容は、先に図 6-8～10 で示した通り、また、ここでは、M 社の宿題とな
ったので、ここからは、この解説は省略して、具体的なテーマの対策方法を紹

介することにする。 
 「図 6-12で、抽出したテーマの状況や、これから改善テーマを担当される方々
の状況までが明確化されました。後は、テキストに従い（図 6-8～10）進めて行
けばよいわけです。この進め方は簡単、また、御社のスタッフの方には、先の

研修で実践されていますので、御社にお任せする（宿題）ことにします。要は、

今日中に、また、私がここにいる内に、皆様に直接関係する内容を例に、具体

的な改善の進め方をお話した方が、御社に呼ばれた意味が大きいので、一つの

テーマを基に、その具体策づくりを実習の形でお話しながら、実際の改善案作

成のサンプルをつくってみたいと思います。それでよろしいですか」「その方が

ようガス。協力しましょう」 
 それでは、また、『トラック荷台の壊れ』のカードをサンプルにします。この

テーマを一番早く解決する手法は何でしょうか？」「そう安全解析では？」「そ

の通りです。では、皆さん、現場へ移動しましよう。討論しているだけでは、

面白いかも知れませんけれど、改善はブレーン・ストーミング的になり、実態

と異なるアイデアになる危険性があります。安全対策は、不良対策、設備の故

障対策や環境問題の対策と同じ『事実に基づくアプローチ』が大切です。要は、

問題発生メカニズムを現場でとらえ、現場で改善策を練る三現主義（現場へ行

き、現物・現象をみて、現場で対策）の活用が重要です。では、現場へ行き、

皆さんと問題解析～改善追求をしましょう」「ようガス。その方が我々にもわか

りよい」と言って皆はトラックの積みに台のところへ行くことになった。 
 「ここが積み場ですか、整理・整頓は完璧ですね」「アタリキヨ、本職は現場

を綺麗にムダ無く作業さ」「さて、先ほどの問題は」「ここさ、これ見てよ！先

生、用意しといたわけじゃないが、トラックの積み荷の荷台壊れているだろ、

しかも、段差がある。従って、このように滑る危険があるわけさ」「危ない」「大

丈夫さ、いつも気をつけているから」「しかし、直す必要がありますね」「その

前に、この状況を放っておくとどうなるのでしょうか？」「積み荷はより積みに

くくなる」「なるほど、だが、頑張っていただいたとして、その積みにくい状況

を放置したままにすると、どういう問題に発展しますか？」「そりゃー、注意し

て仕事するが、やりにくい仕事は、先生、時間図ってみてよ」「ハイ、なるほど
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通常のこちらから回るのに比べ、また、やりにくい仕事が 20%も時間を多くし
ていますね」「そうでしょ！だから、この状態で 100個もトラックに荷物を積め
ば、1時間以上の時間がかかる。しかも、トラック作業は時間と余裕のトラック
がない。そういうわけだから、お客様への配達が遅れる」「それを放っておくと」

「当然怒る」「そうですね。怒るのを放っておくと？」「もう 2 度とわが社には
配送を頼まない。トラック業界は熾烈だ、こうなれば、赤字、リストラだって

起きるぜ！」「そうですね、それは大変なことです。会社の問題といっても、ト

ラック配送担当されている方の責任になることが、仲間や会社に及ぶわけです

か」「そうなるな、だが、今までそれほどこの問題が大きいとは思っていなかっ

た。皆そうだろ」「そうだった」「では、この悪影響を図にしてみましょう」と

言って、S先生は製造現場にあった黒板にその内容を記載していった。この内容
は図 6-13の右側だが、小さく見える問題が、いかに顧客や企業に影響が出るか
を示す内容となった。 
 

図6-13　５W分析による影響度・原因分析過程
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 また、S先生が「なぜ？」と理由を聞くと「仲間（ワル）が、また、飲み屋に
誘った結果、もう帰るというに、もう 1 件と迫られ、結局、夜の 2 時を過ぎる
こと度々だった」という答えだった。M 先生「飲酒運転禁止の目で見ると、大

