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【本書の要点】

筆者は日立金属㈱で在勤中、10 年ほど、生産管理の実務を担当してきました。

当初、「日々、生産をいかにスムーズに進めるか！」という悪戦苦闘の活動だっ

たわけですが、やがて、この業務が、工場長代行で、キャッシュフロー・マネ

ジメント実践する機能を持つことを、学びました。生産管理の役目は、顧客重

視の活動を進める中で、工場生産の全体を多くの部門の方々と協力しあってス

ムーズ化する努力であり、かなり広い領域が対象です。

以上のような経過の後、JMA に席を移し、現在、セミナーや各社の支援を進

めていますが、生産＋管理という仕事とは、①中長期的には変化対応生産と、

この活動を通して得た情報や知見を基に、企業関係者に顧客直結型の物づくり

を具体的に行う活動と、②日々の生産計画づくりはムダの無い人・設備・方

法・・・を駆使して予算をつくり順守する活動に工場関係者を巻き込む対策、

そして、③生産管理という職場を超えた形で、物づくりを世界一流～ダントツ

レベルへ誘導しながら、顧客満足を得るムダを極小化した生産構成を具現化す

るという内容を重視して紹介、各種の支援などを進めてきました。

現在、日本の製造業は、連続して企業を襲う問題解決に早期、また、無駄を

極小化した対策が求められる状況が増しています。そこで、「生産管理面で、同

じところに多くのお時間を使っていただくことだけは避けることができるはず

である」という思いから、以下、生産管理という巨大な対象を、膨大な内容を、

URL： qcd.jp へ、逐次シリーズの形で、アップさせていただくことにしました

が、ご関係の皆様に、この一部でもお役に立つことを願う次第です。

                   2013 年吉日（スタート時に記載）

                   （有）QCD 革新研究所

                   代表取締役・所長 中村 茂弘
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第１章 生産管理と経営

【執筆に際して】

生産管理という仕事は、工場生産の管理だけでなく、新製品開発から市場の

変化など多くの与件をスムーズに処理して行く活動です。筆者の大学時代の専

門は金属工学でした。しかし、1970 年、日立金属㈱に入社と同時に、異分野だ

ったこの分野で 20 年間の大半を、正に、生産管理という技術の発展の中に身を

おきつつ企業人生を過ごしました。このため、幸運にも、期せずして、時代の

流れと共に、この全貌を学び、実務に活かして参りました。

現在、生産管理は生産管理システムの名で有名な IT 利用技術と共に、大きく

進展しました。だが、昨今、生産管理の書や講習会などを見ると、その範囲が

余りに広く、分野をしぼった方が解説しやすいためか？「象を触って鼻が、ま

た、耳や足こそ生産管理である」という内容まで混在する状況です。この種の

ものは専門的に一部の技術を追及する対策です。現在、産業界は分散から統合

化の時代に入り、ますます、『森と木を見たバランス』の中で、各種の対策を効

果的に進める策が求められます。この意味で、局部的対策に終始する活動は多

くのムダが生じます。

以上このような意味合いから、読者の皆様には、ムダな取り組みに陥らない

ガイドとして、また、他の著書を総合化する形で、URL：qcd.jp に無料配信す

ることにしました。本書の内容は多くの先輩たちのご指導と悪戦苦闘した結果

得た物の見方や泥臭い体験をまとめたものですが、ここに、その御礼を申し上

げると同時に、読者の皆様には、後世に同じ苦労やムダをする方を無くしてい

だだく一助になれば幸いです。

１－１ 製造業における生産管理の機能と目的

（１） 「生産管理＝キャッシュフロー・マネジメント」が持つ意義

筆者が生産管理の実務を進める中で、㈱日立製作所・工程部会が進める生産管

理のセミナーに出席する機会を得ました。当時、全社的に、事務関係者が中心

になり工場の生産計画や工程管理業務を進める上で多くの問題解決がクローズ

アップしたためです。当時、2 泊 3 日の研修は生産技術や工場管理は、将来の工

場の在り方、特に、競争力強化に工場全体の管理を受け持つ生産管理部門の強

化が IT 化の進展にリンクする対策が主なテーマでした。

当時の IT 技術は給与計算などの定例事務処理を行うことが主体だったのです

が、欧米では、発展途上だった IT の将来は夢と変革を期待させる対象であり、

CIM：Computer Integrated Manufacturing System という考え方で IT による

統合生産管理を目指す内容でした。しかし、この種の夢の追及の前に日々、生
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産計画を立て、製品を追いかけ、納期遅れや生産のスムーズ化に努力する工程

管理関係者の仕事は、個人のノウハウに頼る内容が多い反面、実態が科学的で

解析ではなく、人間臭い対応が主な内容でした。この対策に筆者も研修会へ出

席したわけですが、最先端の IT 進展の方向と共に、余りにも、その理想とは離

れた業務に各社が悩む中で、討論を重ねつつ、先進事例を学んだことを記憶し

ています。研修は OR という数学、最新の工場管理と事例、・・という理論的な

内容と、日々、生産計画の信頼性が低い中で、標準時間をどのように扱い、短

納期の飛び込み品などを、どのように職場関係者を説得して処置して行くか？

という泥臭い研修でした。このため、討論を通して学んだことを先輩談で見直

すということが主体となる研修メニューが大半でした。だが、そこに共通して

いた「諸君たちの仕事は工場長代行でキャッシュフロー・マネージャーの使命

を持つ！」という教えは、工程管理業務というつかみどころが無い業務の全体

を的確に示す内容であり、その後の筆者の行動基盤となりました。では、ここ

で学んだこと、また、その後、筆者が生産管理面での対策を進めた内容や学ん

だことを、目次に従って紹介させていただくことにします。

① 生産管理とは？

国際的に、「生産管理の定義」は、図 1-1 のように紹介されてきました。この

内容、言い換えるなら、鳥瞰図的に生産管理という仕事を見ると、
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個々には筆者がここまで解説してきた工程管理部門が日々、努力する活動や

将来の夢を含め、何のために何をする仕事なのかが、おぼろげながら理解する

ことが出来ます。要点は、(ｲ)お客様にお約束した納期内に必要な製品を必要な

だけお届けする。このためには、(ﾛ)部門間の調整を取り、最適計画で工場全体

の生産のスムーズ化を図る。また、(ﾊ)その結果を数値でとらえ、更なる理想レ

ベルへ工場生産を高めるため、工場生産レベル強化の企画～提言などを行う対

策です。この全体図がつかめないで、個々の対策に入ると、正に、「木を見て森

を観ず」という活動に落ち込みます。

「シンプル・イズ・ビューティフル！」という言があります。この言は、「ど

のような内容も複雑怪奇な捉え方や膨大な情報を提供することで判った気にな

っても本質を見逃すので注意！」という注意です。要は、この種の手段で説明

して、「素人に判らない」とすることは、おごりとなるだけでなく、「実は実態

や本質がわかっていない」という指摘です。このため、製造業に入社する新入

社員に対して、生産管理という業務の解説には、図 1-2 を使って解説すること

が行われてきました。その意味は、後述する生産管理の一部である工程管理業

務を図化したものであり、「材料を基に、無駄なく生産を進める中で、管理面で

もムダを極小化して行くことがその活動目的である」という内容です。

加えて、図 1-1 の『生産管理の定義と目的』を見ると、関連部門を含めて図

1-2 の機能を果たす内容が示されています。そうなると、組織的な活動の局面を
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シンプルに示す必要が出てきますが、その説明は図 1-3 を用いて行われてきま

した。まず、確実に認識しておかなければならないことは、「生産管理は企業に

おける活動の一部だが、他の部門との連携が条件となる」という特殊性を持つ

点です。図 1-3 は、その活動の様子を概念に示した図ですが、開発：生産：販

売の各部門の連携と役割、また、「QCD に代表されるチェック・ポイントに対

し、製造業という会社全体として何をすべきか？」を簡明に示した例です。

では、このような内容を生産管理部門がどのようにつなぎ、連携を指揮・統

制して行くか？が生産管理という説明に入ります。先の図 1-3 を中心に活動す

る製造業の組織的な活動をさらに具体的、また、詳細に図化すると図 1-4 のよ

うな図になります。そして、生産管理の役目は輪で描いたように、部門間をつ

なぎ、顧客志向で円滑な活動を補佐、指揮、統制する活動という位置づけとな

ります。では、ここまで解説してきた内容で、生産管理と生産管理という業務

を担当する部署の仕事と範囲がご理解願えた段階で、次に、先に解説した「生

産管理とはキャッシュフロー・マネジメントである！という内容と、どのよう

に関与して行くのか？」という解説に移ることにします。

② 「生産管理はキャッシュフロー・マネジメントである！」という意味は？

図 1-5 をご覧ください。この図は工場における物づくりから販売・入金、さ

らに、再生産という循環と、その種の活動で生じた原価と利益の状況を模式的
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に示したものです。