酒を飲んで帰り、熟睡しても、8時半まで 6.5時間程度では、全くアルコールは
抜けないので、事故ばかりか取り締まりで検挙する危険があるのですが・・」

というと、ここまで黙っていた Dさんが、「いや、知っている。だから、私は途
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中から水を飲む。家に帰るときはシラフさ、だが、あいつは休暇だろ、とこと

ん飲む。昔からの友人で酒癖も問題なのでつきあってしまうのさ」という内容

だった。「さすがプロですね」「皆、同じです。わが社では」との内容だが、「こ

の解では答えが難しいですね！さて」と S先生が言うと、「簡単さ、あいつには
天敵がいる。その男をつれて行けば、1,000 円を店に先に出し、「もう帰ろう。
家で飲め」と言う。そうすれば、深酒にならない。しかも、彼は E さんと、同
じシフトだ」「そうだな、そうしよう」ということで、この問題もプロになると

解決法を持っていることをS先生は学んだ。「うまい手があるものですね！拍手」
となったわけだった。 
 この種の対策は現場検証で的確な原因追及が必要である。現場での改善検討

とは言っても、人には限界があり、どうしてもブレーン・ストーミングとなり

勝ちになる。そこで、S先生は「現場検証はクレーンが揺れる。だが、トラック
の荷台にキズがつかない策を考え現地で改善検討しましょう」と言って、今度

はメモを持ち、解析、図 6-14のように皆で改善を進めた。M社へ行く前にビデ
オを用意していたので、現場で状況をつかみ、部屋へ戻って、休憩時間後に、S
先生のまとめとなった。 
 

図6-14　原理図化法による原因明確化～改善追求まで
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 「今日はご苦労様でした。一応、現場・現物改善の仕方をテスト的に行いま

したが、休憩時間でまとめた現状分析～皆様とつめた改善案をまとめた結果を

示すことにします。左側は現状です。では、テレビで模擬的にテストした結果
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を紹介します（テレビ放映）。次に、現場でメモした、皆様のご尽力で得た改善

案を紹介します。これが右側です。いかがでしょうか？アイデアは①効果が大

きい。②楽で早くできる。③実施後、本音で楽しく続けられるという内容にな

ります。これがアイデアの評価基準というわけです。では、例として、縦軸に

アイデアを書く、横軸に評価を書く。極めてよいは◎、まあ、よいは○、問題

ありは△を枠内に理由と友に書きますが、3案ほど、良いものを選定してくださ
い」・・・・このような評価の結果、結局、M社では、費用対効果の関係で、一
番有効な案という形で、トラックの積み荷平面とステップの高さを合わせる案

と、トラックの台の端に衝撃防止強化プラスチックをつけることになった。 
 以上、5Sの躾を改善と共に示した。M社でこの実務研修の後、大きく改善が
進み、現場はより一掃の美化が得られ、目に見にくい多くの問題が解決へ向か

ったわけである。 
 以上、躾対策に対する全員参画改善を実践した一例を紹介したが、読者の皆

様には、この内容を種に経営＋現場関係者に効果がある 5Sの実践をお願いしな
がら、しめくくりとさせていだだくことにする。 
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あとがき  

 5S対策で重要な点は、改善を進めた結果、美化を得る点にある。逆に、工場
で美化が得られないのは、背面に何らかの問題を抱えているからということに

なる。美化を得るだけなら、掃除をすればよい。だが、掃除の繰り返しはムダ

となる。従って、この点に気づいて発生源対策を図り再発させない状況をつく

る対策に行動を移すことが本来の5Sということになる。本書はこのような観点
で多くの企業で進めてきた問題解決法を事例と共にまとめた。  
 だが、この種の活動には5Sの“躾”の考え方と実践が必要になる。そこで、
筆者が最初に5Sと出会った話をここに紹介し、工場を美化する大切さの題材に
なれば、と考える。以下に紹介する話は、過去、日本を襲った大不況の時、H
社でT工場長が訓示した内容であるが、話の内容と工場で仕事を進める改善の
基本は今も変わらない内容を持っている。特に、魂を入れたモノづくりに欠か

せない内容が、この話に全て集約されている。このような意味合いから、本書

には記載しなかった精神活動面な活動という側面でこの話が読者の皆様の参考

になれば幸いである。 
訓示：【魂を打ち込んだ仕事】  
世の中に万年不況というものはありません。・・・・中略・・・  
人間、誰しもうぬぼれない人はいません。おれは今まで一生懸命やってきた

んだ！うまくゆかんのは景気のせいである。あるいは、他人のやり方が悪いん

だ、と考える気持ちは無いでしょうか？よく足元を見てください。まだ、我々

が至らない点が沢山あることに気が付きます。不景気は、この自己反省を促す

べく、そして、さらにもっと人間本来の使命にまい進すべく、天が戒めを下さ

れていると考えて下さい！この戒めを悲しんだり、力を落として何もしないの

は天の思し召しにかないません。私どもは、この不景気に直面して、ひたすら

仕事に精進して、今まで至らなかった点を改め、大いにまい進しようではあり

ませんか！ 
先日、工場を見学されたお客様、技師の方から、次のようなお話がありまし

た。「おたくの会社ではこんなレンチ、ドライバーや計測器の扱いをして仕事

されているのですか？ボルトやネジをいためる道具、汚れた計測器で良い仕事

などできるはずが無いと考えます。従って、注文しようと思っていたのです

が、止めます」というお叱りをいただきました。恥ずかしい話です。同時に、

実にありがたいご忠告ではありませんか、私どもの不行き届きの内容、心臓を

突き通すお話であると思います。皆さんが使っている工具や計測器を早急に見

直してください！ 
「なんだ、そんなことまで工場長がやかましく言うのか？」と思うなら、ま



た、「全部、新しいのと取り替えればよいのではないか！」と思われるかも知

れませんが、まあチョット待ってください。必要なら新しいのと取り替えます

が、全体、取り扱いが乱暴な点はありませんか？各人がオマンマ（食事）いた

だいている道具の可愛がりようが不足していませんか？会社が損をしても、会

社に注文がこなくても、仲間が失敗しても、不良をつくっても、結果は皆、自

分にかえってきます。天にツバすると言うものです。不景気をかこつ間に、こ

の不景気と、お客様からいただいた忠告を生かし、一同揃って、計測器や機械

と道具を大切にしようではありませんか！  
・・・訓話のその後・・・・ 
この前に、清掃と整頓について皆様にお願いを致しました。皆様のご賛同を

得て工場は著しく改善されました。しかし、まだ、清潔と整頓に不十分なとこ

ろが大分あります。不況時にお客様に工場見学を願うのは容易ではありませ

ん。いろいろ苦労され、やっと向上を見にきていただいた方々に、ほこりのた

まった製品をお目にかけて説明するくらい気がひけるものはありません。よく

繁盛し、信用のあるお店のどこに商品の上にほこりがたまっている店がありま

すか？よく気をつけて見ますと、それらの店では店員が品物を売る前に絶えず

掃除と整頓をしています。我々の工場の見学とは、お客様を我々の店へ案内し

ている状況と全く同じであります。お客様に仕事をしているところを見ていた

だく時は「ご入用の機械は私どもでこんな丁寧に、気持ちを込めて製作してい

るのでございます」ということであり。お客様がその状況をご覧になって「ナ

ルホド、ここなら大丈夫だ！」と関心をいただいて、始めて、ご注文がいただ

けるのであります。今、私どもが手がけている製品は、そうした信用をもとに

モノづくりをしているわけです。千にひとつ、万にひとつもゴミやほこりを製

品や、それをつくる機械や道具につけるまい！この精神で、もうひとつ、頑張

りをお願いします。・・・ 
事後談だが、この訓話の内容が実行に移るに従い、H社では、大不況にもか

かわらず受注を伸ばしていったため、当時、この話は各社で話題となった。  
以上、顧客の立場から工場と仕事を見直すという観点と共に、H社の方々は

考え方を整理され、問題の原点対策に取り組んだわけだったが、5Sに着手する
とき、筆者が最初にこの話を関係者に伝えたことが、後の動きに大きく作用し

たので、当時を思い出し、ここにその内容をまとめた。  
 



表 4-3-① 問題発生原因を除去する（是正）対策書様式（例１） 機械加工をする職場 
１、問題・テーマ名： 機械加工職場の５S対策 
           特に、動作のムダ、資源のムダ面から 