まず、図で判ることは、ボランティアで無い限り、物づくりのプロセスに従

い、工程や仕事を進める毎にコストが積み上げられ原価（コスト増）になると

いう構成です。このように積み上げられたコストが売上高を超えなければ利益

増、超えれば赤字となるわけですが、生産管理という仕事は、現在企業が持つ、
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限られた範囲で人・物・設備・・・・資金・時間をベースに最良の計画を立て、

ムダを発生させない生産計画を策定して、その達成に全員参画の活動を促すわ

けですから、この活動は生産計画＝最適予算編成と、その遵守となります。こ

のように、日々、また、週や毎月、毎期編成する利益確保のための予算の実務

は、生産計画の達成良否に左右される内容から、この管理に直接関与する生産

管理と、その仕事を担う部門を「生産管理という仕事はキャッシュフロー・マ

ネジメントである！」としてきたことが、この図で明確になります。

さらに、生産・販売活動は、土地・建物・設備を基盤に、製品販売で得たお

金(資金)を基に、材料を購入し、次に販売する製品を製造する活動を進めなけれ

ばなりません。この内容を見ると、販売した資金を基に、材料という資金を題

材に、中間材や仕掛りという資金をベースに製品という資金に変換して行く活

動を意味します。この製品という資金は販売して売上高という名前を持つ資金

になる・・・という一連の循環を、税理の用語では、資金回転＝キャッシュ・

フロー（資金の流れ：流動資産）と名付けてきました。先の原価はある期間を

定め、活動した結果得た金額の大小が対象になりますが、この資金の流れは企

業が活動する際に必要な日々活動の中で行われます。時点による違いはありま

すが、もし、この資金が仕掛の形で工場生産の中で停滞する。また、努力して

生産したものが、在庫の形で倉庫に残り、売れない、モデルチェンジなどの理

由で中間在庫に当たる仕掛りも廃却しなければならなくなるという例が発生す

ると、在庫、仕掛りは売上高にならないばかりか、不要資産滅却という損金に

なる危険が発生します。要は、売れる市場のタイミングでスムーズな生産が求

められます。したがって、ここに、JIT・SCM（Just in Time and Supply Chain 
Management：今：必要な時に、必要な物やサービスなどを、必要なだけお客

様に提供する）適用の必要性が重視されます。以上、JIT・SCM の管理は正に、

企業の組織をつなぎ、資金の流れの円滑化を図る活動であるため、「生産管理と

いう仕事はキャッシュフロー・マネジメントである！」と結論になります。

企業の活動は、野球やサッカーの勝敗が得点で示されるように、総ての活動

結果は、PL（損益計算書）と BS（貸借対照表）によって表示されます。この

意味で、生産管理という仕事を理解する上で、PL・BS・CF と生産管理の関係

を整理しておくことが重要です。先の原価に関する内容は PL、また、資金繰り

の解説は BS ですが、この 2 つを同時に見る指標があります。要は、「土地・建

物・設備といった生産基盤（固定資産）を活用して、現金や預金という資金を

基に物づくり～販売～さらに、再生産のための材料購入という資金全体と、こ

の種の資金を活用して利益確保がどの程度だったか？」という活動を一覧で見

る方式です。図 1-6 はその内容を示した図であり、ここまで解説してきたキャ

ッシュフローを一括して示す図です。では、図 1-6 の解説をすることにします。
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BS に示された固定資産＋流動資産は企業体が活動する大きさを示したもの

です。人に例えるなら、人体そのものといった活動組織に似ています。では、

そのような活動組織という総資産という資金を使ってどの程度の活動利益を得

るのでしょうか？このような計算値を示した指標が図 1-6 の『総資産利益率』

です。次に、総資産利益率の上下に売上を掛けて分解します。すると、右側は

利益÷売上高＝売上利益利率という内容となり、この内容は、（ある期間の製品

販売で得た利益から原価を引いた値）÷（その期間で得た売上高）＝利益を得

る効率性を意味します。要は、PL：損益計算書そのものです。そうなると、①

固定費と②変動費を減らし原価低減と共に如何に利益確保を図るかという対策

と、③高い付加価値製品を始めとした売上高の伸長がテーマになるわけですが、

ここまで紹介してきた生産管理が関与する企業活動そのものとなることが判り

ます。

次に、左側ですが、この内容は、売上高を得るために、持てる資産をいかに

有効に使うか、すなわち、①有形固定資産と②流動資産を駆使した③売上強化

～伸長対策を意味します。このため、財務関係者は『総資産回転率』の名をつ

けていますが、土地・建物・設備は回転しません。この種の対象は「如何に効

率よく、少ない土地・建物・設備という資金で高い売上高を得るか！」すなわ

ち、小回りの利く、効率良い生産条件を意味する対象です。これに対し、「保有

する現金や預金を使い資材を買い、中間材－製品－在庫という棚卸資産を圧縮

して、お客様が求める製品を短納期かつ、短い製品製造～販売リードタイムで
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提供するか！」という流動資産は、少ない資金で売上高を何回生み出すか？と

いう回転効率を示します。

以上、このような内容を見ると、この左側の活動は、資金というキャッシュ

フローで生産活動そのものを示している、ということになります。また、企業

活動は最終的に PL と BS で数値評価されるわけですが、キャッシュフローは生

産・販売活動そのものを“金（資金活用や利益）”という面で表した活動であり、

「生産管理という仕事は、この限られた資源(人・設備・技術、・・・・時間)を
駆使して、ムダを極小化しながら最大・最良の成果を得る活動をキャッシュフ

ローという局面でプロモートしてゆく仕事である」という結論になります。

③ 生産管理において「仕掛り・在庫は悪である」というのは何故か？

生産管理関係者の皆様は、仕掛り＝死に掛かり、在庫＝罪庫という扱いをし

てきました。読者の皆様は、ここまでの解説でおおよその意味はお判りになる

と思います。だが、事例と共に、さらに詳しい解説を加え、流動資産の一部で

ある仕掛りと在庫低減の必要性をクローズアップしてゆくことにします。

実は 1973 年と 1979 年に世界を襲ったオイルショックの前まで、世界は物不

足の経済環境でした。この時までは、「製品は作ればいつか必ず売れる」という

ことから、「沢山作れば安くなる」という経済学が幅を効かせていました。この

様子は、例えば、図 1-7 に示したように、製造現場にあった仕掛りは製造現場
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の問題を調整する役割を持つ対象とされ、余り問題とされない時代を意味しま

す。例えば、製品不良の発生に伴う不良が出ても代替品を投入する。設備トラ

ブルや欠勤者が発生しても、仕掛りが工程間のバッファーになってくれるため、

仕掛りや在庫は、後工程の生産が止まることを防ぐというように、便利に見え

る存在だったわけです。このため、製造・販売工程に発生する問題は仕掛り・

在庫の影に隠れたままで放置されてきました。また、たとえ、企業が倒産して

も、この種の仕掛や在庫を税調が押さえて処分(他社へ販売)すれば、倒産企業に

いた方にいくばくかの給与支払いの足しにするといった制度が、産業界では常

識でした。

しかし、1980 年代を境に、この状況は大きく変化しました。要は、「不況で

売れる製品を作らないと折角作った製品をドブに捨てるに似た現象になったか

らです。売れる積りで中間財を仕掛りで持っていると、資金不足になるという

問題です。仕掛りや在庫を持つと金利が掛かる。売れなければ不要資産滅却と

いうムダな生産を意味したためです。このため、ムダな仕掛りは企業倒産の元

凶となり、ムダな在庫は汗水注いで努力して製造した努力を貯めているだけと

なりました。

【注釈】仕掛りや在庫は表 1-1 の下に記載した絵が示すように、入りと出の

アンバランスで生じるダムや港の倉庫に入れられた輸入・輸出品に似

た性格を持つ対象です。製造業では、「JIT・SCM 対応が可能なら、

    本来不要とすべき」として対策を図った内容が下図です。
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また、無意味な罪を倉庫に貯め、あたかも、売れて儲かるかのような期待を