発生・改善の期日 
△年○月×日  

記載者(担当)： 
  山田 三平 

承認： 
（C）中村茂弘 

４、ISOを中心と 
した項目区分 

 影響と問題のチェック (各種ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用のこと
（例）環境：使用禁止物質など) 

①ISO9001 
(品質面) 

No．①の例が示すように、治具、工具が乱雑、機械の 
汚れは(強制劣化)は不良発生の基になる 

②ISO14001 
(環境面) 

No.③の油こぼれ→流出は地球環境上問題。掃除道具も、 
No.②の不要物もゴミ問題になる。 

③ OHSAS 
(労働安全・衛生) 

油こぼれ、油飛散は安全(目)の問題に関係する。 

④ その他 
（原価面など） 

No.①～③の合計は59時間÷8H＝7.4日に相当＋1万円 
（不要物廃却費用＋掃除道具）＋油代など 

２、問題の状況(現場へ行き、現物・現象を確認して、写真と 
       共に、図で要点や問題点を示して下さい。） 
           ②問題の要点と問題の構成・ﾒｶﾆｽﾞﾑ 
①写真           解析結果 

 
 (撮影年/月/日) 
 

⑤ 改善案とその対策効果（集計値）／費用～投資利益率・回収期間計算値 
費用＝投入 1日 8時間。効果＝上表の④５９Hｒ＋1万円 
10倍以上の利益効果が期待される。回収期間＝８÷５９Hr＝0.1ヶ月内 

 
３、問題と悪影響の程度 
No  項 目  問題と程度 非定量的問題・影響 

５、改善案と対策内容（図、または表で記載する） 
 写真②の台は溶接で改造 写真①は棚の整理   切り粉飛散防止対策 
                   手が届く 
                   範囲に 
                   必要 
                   機材 
                   設置 切り粉飛散カバー設置 

① 
 
② 
 
 
 
③ 

棚の整理 
動作改善上 
手前の台 
不要物、他 
動作改善 
 
切り粉飛散 
 事後掃除 
 

10秒×10回×22
日×12ヶ月＝７H 
不要物 5000円 
掃除工数 10分×４
回×12ヶ月＝８H 
 
掃除 10分×22日 
×12ヶ月＝４４H 
掃除道具費5000円 

美観が悪い。不要物と

問題工具の放置など 
台の高さが様々であり 
上下動作の改善要す。 
台の下が棚に活用可能 
 
美観と靴底の磨耗が 
早い。 
切り粉に付着する油は 
スリップの危険あり 

６、実施効果とその確認(実施日／効果確認期間などを記載する) 
 平成○○年○月○日設置 3項目により目標通り、全て改善された。 
 ３ヶ月後のフォローの結果、問題の要因は撲滅され、所定の成果を得た 
 ことを確認した。 (印)○○ 

① 奥の棚がエアーレス（空気の

置き場）になっている。整理、

ものの取り扱いがし難い。 
② 手前の台の下は整理が悪い。 
③ 切り粉を床に飛び散らかして

から掃除する方式である。 
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表 4-3-② 問題発生の原因を除去する（是正）対策書様式（例２） 
２、問題・テーマ名：天ぷらをあげる現場 
 

発生・改善の期日 
 ○年△月◇日  

記載者(担当)： 
 目黒 太郎 

承認： 
 （ｃ）中村 茂弘 

４、ISOを中心と 
した項目区分 

 影響と問題のチェック (各種ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用のこと
（例）環境：使用禁止物質など) 

①ISO9001 
(品質面) 

揚げ粉の歩留まり３％の損失 

②ISO14001 
(環境面) 

ゴミの増加と捨てた粉の腐敗によるカビ、虫の発生の 
危険を含む。 

③ OHSAS 
(労働安全・衛生) 

環境の乱れ、汚してから対策する考え方が衛生や士気 
安全の問題に波及する危険性をはらむ。 

④ その他 
（原価面など） 

揚げ粉、ｱﾙﾐﾎｲｰﾙ代、掃除時間が直接費用として無駄 
掃除 1分×22日×12ヶ月＝4.4時間のムダ 

２、問題の状況(現場へ行き、現物・現象を確認して、写真と 
       共に、図で要点や問題点を示して下さい。） 
           ②問題の要点と問題の構成・ﾒｶﾆｽﾞﾑ 
①写真           解析結果 