従業員に抱かせる産物である。それより、この BS の対象で目に見難い対象を極

限まで下げ、売れるものだけを生産する体制で売上高確保と、ムダ排除を行う

べきである。仕掛りを下げると、本来対処すべき PL 上の問題が顕在化する。ま

た、仕掛り減を基本に本来対処すべき PL 上のムダ、例えば、不良や故障の発生

防止、作業者の技量の差の減や、欠勤者発生時にも生産可能な体制を多能化対

策と共に図るべき」という改善方式が提示されました。

この時、既に、この問題に直面し、この種の対策を系統的に進め、オイルシ

ョックに際しても高収益を挙げていた「トヨタ自動車の JIT に学べ！」という

状況と共に、「仕掛り・在庫は悪である」という表現が産業界では使われるよう

になりました。表 1-1 は「仕掛り・在庫がなぜ発生するか？では、その対策は？」

という項目を一覧化したものです。なお、この具体策を進めるため提示された

JIT 全体の構成は図 1-8 のようになります。だが、この詳細は生産管理という面

で見ると、具体的技術対策のひとつになるため、後の章で解説することにし、

ここでは、鳥瞰図的に生産管理という全体像に関する内容に対し、その後の変

化を解説することにします。

（２） JIT・SCM 戦略展開の重要性

ここまで、SCM：Supply Chain Management は JIT・SCM という用語だけ

だったわけですが、1980 年代から重視され、産業界の日常語になった多種少量



11

生産から、現在、変種変量時代に移る過程を解説しながら、生産管理部門が重

視し、IT 活用と共に戦略的に進めてきたリードタイム短縮＋顧客直結型物づく

りの要点を解説して行くことにします。

① 黒字倒産？JIT・SCM 対策の必要性とは？

先に、「生産管理はキャッシュフロー・マネジメント対策である」という内容

を解説しましたが、見かけ上で利益が出る計算をしても、製品が売れ、現実に

売上金が入ってこなければ、企業はたちまち材料が買えない状況に陥ります（こ

のような状況は中小企業に多い問題ですが、大企業でも、結局は資金難という

状況が発生します）。このような状況を『黒字倒産』と言いますが、そのメカニ

ズムは図 1-9 のようになります。

この種の資金繰りの問題は単にお客様からの入金だけではありません。売れ

るつもりで作っている工場における中間財である仕掛りや、製品化して売れる

予定にしていた在庫が売上計上されない場合にも発生します。図 1-9 が外部要

因とするなら、図 1-10 企業における作り過ぎのムダが資金繰り悪化を招く例で

す。この例では、企業として、売れる積りで作っている。または、作って在庫

した製品が売れないという例です。製品が売れ、現金化されて始めて、次の生

産財の購入、そして、再生産への活動となるわけですが、内部要因(事情)、すな

わち、生産計画のまずさや、市場変化への対応などと言った生産管理面のまず

さが関与して、資金が枯渇して倒産する例です。このように、資金の流れの重
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要性を見ると、生産管理というキャッシュフロー・マネジメントはこの種の問

題を発生させない仕組みづくりが必要になることが判ります。また、生産管理

部門という機能と立場上、この種の問題に戦略的な生産方式の変革を企業側に

求めて行く仕事が必要になるわけですが、生産管理という仕事では、これを、

『JIT・SCM 戦略展開』という言い方をしてきました。

② 納期短縮対策は儲かるの？

JMA で専任講師という仕事を開始してからいただく問い合わせの中に「仕掛

りや在庫を低減しても金利程度の原価低減メリットしか無い。リードタイム短

縮にメリットを見いだせない。その程度の金額なら仕掛りや在庫を持って生産

調整のバッファーに使い、生産性向上や自動化など、目に見える（PL に具体的

に反映可能な）原価低減項目を進める方が生産技術実務担当者や製造現場を管

理する長、小集団活動のリーダー達にとって有効ではないのか？」という意見

やご質問が多々ありました。この種の意見やご質問に対し、ここまで解説して

きた資金繰りで十分説明できるわけですが、経営活動の全体を見ていない方々

にとって、ここまでの説明をすると、「初めて判った」という応えでした。

では、JIT・SCM 対策の意義について、簡単に解説することにします。1980
年代から、作れば売れる時代は去り、売れる市場へ向けた生産が重視されるよ

うになりました。加えて、多様化、製品ライフサイクルの短命化が加わり、多

種少量生産から、製品の種類も生産・販売量も短時間で変化する時代になりま
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した。変種変量時代の到来です。これに対し、IT が急速に進化し、バーコード

などの利用を例に見るように、1 品づつの販売、生産から、それに必要な部品や

材料などもすべてつなげ、協力会社と一体になった市場対応が可能になりまし

た。それまでは、過去、営業部門の関係者が需要予想をして、営業と工場で生

産・販売会議を行い上筋や販売量を予想して見込み生産計画を作り、市場対応

を図る方式から、工場でも、企業として一元化した販売実績と変化、お客様か

らの直接オーダーを受け、日々変化する生産・販売計画を策定して行く方式を

運用してきました。だが、現在、我々は、IT を用いた生産管理システムのバッ

クアップなしで活動することは全くと言ってよいほどの時代に変化しています。

そうなると、「1 企業、1 工場で JIT 生産を行っていては市場変化に対応できな

くなるというニーズが基で、JIT を協力会社一体型で実施しよう」という取り組

みの必要が生じました。これが SCM です。

簡単に SCM を定義すると、「協力会社と一体になって JIT 対応を図るのが

SCM である」となりますが、その形態は靴下業界でバブル崩壊、2000 年代に

低迷する靴下業界の中で右肩上がりを示した DAN（現在、㈱タビオ）が示した

取り組みは SCM の有効性を明確に産業界に示した例です。具体的な改善は図

1-12 の左側から右側への変更となります。図に示されたように、DAN の SCM
対策は、問屋にたよりムダな靴下をつくる弊害と、売れるチャンスに製品を用

意していなかったムダを大きく改善した例です。同種事例はこれ以外にも多く



14

の例があります。例えば、(a)販売店の棚の商品の販売を直接 IT 情報としてつか

み、製品販売だけでなく、新製品開発を円滑に進め、販売を伸ばしてきた洗剤

などを販売する花王の VAN、(b)コンビニのセブンイレブンの販売、ここでは、

売れる商品を基にした新製品開発から、2 時間毎に変化する市場への物流対応が

あります。また(c)PC 面では学生が注文を受け、資金振り込みを得た後に短納期

で顧客毎にニーズに合わせた製品提供を進めた結果、今や PC 界では 1～2 位の

地位を争う大企業になったデル社など、多くの例は、総て、ここに記載した JIT・
SCM 戦略を具体的に進めた例です。農業においても、JIT・SCM 戦略の展開が

個別配送などと共に大きな変化を産業界に与える状況です。過去、米の生産・

販売の多くは JA（農協）を通した一般販売ルートが主体でした。ここでは、い

くつもの卸売業者を通す方式でした。このため価格の状況は図 1-13 のようにな

るそうです。同時に、この図から生産者と顧客の直接販売価値がいかに高いか？

が判ります。

米の生産・販売例ですが、この種の物流方式を大きく変革した例があります。

涌井氏を中核とする秋田県・大潟村の活動です。ここでは、生産者から顧客直

結型の米の販売を手掛けました。この活動は、当初、ヤミ米のそしりを受けま

した。だが、減反を強いられる中で、ここは米以外に生産するものが無い地で

す。そこで、涌井さんは、秋田こまちを有機栽培、顧客の炊飯器を総て揃え、

最高の味に炊き込める支援と共に、直接販売に努力しました。その結果、顧客

要求からの要求で不洗米の提供、また、残ったヌカと米の研ぎ汁やから焼酎を
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生産するなどの技術開発を進めました。秋田こまちはコシヒカリのようなブラ