 
 (撮影年/月/日) 
 

⑤改善案とその対策効果（集計値）／費用～投資利益率・回収期間計算値 
 天ぷらのタレ(材料)が入った容器と揚げる場所を近接させる。費用はゼロ 
 もし、熱影響があるなら、容器を断熱性の高いもの、形状変更する。 

 
３、問題と悪影響の程度 
No  項 目  問題と程度 非定量的問題・影響 

５、改善案と対策内容（図、または表で記載する） 
                   
               天ぷらもダマも油の中へ 
                こぼれダマ、掃除なしの方式 ① 

 
 
 
 
② 
 
 

揚げ粉の 
 液ダレ 
 
   
 
カバーの 
交換 
 

掃除と利用不可の 
最良発生 
粉 3%×3Kg／日× 
22日×12ヶ月× 
200円＝3.2千円 
ｱﾙﾐﾎｰﾙ代 1000円 
×12ヶ月＝1.2万
円のムダ 
 
 

美観だけでなくタヌキ

うどんの玉になる材料

が無駄に消える。 
 
 
ｱﾙﾐﾎｲｰﾙのｶﾊﾞｰは再生

できるが、捨てると 
再生不能のゴミ扱い 
環境・資源・掃除の 
ムダを発生させる。 
衛生上も問題 

６、実施効果とその確認(実施日／効果確認期間などを記載する) 
  平成○○年○月○日より実施。容器の置き場が一定するようにガイドを 
  設けたので、全員、注意なしで同じ方法を実施している（標準書不要の

対策として成果を得た）。 

      
       液ダレ 
          天ぷら 
 
液ダレを 
前提としたカバーの設置 
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表 4-3-③ 問題発生の原因を除去する（是正）対策書様式（例３） 
１、問題・テーマ名：組み立て職場の改善 
 

発生・改善の期日 
◇年○月■日  

記載者(担当)： 
 鈴木 一郎 

承認： 
  （C）中村 茂弘 

４、ISOを中心と 
した項目区分 

 影響と問題のチェック (各種ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用のこと
（例）環境：使用禁止物質など) 

①ISO9001 
(品質面) 

ﾄﾗﾌﾞﾙなどで、ﾗｲﾝｺﾝﾍﾞｱの生産に追われた場合品質面の 
問題が心配になる。工程内品質保証はセル生産が有効 

②ISO14001 
(環境面) 

ｾﾙ生産・多能化対策を図れば、ｺﾝﾍﾞｱ作動の電力不要。 

③ OHSAS 
(労働安全・衛生) 

工程間の移動が出来ないため、遅れの場合、ﾗｲﾝｽﾄｯﾌﾟ

をしなければ腰を横の作業台にぶつける危険あり。 
④ その他 
（原価面など） 

工程内検査、横移動のムダ、ﾗｲﾝﾊﾞﾗﾝｽのムダなどを計算

すると 10%程度の効率向上になる。1名省力可能性大 

２、問題の状況(現場へ行き、現物・現象を確認して、写真と 
       共に、図で要点や問題点を示して下さい。） 
           ②問題の要点と問題の構成・ﾒｶﾆｽﾞﾑ 
①写真           解析結果 

 
 (撮影年/月/日) 
 

⑤ 改善案とその対策効果（集計値）／費用～投資利益率・回収期間計算値 
ﾗｲﾝ生産で一人省力場合 300万円の効果、投入費用は 50万円程度 
回収期間は 2ヶ月。ｾﾙ生産の場合、ﾗｲﾝﾊﾞﾗﾝｽのﾛｽ更に低減可能 

 
３、問題と悪影響の程度 
No  項 目  問題と程度 非定量的問題・影響 

５、改善案と対策内容（図、または表で記載する） 
たー           改善前 
                           部品提供 
                            回転ﾃｰﾌﾞﾙ式 
                  新ｾﾙ生産 
           改善後      方式： 
         部品は手元へ      ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ式ｾﾙ生産で部品を 
         横の台は撤去      手間から取り一人組み立て 

① 
 
 
 