ンド米では無いそうです。しかし、最高の味を引き出し、直販するこの方式は

確実に固定客を増やして行きました。その結果、地域では賛同者が増え、顧客

直結の米販売と共に、両者にメリットが出る価格で米の流通を実現させました。

山形のさくらんぼ販売にも似た形態がありますが、今や、農業だけではなく、

漁業、林業を含め、リードタイム短縮と共に、物流と中間業者を通さない販売

は購入側と生産側の相互に利益を生む方式です（スーパーマーケットや居酒屋

グループが船ごと漁師から魚を買う方式もその一例です）。

TPP 進むと、この種の取り組みは各所で、さらに進むはずです。また、顧客

直結型で現地生産品を販売する取り組みや、地域の特徴を生かした製品開発し

た高付加価値製品の提供は、少子高齢化の時代にリンクする形で新たなビジネ

スモデルを作って行くことが期待されているためです。ここでは、農業の工業

化の言葉に代表されるように、日本の製造業が培ってきた生産管理手法の適用

が大きく期待されます。また、新たな視点でビジネスを生む例が、昨今、紹介

が盛んです。例として、例えば、2013 年に NHK スペシャルなどが取り上げた

例では、既に、オランダではスマート・アグリと名が付けた農法が具体化され、

世界の農業関係者から注目を得ている例がありました。ここでは、IT を駆使し

て 500 項目以上にも渡る農業上のノウハウをデジタル化、ビルのような農業工

場内を自動制御して、高品質のトマトを生産、EU 諸国に販売して、高収益を拡

大中です。具体的な活動内容は、IT を活用して、工場内の温度や湿度、炭酸ガ

スの制御から水やりや光の調整を行っています。また、もはや土壌を使った農

法ではなく、グラスウールのような人口繊維に肥料をしみ込ませ、6m もの高さ

のハウスで従来の 3 倍もの高さに育てたトマトから実を取るという革新的な農

法も紹介中でした。また、ここでは、「日本の 3 倍もの収穫量で、高収益を継続

中」という報道がされました。

日本でも東京で ITコンサルタントをする岩佐大輝さんがイチゴ生産で似た取

り組みを開始した例があります。岩佐さんは農業関連の出身者ではなく、IT コ

ンサルタント関連の仕事をしてきた 35 歳の青年です。発想は日本式スマート・

アグリの実践です。イチゴ生産には 5 億円の融資を受け、農業法人をつくり、

ビルの床面を利用していちごの生産に着手しましたが、先に解説したように農

業経験は全く無い状況で、立派に見事な高付加価値イチゴ生産を実現させまし

た。この種の産業は品質の良さと新鮮さ決めてとなります。特に、収穫してか

ら顧客が食するまでの時間とタイミングですが、正に JIT・SCM の対策そのも

のが求められます。このため、ここに生産管理の拡大利用技術の例として、ま

た、現在、日本の重要課題のひとつである TPP 面の対処の例として、新たな農

業の取り組みを紹介した次第です。特に、昨今、紹介された CO-OP・生活協同
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組合の活動を見ると、食品メーカーを含め、物流合理化と共に食品関連製造者

と顧客を直接つなぐシステムを展開している状況を拝見すると、年商：3 兆 5
千億円の約半分が直販で占める取り組みですが、生産者直結で無駄なく、生産

者と顧客をつなぐ販売システムが要点となっていました。さらに、顧客の声を

受けた新製品開発やロング・セールにつながる製品も開発してきた対策は、製

造・販売スムーズ化の重要なキーでした。

このように、キャッシュフロー・マネジメント面から企業生産の範囲を広く

見ると、今後も、各産業で、発想が異なる展開が予想されます。このため、読

者の皆様には、是非、生産管理の範囲を工場だけに留めないでとらえることを

お願いしたく、ここに農業の変革の例を紹介した次第です。

（３）国内回帰に見るトータル・コスト解析の必要性

現在、多くの大手企業が海外展開を進めています。このため、「生産対象品が

海外へ移行する。人件費面で勝てない。税金や電力問題、少子高齢化に加えて、

国内では収益を出すことが困難になってきた」という理由で、海外生産に移行

する企業が盛んです。しかし、韓国・サムソン電子に見るように、優秀な液晶

製造技術を持つベテラン定年者が移り、ノウハウ公開したことで、シャープを

始め、日本の液晶メーカーは太刀打ち出来ない状況になったり、優秀な多くの

技術者が海外指導のために海外在住になる。このため、日本側の技術の進展が

阻害され、空洞化と共に、国内生産が弱体した結果、企業倒産に至る中小企業

の例が多発しています。では、独力で海外に生産を移行すれば安い人件費で企

業収益が保てるか？というと、現在の中国に見るように、10 年前 1/30 と言われ

た人件費は 1/10 となり、益々上昇傾向で、収益悪化対策に悩んだり、倒産・撤

退する企業が社会問題になっています。それなら、1/50 の人件費のミヤンマー

ということで、本書を記載する現在は海外移転が加熱中ですが、これも期限付

きであり、同じ問題を繰り返す対象です。では、この種のグローバル化をどの

ようにとらえるか？について、以下、生産管理面から問題と対策の方向を探る

ことにします。

① 生産管理関係者が注意すべき「産業界の 6:3:3 制」について

『6:3:3 制』と聞くと、日本における義務教育期間、小学校 6 年間、中学校 3
年間、高等学校 3 年間というイメージを持つ方が多いと思います。この表現を

『産業界の 6:3:3 制』という内容と共に使い始めたのは、バブル崩壊の頃からで

した。特に、PC やゲーム、AV 機器や家電品、食品や嗜好品にこの原則が図 1-14
に示したような状況で当てはまる市場変化が訪れたためでした。

図に示したように、6:3:3 制とは、新製品開発に 6 ヵ月以上を要して、ようや

く製品を世に出した対象品が販売のピークに達するまでがたった 3ヵ月しかも、
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売れる市場にはライバルが似た製品を短期間で投入するため、1.5 ヵ月程度で値

崩れを起こす状況で、その後の 3 ヵ月は次の製品と交代となる、という新製品

のライフサイクル短命化を示した言葉です。

この内容は、同時に、先に解説した、売れる宛ての無い仕掛りや在庫を持つ

ことが不要資産滅却となる恐ろしさを意味します。また、これが、国内回帰に

大きく関与しました。

② 国内回帰問題の解析

生産管理の基本は、材料を基に工場生産を行い、販売して入金するまでの全循

環のスムーズ化です。これが、海外生産であっても、国内生産であっても、も

の作りの場が変わるだけであり、この全体を総合的に見て評価、改善する仕事

は変わりません。そこで、6:3:3 制に関与する製品を海外で生産した場合の問題

を例記することにします。2000 年に入り、中国への生産移行が加熱したことが

ありました。日本に対する人件費が 1/30 という魅力が理由でした。その時の状

況を図 1-15 に例示しましたが、「世界の工場」をキーワードに物づくりを進め

る中国の生産・販売の伸びは大きい時代でした。加えて人件費差額がここに関

与、右側に示した、人手を要する白物・家電品、組立品は、もはや日本で太刀

打ちできないという状況でした（なお、原価の大半を占める重要な部品は日本

からの輸出だったため、この種の産業は、日本で繁忙でした）。
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このような事情から、PC の大手である T 社は、中国とフィリピンに PC の生

産を移管しました。この戦略はバブル景気の崩壊以前には有効でした。事実、

2001 年には、低い赤字に抑えることができました。しかし、PC 市場が早く景

気回復したにもかかわらず、図に示したような大赤字になってしまいました。
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そこで、T 社では、その理由を解析し、次のように整理しました。

(a) T 社の PC は量販店販売だったため、20 日締めの状況を得て、売れ筋製品の

海外生産、すなわち、量産可否を決定してきた。

(b) しかし、6:3:3 制の影響で、販売対象品の売れ行きを見たライバルが同種機

能を持つ新製品を投入してきた。

(c) PC 市場は、熾烈な競争と共に、1.5 ヵ月ほどで値下げ抗戦となるが、T 社が

20 日締め、1 週間ほどの準備で海外生産を行い、1.5 ヵ月（合計 2.5 ヵ月）

時に製品を市場投入する内容は、T 社が「腐ったトマトを市場へ提供する状

況に似た形となった」と話す状況となった。

(d) これに対し、図 1-17 が示すように、デル社は注文を受けてから顧客ニーズ

にあった製品だけを即時投入する方式を進めてきた。また、ヒューレートパ

ッカードも似たような PC 投入を進めた結果、T 社とは対照的な形で、売上

と利益を伸ばしてきたが、この差は SCM：Supply Chain Management と
いう生産管理システムと旧態以前の問屋経由販売方式との差を示す結果と

なった。

(e) このため、以降、海外生産に対しては、市場に投入した製品の中で、変動が

激しい対象は国内生産となった。すなわち、市場変化に対して即応できる地

での生産・販売方式が重視され国内回帰の策が選ばれた。要は、市場変動が

少ない製品(固定部)と変動が激しい製品(変動部)を分け、前者を海外生産、ク

社を国内生産とする策が選択されたわけだった。なお、この状況は図 1-18
に見る通りである。
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③ 国内回帰に伴い、チェックが必要な生産管理面でのグローバル対応

この当時、キヤノンの社長・御手洗氏が経団連会長に着手する直前に、「安価

な人件費を求めて海外生産に移行する対策は一時的なしのぎになっても、永久

な解では無い！」とテレビで発言し、九州へデジタル・カメラ工場を移転した

内容が放映されました。シャープは亀山工場に液晶の技術を集め、社外秘の形

で国内生産する。Panasonic や東芝も市場変動の多い製品を国内生産に移すな

ど、多くの企業が、市場変化が激しい製品を国内生産に切り替えました。

では、「安価な人件費との差を魅力としてきた海外生産を国内生産に切り替え、

利益はどうなるのでしょうか？」という疑問が生まれます。ここに、生産管理

上必要な『トータル・コスト評価』が必要になるわけですが、その状況は図 1-19
の下に記載したような要件が大きく関与します。先のキャッシュフローの解説

の繰り返しで恐縮ですが、製品は初めて、売上高というお金になり、企業に帰

ってきます。しかし、(ｲ)「折角、海外で生産した製品のライフサイクルはすで

に終了してしまった」という事態になると、『不要資産滅却』という損金になり

ます。要は、「売れない製品づくりに海外の貴重な努力や部材を投入したが、ド

ブに捨てる行為と同じ、むしろ、この種のゴミ生産は地球環境上も問題である！」

という大きなムダと損金を意味します。当然、捨てた分は売上高にならず、損

金というダブル・パンチが企業に戻ってくるわけです。さらに、(ﾛ)既に図 1-17
で示したデル社や HP 社が進めた SCM 対策に見るように、売れるスピードで売

れる製品にウエイトを置いた生産は市場へ「欲しい製品を欲しいいだけ、高付
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加価値で販売する。ニーズが変更したら、新たなニーズを受けて、早急に顧客

ニーズの高い製品の製造販売に対応する」という、企業としては攻めの製品生

産・販売の可能性を高めることになります。
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加えて、(ﾊ)もし、大量に生産した製品に品質問題があった場合、(a)海外生産関

係者に人を派遣して、品質面の指導を強化する。(b)しかし、大量に発生した不

良品を、既に、売れない市場販売してからの問題対策となるため、QTAT：Quick 
Turn Around Time という、図 1-20 に示した、生産管理上、まだ、不良の発生

要因が現場で見ることが出来るうちに対策できる可能性を失った結果。(c)大量

に不良とクレームを抱え、結果、信用を失墜して、次に投入する新製品の販売

にも大きな影響を与えるという悪影響が出る危険が懸念されます。なお、この

種の内容の多くの要件はリスクの対象ですが、「リスクは顕在化して、始めてそ

の大きさを知る！」という内容は、2011 年 3 月 11 日に東日本大震災に見る通

りです。そうなると、この種の要件を配慮したコスト計算が必要になり、この

ような計算法を『トータル・コスト計算』と言います。以上、国内回帰に関す

る問題と、生産管理上のマクロ的な対応要件を整理しました。

１－２ 生産活動と生産管理

有名な教えに、「智者は歴史に学び、愚者は個人の経験だけに学ぶ」というも

のがありますが、生産管理の歴史を追うと、実践を基にした実務面での問題発

見～対策の努力が明確になってきます。このことは、ムダな努力をしないで生

産管理システムという仕組みを円滑、かつ、効果的にしてゆくためにも重要な

内容です。そこで、まず、生産管理に対する歴史的変遷を追うことにします。

（１）歴史に学ぶ生産管理の変遷

ここでは、後で解説する『広義の生産管理』という扱いとなりますが、以下、

表 1-2 を基に、生産管理の変遷を歴史的に追ってゆくことにします。

読者の皆様が小学校時代に習ったように、産業の工業化は 1765 年からの産業

革命と名がつけられた時代です。ここではトーマス・ワットが蒸気機関を使っ

て、人が出来ない力を産業に役立てたことが、過去、職人芸と大量の人手を要

して工業製品を製造する対策を大きく変革させました。この時代は、とにかく、

機械化が中心であり、設備を動かすことが生産そのものです。また、作った物

は売れ、機械化で多くの生産品が出来るため、設備拡大が各国の中心テーマで

あり、生産を管理するという興味は、あっても、少ない時代でした。

このような状況で、多くの人を要する産業、設備は使っても人と設備の組み

合わせをスムーズ化する問題がクローズアップしたのは、その約 100 年後、F.W.
テーラーとギルブレスが登場する時代になってからです。

① F.W.テーラーによる『科学的管理法』誕生

図 1-21 に示したように、後に、生産管理の仕事をする方の必読書とされる、

『科学的管理法』という生産管理の原点となる書と IE 手法を世に広げた F.W.
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テーラーが誕生しました。

この頃、産業革命は大きく進展していました。このような環境の中で育った

テーラーは、当初、フィラデルフィア大学への入学を目指して勉強を重ねてい
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ました。だが、当時はランプで明かりを取る時代です。彼は夜遅くまで熱心に