② 
 
 
 

動作のムダ 
 
 
 
応援が出来

ないムダ 
 
 
 

胴体の移動は手元

から部品を取る動

作時間が 4倍！ 
 
ﾗｲﾝﾊﾞﾗﾝｽが乱れた 
時の対応が出来な 
い。 
 
 
 

腰をかがめる動作も 
負担が多いので改善 
が必要では？ 
 
作業に追われる。 
品質確認のゆとりが 
無い工程がある。 
(危険性を想定) 

６、実施効果とその確認(実施日／効果確認期間などを記載する) 
  教育費と追加投資を行い新ｾﾙ生産方式を○年○月から開始した。 
 変化対応・多能化教育と共に 30%の効率向上を得た。 

① ライン L字型の棚がｴｱｰﾚｽ 
体を回転して部品を横から

とる方式である。 
 

移動のムダ 
② 応援が出来ない。 
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表 4-3-④ 問題発生の原因を除去する（是正）対策書様式（例４） 
３、問題・テーマ名：機械まわりの各種５S対策 
        (製品落下、油漏れ対策、切り粉掃除対策)  

発生・改善の期日 
○年○月○日  

記載者(担当)： 
 

承認： 
 

４、ISOを中心と 
した項目区分 

 影響と問題のチェック (各種ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用のこと
（例）環境：使用禁止物質など) 

①ISO9001 
(品質面) 

不良問題は重大。落下防止のストッパーは即必要 

②ISO14001 
(環境面) 

環境への油流出危険性､ｳｴｽの廃棄、油事態のムダなど 
環境問題の対策、モレ止め対策が早急に必要である。 

③ OHSAS 
(労働安全・衛生) 

安全・作業環境面から床に油があることはｽﾘｯﾌﾟ事故の 
問題対策を急ぐ。 

④ その他 
（原価面など） 

ｺｽﾄ面の問題は製品不良、ｳｴｽ､油代、掃除の時間・ｺｽﾄ 
全てに多大な影響がある。 

２、問題の状況(現場へ行き、現物・現象を確認して、写真と 
       共に、図で要点や問題点を示して下さい。） 
           ②問題の要点と問題の構成・ﾒｶﾆｽﾞﾑ 
①写真           解析結果 

 
 (撮影年/月/日) 
 

⑤ 改善案とその対策効果（集計値）／費用～投資利益率・回収期間計算値 
不良 79.2万円／年＋油・ｳｴｽ関連 1000円×12ヶ月＋掃除 30分×12ヶ月 
＋44H＝80万円＋50時間×単価 3000円＝95万円は小額投資で対策可能！ 

 
３、問題と悪影響の程度 
No  項 目  問題と程度 非定量的問題・影響 

４、改善案と対策内容（図、または表で記載する） 
① 製品落下は落下防止ガイドの設置 
② 油モレは発生源対策 
③ 切り粉掃除も飛散防止対策    切り粉防止対策内容 
 

                   ｶﾊﾞｰ設置 
材料の切削 

① 
 
 
 
② 
 
 
③ 
 

製品落下 
 
 
 
油漏れ 
 
 
切り粉掃除 

1個 100円×30個
×22日×12ヶ月＝
79.2万円の損失 
ｳｴｽ月 800円、 
油代月 200円 
掃除月 30分 
１日 10分×22日 
×12ヶ月＝４４H 
 

不良に対する認識が 
低下する。悪影響大。 
 
 
油飛散は環境・安全上 
の問題多大である。 
掃除の５Sは良いが 
問題の発生基の対策に 
はならない。意識低下 
人材育成に支障が出る 

５、実施効果とその確認(実施日／効果確認期間などを記載する) 
  ○年○月○日翌日、研修で刺激を受け、設備を止めて①～③全てを実施 
計算通りの効果を得た。掃除５S からの脱皮は工場の問題意識を大きく高
めた。この波及効果､特に、原点対策で事後処理で工数を使うムダは躾の 
考えを正しく認識し、同様の改善にことを進める動機となった。 

① 製品が落下して不良になる。 
② 油モレがありｳｴｽで止めを行

っているムダがある。 
③ 切り粉が飛散し掃除が大変 
毎日 10分掛かる。 
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