勉強した結果、目を悪くし、大学進学をあきらめ、ミッドベール鉄鋼へ入社と

なりました。

ミッドベール鉄鋼へ彼は作業者の一人として入社しましたが、持ち前の努力

が認められ、たちまち現場管理者に抜擢され、現場を管理する立場になりまし

た。当時の現場管理は『飴と鞭管理方式』です。この方式は、経営側が製造現

場に活動の成果を求めるわけですが、部品の準備や機械の故障などが無く、生

産がスムーズに進むと飴を配る方式でした。だが、この種の要件は現場作業者

の責任・管理範囲では無いわけですが、不十分なため生産量が予定に達しない

場合、現場関係者を鞭で打つような仕打ちを行うという管理方式です。当然、

働く者にとっては、理屈に合わず、現場と管理者の関係は常にギクシャクする

状態でした。このため、この管理方式を経営側から強いられたテーラーは悩み

ました。そこで、「何とか誰が見ても納得が行く、1 日の公平な仕事というもの

が確立できないものだろうか？」という課題とともに、一般の方は現場管理者

になると「立場が違う。俺は、偉くなった。・・」として豹変してしまう方々と、

考えを異にして、現場管理方式の探求を開始しました。

彼は、この問題に悩む中、ルネッサンスの時代に活躍したレオナルド・ダビ

ンチのレポートに出会ったそうです。ご承知の通り、ルネッサンスは人間復興

の時代です。また、ダビンチはその代表者の一人ですが、かの、壁画製作や飛

行機などの模型を製作した科学者としても有名な方です。このダビンチの活動

の中から、テーラーは図の右下にある時間分析を見つけました。しかし、ダビ

ンチ自体は、労働管理のために時間分析を行ったわけでは無いようです。だが、

「神様からいただいた人の力の使い方にムダがあってはいけない。シャベル作

業の仕事を要素分析と共に、時間計測する。人が行う仕事には、偶発的に、や

り直したり、休憩したり、準備したり・・というゆとりが必要なので、計測し

て正味＋ゆとりで仕事を構成させる！」というアイデアはそのまま仕事の評価

に活かせる内容でした。彼は、この時、音楽のタクト（メトロノームの泊数）

を使った時間分析は、仕事を科学的に解析・改善する上で重要な要件ととらえ

ました。

テーラーは、この「時計を使って科学的に仕事を分析する」という発想でミ

ッドベール鉄鋼の作業の分析に取り組みました。その思想は後に、現代人が、

図 1-22 のように「時間は仕事の影（結果）である。時間の短縮は技術の向上、

または、作業を進める中で発生するムリ・ムダ・ムダの排除で決まる」と考え、

この思想で時計分析と共に、仕事の改善から標準化をまでを体系化しました。

その結果、IE 手法の創始者という偉業を成し遂げたわけでしたが、その一例が、

先の図 1-21 の右上に示した解析です。



25

テーラーは「誰が見ても 1 日の公平な仕事とは、科学的に分析され、公開さ

れ、納得が行く仕事の形態にすべきである」という考えで時間を道具に作業を

分析しました。その結果、ミッドベール鉄鋼におけるシャベル作業を例に取る

と、シャベルで処理する対象が 10 ポンド以下なら早くシャベルを動かして回数

は稼げるが量はそれほどではない。逆に、10 ポンド以上の場合、１回当たりの

量は多いが人は早く疲れる。やはり、1 回にシャベルで運ぶ量は 10 ポンドと決

めた方が良い。ベテランはシャベルを使い分けてこの種の問題を解決してきた。

そこで、軽い灰のような物を運ぶ場合はシャベルのすくいを大きくする。逆に、

鉄鉱石のように重量が重いものはシャベルのすくいを小さくするというように

して、シャベルのすくい部分を 8 種類に分ける。差立てと名を付けて、作業に

従って渡すシャベルを選び、作業方法を訓練して現場に配属する。作業とゆと

りのバランスを維持する。標準作業として決めた時間に作業が出来ない作業者

は作業訓練する。それでも遅い人は適正を評価して、その方に適した仕事に配

転する。・・という方式で仕事を指示しました。すると、驚くことに、同じ人数

で 3 倍の生産性を達成するという快挙を示しました。

さらに、テーラーはこの分析を機械切削に適用しました。加工の生産性の向

上です。その結果、特殊鋼の開発の基盤をつくりました。その内容は、当時、

旋盤で加工をすると、刃物がすぐ駄目になる（寿命が短い）状況だったため、

刃物交換の回数と時間が多く、困っていたわけでしたが、この問題を定量的に

示し、特殊鋼の改良に使った結果、刃物の寿命が大きく改善され、スピード切
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削も付加われたことが、現在の特殊鋼開発の発展歴の基になりました（テーラ

ーは特殊鋼業界でも神様的な著名人です）。

では、再度、作業改善の話にもどします。テーラーは時計観測で改善を進め

た結果、定めた条件で 1 単位の仕事を完了させる時間に『標準時間』の名を付

けました。この標準時間の活用は図 1-22 となるわけですが、管理側は標準時間

を活用して生産計画を立てる。また、「計画：実績＝１にする活動が生産管理で

あり管理側の仕事である。もし、時間内に目標を達成しない要因があれば、ム

ダと考え、総計時間低減の視点て改善する。逆に、常に通常ペースで目標時間

内に終わるのであれば、仕事の手順の中に、何らかの改善がなされているはず

だから、その内容を明らかにして、改善した関係者に報奨を出して、標準時間

を改訂する」というルールを作り、実務に適用しました。

同時に、「作業者側で見た場合、「標準時間達成はプロの領域である」として、

作業者が目標管理に標準時間を活用する。標準時間通りなら順調、遅れれば改

善要件を明らかにして改善する。常に、早く終わる状況なら、そこには必ず改

善がなされているはずであるから、内容を明らかにして改善の報奨金を出し、

その後は、改訂した標準時間を目標管理に使って行く、という運用にする」と

いうルールを定め、作業者の仕事の良否評価と改善に使いました。以上、この

ような標準時間の活用法は、後に『テーラーシステム』と名付けられ、今日も、

我々が使っている『日々管理』という生産管理の基本を体系化しました。
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ところが、世の常か？テーラーが開発した科学的管理法を悪用する方が出ま

した。科学の悪用です。図 1-24 がその例です。この種の工場管理者は標準時間

を作業者の締め付けに利用したためです。

企業には常に生産性向上が必要なわけですが、作業者達が努力して作業の改

善を図ると、何も報酬を与えず、標準時間をカットして、短い作業時間で仕事

の達成を強いる。または、馬の前にニンジンをぶら下げる方式で改善を求めた

結果、標準時間の改善を促すわけですが、両者とも、働く側に何も報酬を与え

ず（改善の見返りを払わず）、次々と標準時間を短くする策を進めた例です。ひ

どいケースでは、作業者が意気軒昂な時間帯に現場に行き、壁の穴から仕事を

見て時間測定する。最高の時間が計測されると、突然、作業者の目前に現れ、「今

行った仕事を測定したが、今までの最高記録である。ついては、以降の標準時

間はこの数値を使う。未達成はペナルティだ！」という行動を採っていったわ

けでした。これでは、作業者の方々は仕事がきつくなるだけです。要は、改善

メリットは会社側が総て搾取してしまい、改善の努力は認めず、挙句の果てに、

自分で自分の首をしめる！」という現象の連続になるため、作業者は改善して

標準時間を短くしても何もメリットはありません。このため、やがて、作業者

達は改善をストップしました。また、管理者が壁の裏に近づくと、早く、銚子

よい作業は続けるのですが、作業手順の中に、ムダな動作を入れ、時間が掛か

る作業にして標準時間のカットを防衛する策に転じました。それでも時間減を
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強いられると、出来ない理由を並べるだけでなく、強制労働の名のもと、サボ

タージュやストライキなどを実施して自己防衛手段に出て行ました。当時、こ

の問題を見ていた評論家は、自分の頭の中で構築した理論と共に、「テーラーは

時間を使って強制労働や、ニンジンを目前にぶら下げて作業者に改善を強いる、

とんでもないヤカラである！」という評価と共に、労働争議裁判になりました。

このため、テーラーは弁明に大変な苦労と時間を強いられる結果となったわけ

ですが、やがて、科学的管理と ST カットの峻別の明確化になりました。『科学

的管理法』という著書には、裁判の結果に記録が残されていますが、今も、科

学的手法の悪用が起きると、テーラーの裁判内容が参照される状況です。

企業では時々、生産が繁忙になり、現場の頑張りで何とか急場をしのぐ例が、

発生します。しかし、この種の行為は、従業員の全員が、企業とお客様の実情

などを良く知った上でおこなう現場の努力であり、一時的な頑張りです。した

がって、この種の一時的な処置は、ここに記載した管理者の搾取とは扱いは別

です。しかし、定常的に続ける日々の生産活動において、改善と現場関係者へ

の見返りが無く、定常的に ST（標準時間）をカットするという問題は、作業者

の人間性と努力を無視した内容であり、生産管理上、今も配慮すべき対象です。

② F.ギルブレスによる作業改善手法の誕生

ギルブレスの誕生と活躍は図 1-25 に示した通りです。期せずして、テーラー

とグルブレスという偉人の登場は、ほぼ似た時代です。また、ギルブレスの企

業入社は、中学を出てすぐでした。テーラーの著書『科学的管理法』の中に、

この種の内容と、テーラーが敬意をもってギルブレスの活動を書き留めていま

すが、「彼は明るく、ひょうきんな性格であり、誰にでも好かれる人である。・・」

としています。

ギルブレスが会社に入った目的は、当初、金稼ぎでした。彼は「人より生産

性が高く、良い仕事をこなせば給与を多く得ることが出来るはずである！」と

考えたためです。彼は、早速、ベテランを見つけて「教えて！」と、頼んだわ

けでしたが、ベテラン達は、「ばか言え、数年かかって鍛えた技がお前にできる

わけがない・・」とせせら笑ったそうです。だが、彼は「何でも良いから１つ

だけ」と懇願する態度が余りにも微笑ましかったので、「仕方ない、１つだけだ

ぞ！」といって技を教えました。彼は 3 名のベテランに１つづつ教わり熱心に

達成努力を図り、見事にこなしました。そこで、ベテラン達は、「では、これは？」

と次々に技を教えたところ、3 ヵ月もすると、3 名のベテランを超えてしまった

そうです。

今でも、この種の方はたまに見ることがあります。だが、ギルブレスはそこ

から先が他の方と大きく違っていました。彼は「おかしいな、体の小さい方に
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ベテランがいる。どうも、レンガ積みという仕事は体の大きさには関係ないよ

うだ、人の体の構成は指が曲がり、手が曲がり、腕を振って胴を曲げ、・・足で

歩いて仕事をすることが共通している。

生産性の違いは、この体の使い方に差があることが関与しているようだ。そ

れなら、その状況を記号にしてみよう！」と考えました。また、表 1-3 の左側

に記載した記号にして行くと、現在で言う、『仕事の見える化』が目前に示すこ

とができました。そこで、この記号を使ってベテランの仕事を分析すると、レ

ンガは積んでいくらという報酬となるわけですが、手待ちや空で手や足を動か

す仕事がムダという形で目の前に示すことができたのです。では、当時の彼の

改善内容を例記することにします。

(ｲ) レンガを積み上げる場所と個数はおおよそ決まっている。それなら、積

む位置に先に運んでおけば良い。また、高くなると足場が必要になるが、

必要な足場も、事前に用意しておいて使えば良い。

(ﾛ) レンガ職人はレンガの上にコンクリートを載せ、その上にレンガを積ん

で行くが、必ず、コツコツとたたいて高さと位置調整を行っている。こ

の調整という行為はムダである。コテを改良して必要量をコンクリート

ためからすくいとり、ワンタッチでレンガの上にコンクリートを均一に

載せる。レンガは上からドンと置けば調整不要で積むことができるはず

である。現在、この種のコテは無い。必要だから私が新作する。
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(ﾊ) コンクリートを混練する間、レンガ積みはできない。あのような仕事は

レンガ積みと並行して牛馬の力や水力などで別途混練すれば良い。この

手法も世の中には無いが、必要は発明の母なのだから、私がつくる！

このように、工程分析の創出に加え、ギルブレスはレンガ積み作業の改善を

図った結果、当時のベテランの 3 倍の生産性を実現させ、高給を得たわけでし

た。すると、今度は、先輩たちが「ギルブレスさん、１つで良いからノウハウ

を教えて欲しい！」と懇願するので、教えたところ、この会社の生産性増加、

これが評判となり、注文が殺到しました。すると、他の企業が黙っていません。

当然、「教えて！・・」となったわけでしたが、彼は、この時、会社を離れ、コ

ンサルタントという形で工程分析と改善を教えると、今度は、近隣のレンガ積

み業者から教育を懇願されるという状況と共に、周辺諸州に工程分析と改善法

が広がってゆきました。

この状況はやがて、米国機械学会が知る内容になりました。この時、ギルブ

レスは居並ぶ高学歴の方々に対し表 1-3 の内容と実際に仕事を分析、改善した

内容を示し、「なぜ、レンガ積み作業で生産性が 3 倍になるか？また、他の仕事

も、この 18 の記号を使えば仕事の分析と改善が進むか？」を解説しました。す

ると、聞き入る関係者は「仕事が目で見て判る。これは画期的な内容だ！」と

いう言い、解析内容を絶賛しました。また、同時に、「この記号の名前は？」と

尋ねました。それまで、ギルブレスはこの分析記号に名前を付けていなかった
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ため、とっさの機転で、Th を頭に、自分の名前をさかさまに読んだ名前、“サ

ーブリッグ”と答えました。したがって、この記号が持つ英語の意味はありま

せん。しかし、その後、サーブリッグ記号は米国の産業界に破竹の勢いで広が

ると同時に、ギルブレス氏の仕事も繁忙化しました、このため、彼は AIIE を創

設、産業界の生産性向上の中核人物として活動を開始しました（筆者も、1970
年代に JMA・米国視察団の方々と AIIE を訪問したことがありました。郊外の

こざっぱりしたビルが 100 年の間、米国の生産性指導だけでなく、日本を始め、

各国の IE 支援を効率よく進めてきた歴史と努力を学びました）。

機械学会の発表の後、ギルブレスは「18 もの記号を製造現場の実務者の方々

が学ぶのは大変である。もっと簡単で効果的な手法に改善せねば、・・」という

努力を進め、図 1-25 の右側に記載した『工程分析』をつくりました。

ギルブレスの努力で開発した手法は、現場の実務者に簡単に使えるだけでな

く、時計を使わないで生産性を挙げる点が特徴です。また、彼は、AIIE でテー

ラー開発による時計観測との結合や、16mm フィルムを用いた動作研究などを

進め、現在、我々が目にする IE 手法を体系化しました。なお、「時間は仕事の

影である」という形で、ギルブレスが仕事の手順を徹底的に解析する内容と時

間を用いた仕事の評価がドッキングした手法となるまで、産業界では 10 年もの

議論がなされたわけですが、この仕事は、後で、標準時間設定努力として有名

な、作業に対する時刻表が MTM 法や WF 法などの体系として具体化されるま

でには、後で述べる、メイナード達の発想と、努力が必要でした。このような

IE 手法体系化が進展する歴史的な経過の中で、ギルブレスは活動したわけです

が、彼が他界した後、奥様がこの仕事を手伝っていたことも関与して、AIIE の

会長となり、長期に渡り活動したことも名が残る有名な話です。

③ フォードⅠ世によるコンベア・ラインの誕生

IE 手法が進化する中、フォードⅠ世は馬車にエンジンを付けた形で自動車を

世に誕生させました。筆者も、先の JMA・米国視察団の際、フォード博物館を

訪問する機会を得ましたが、自動車の原型が馬車に簡単なピストンを付けた内

容であることを始めて知りました。以降、彼の自動車開発は、図 1-26 中に示し

たように、T 型フォードという現在の形に似た形に進化しました。だが、コンベ

ア・ラインが登場する以前の生産は図の右下に記載したような内容が関与しま

す。すなわち、組立する自動車を定位置に置き、各所から部材を持ってきて組

み立てる構成だったわけですが、移動などのムダは多く、多能工を要するため、

作業者の技術・技能レベルによって生産性が大きく左右される状況でした。

フォードⅠ世は「安価で、大衆が乗り易い車づくりを！」と願って活動しま

したが、この時、フォードとそのスタッフは、テーラーの時間研究や、ギルブ
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レスの動作研究などを最大に駆使して 1 つの作業を徹底的に、しかも科学的に

研究し、部品加工の高速化や専用機化、熟練不要の作業標準化、労働分割専門

化、流れ作業など、いわゆるフォードの大量生産方式の追求に努力していまし

た。

このような時、フードⅠ世は、たまたま、肉の生産工場を見学する機会を得た

そうです。著書では、「ここでコンベア・ラインの発想を得た」としていますが、

そこでは、台上に牛を流し、その間で骨と肉を実にうまく仕分けする仕事が行

われていました。この状況を見て、フォードⅠ世は、「この逆に、部品倉庫の中

に綱で自動車を引き、組立すれば、生産性が高いラインができる！」と考え、

実施しました。具体的な対処は、図の中ほどに記載した内容になるわけですが、

自動車にロープをつけ引っ張りながら部品倉庫の中を通し、組立作業のスムー

ズ化を具体化した結果、コンベア・ラインを登場させました。また、その結果、

多くの技術革新と共に、T 型車の大量生産方式が可能となり、価格を 850 ドル

から 600 ドルに引き下げることが出来ました。

フォードが具体化させたコンベア・システムは、生産管理の面で極めて生産性

の高い組立ラインとなりました。その理由は、(ｲ)過去、自動車の組み立ては、

正に、頭からしっぽを職人たちによって行われてきたわけですが、コンベア上

で分業した作業により行われるようになった。(ﾛ)このため、新人を投入しても

達成までの教育は早く、専門的にまでの期間短縮だけでなく、分業した職場で

専門的に組立作業の改善が進んだためです。また、(ﾊ)このため、ラインバラン
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スを取るという処置と共に、各工程の標準時間管理が進み、特別な問題やトラ

ブルが無い限り、短時間で予定の生産数の確保が可能になったためでした。事

実、「1913 年には 1 台当りシャシーの組立工数 12 時間が 1914 年には 1 時間に

まで短縮される等の生産性向上がなされた」という記録が残います。

だが、この時点で、ある意味で永遠の課題ともいえる内容であり、製造管理者

の人間性や企業の文化が大きく作用する問題が発生しました。コンベア・シス

テムに対する人間性の懸念です。この問題は、特に、各組立工程が秒単位まで

の労働の細分化を図り、専門化と単純化が進んだ工程で問題となる例です。も

し、コンベア・ラインで働く方々を軽視すると、「各工程で仕事をする様子がロ

ボット的である」という批判でした。当時、各社で、高度かつ巨大な設備とコ

ンベア・システムの組合せが使われるようになり、この方式が他社でも利用さ

れ、大量生産の典型となっていったためでした。また、ここには、従来、組立

のプロと言われた熟練者が職を失ったことも関与したわけでしたが。産業界の

一部に「コンベア・システムは確かに生産性が高いが、労働者に厳しい一面を

持つ」という批判が生まれました。このため、フォードⅠ世がコンベアをどの

ように考えるべきかが産業界で注目されましたが、この時の彼の考え方は明確

でした。「顧客が安く、便利に乗用車を使っていただくため、コンベア・ライン

方式を用いた。この思想は従業員に対して何も変わらない」と強調しためです。

同時に、フォードⅠ世は、自動車経営の中で次のように語ったことが、産業界

だけでない、一般市民に紹介されたためです。また、その内容は、「産業の終着

点は、人々が頭脳を必要としない、標準化され、自動化された世界ではない。

その終着点は、人々にとって頭脳を働かす機械が豊富に存在する世界である。

なぜなら、そこでは、人間は、もはや朝早くから夜遅くまで生計を得るための

仕事にかかりっきりになるというようなことはなくなるだろう。産業の真の目

的は、1 つの型に人間の精神と肉体を、生存のための苦役から開放することにあ

る。その生産物がどこまで標準化されるかは、国家の問題ではなく、個々の製

造業者の問題である！」という内容でした。この言は、1920 年代のフォードの

言をそのまま直訳したものですが、フォードは、単に生産性向上をねらってコ

ンベア・システムを創造したのではないことを示していることが、読者の皆様

にはご理解願えると考えます。その理由は、彼の言が、現代で言う「生きがい」

「働きがい」を現場に求めた内容であり、「人間は自動化された世界を望まない」

とする考えを示しているからですが、生産管理を進める上で、人間尊重を忘れ

ると、作業現場の方々との信頼関係を欠き、多くの問題から、生産管理という

スムーズな物づくりや改善が進まないことは、もはや、ここで、繰り返す必要

は無い注意だと考えます。
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④ トヨタ・JIT の誕生

その後、コンベア・システムの方式はライン化改善技術の進展と共に装置産

業にも広がり、産業界では物づくりの基本的な構成となりました。このため、

市場は工場製品で満たされて行きました。しかし、少種大量生産に対する変化

が起きました。人には好みの差というものがあります。このため、1895 年頃に

なると、スローン（先の表 1-3・4 番目）がこの問題を取り上げ、「工場内は標

準化した部材を用意して、顧客の好みの変化に対しては、標準化部材の組み換

えで対応しよう！」という考えを提示しました。産業界では、この方式が盛ん

になり、名も『レストラン方式』となりました。この方式ですが、例えば、レ

ストランではエビを皮むきして、野菜を切り、・・・と材料を用意しておきます。

工場で言うなら半製品の形で準備した部材です。そこで、レストランでお客様

がエビの天ぷらが注文された場合、エビにころもをつけて油であげる。野菜は

サラダにする。湯がいて出す、・・とする方式です。次に、別のお客様が「エビ

の酢の物が欲しい」というと、エビを軽くボイルして、野菜を塩でもみ・絞り、・・

酢醤油の中に入れて出す。また、別のお客様は、イタリア料理を注文するが、「ト

マト・ケチャップ・ソースにあえたエビに野菜や貝などを交えたスパゲティー」

が欲しいというと、調理法をそれに合せて料理する。・・・・といったように、

同じ材料を部品の組み合わせで、変化するお客様の料理の要求に対応する、と

いう内容に似た方式で生産現場の対応を進めたわけでした。ところが、この方

式は「まとめて作れば安くなる」という経済学を基とした生産方式でした。こ

のため、変化対応には有効だったわけでしたが、料理でいう材料を大量に抱え

る生産上の問題を残しました。

昭和 25 年、この種の方式を使う頃トヨタ自動車（以降トヨタと略称）は大赤

字で苦しんでいました。従業員の給与は 3 ヵ月前の分の 1 週間分しか出ない。

トヨタの金庫には 10 万円も無い。銀行に借りにいっても「つぶれる会社に金は

貸さない！」という環境で 700 台/月程度のトラックを作っていました。だが、

例えば、プレスの鉄板などは 10,000 万枚を一度に打ち、倉庫にストックする状

況でした。その理由は、例えば、図 1-27 の右の表に示したように、仮に、段取

り替えに 8 時間かかるプレス品の場合（例えば、フェンダーやドアーなど）、1
枚の生産に 1 分かかる場合、製品が替わる毎に段取り替えを行っていては、製

品 1 個、1 枚当たりに段取の時間の割掛値が膨大になるためです。そこでは、先

の「まとめて作れば安くなる！」という計算をしていました。その具体的な対

処は、沢山まとめて作り、1 個・1 枚当たりの段取り時間の割掛けにより安価に

なるカーブと、保管量に従って増す費用のカーブとの合計値を見て、最小にな

る点を『最適ロット』と定めて生産する方式です。だが、この例の場合、売れ

る 1 台に対して、1 枚の部材、1 個の部品だけが必要になるわけで、個々の部材
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9,999 枚は保管され、次の組立まで待つことになります。これが、レストラン方

式でいう材料の仕込みとなるわけですが、先にキャッシュフローで解説したよ

うに、材料は現金で購入しなければなりません。

当時、トヨタには、その資金がない状況です。そうなると銀行から借りなけ

ればなりません。だが、赤字のトヨタには倒産を恐れて貸さない。さらに、借

りたお金には利子の支払いが生じる・・・という環境でした。ちなみに、当時

の利子の支払いは、何と、売上高の 6％だったそうです。そこで、「トヨタをつ

ぶそう」という話が出たそうですが、日銀・名古屋支店が試算すると、「トヨタ

には 8,000 人勤めている。家族をまとめると 4 倍、すなわち、32,000 人が倒産

に従って路頭に迷うことになる。だが、自動車会社は 10 倍もの系列会社と共に

トラック生産を進めてきた。そうなると、その 10 倍の方も、同じ状況に陥る。

加えて、町の商店など関連する方が 2 倍いるが同じ環境に陥るが、その総数は

64 万人となり、余りにも社会的影響が大きい！」ということで、「トヨタの損益

分岐点は 700 台トラック生産で 5,000 人となる。3,000 人の首切り(リストラ)を
約束するなら、資金を貸す！」と要請しました。この対策に、当時、故・大野

耐一氏（生産管理部長）は対策を模索していたそうですが、海外視察をしても、

「沢山作れば安くなる」という企業ばかりでした。要は、海外視察を繰り返し

ても何も得るものがなく、米国からの帰国になったわけでしたが、「手ぶらでは

帰れない。困った、・・」と言い、町を歩いているとスーパーマーケットがあり
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ました。そこで、「土産でも」と入り、棚を見ると、購入する対象商品がほとん

ど棚に無いため、店員に「これが無くなったらどうするの？」と問うと、店員

は「売れるだけ注文します」と答えたそうです。この時、大野氏は「そうか、

売れるものを売れる時に、売れるだけ作れば良いのか？後工程引き取り、ムダ

な在庫・仕掛りはゼロ接近で行こう！」と考えました。また、これがキッカケ

で、図 1-28 のようなトヨタ生産システム（TPS）の中で JIT を具体化させてい

ったそうです。なお、このため、帰国後、先のシングル段取り、すなわち、10
分以内で品種の切り替えを故・新郷重夫先生に要求しました。新郷先生始め関

係者は、苦心の末、先に示したように、成功、多種少量生産において仕掛り・

在庫の最少化が図り、変化に柔軟な生産対応が可能になると同時に、大幅な生

産リードタイム短縮を具体化しました。

⑤ 21 世紀の情報革命を受けて進化する IT 利用・生産管理システムの進展

1970 年頃から各種の製造、生産技術はめざましい勢いで進化しました。加え

て、IT の進化は生産管理上で人が行ってきた仕事を大きく変革しました。その

経過の主なものを図 1-29 に記載しました。IT が生産管理に大きな変革を及ぼし

た内容の主な点は、(1)生産に関する各種の集計、事務作業が人から IT に置き換

わると同時に、革新的な情報処理のスピード化でした。また、(2)製品の動きと

情報の一体化が図られた結果、スケジュール管理や、現場への指示などが最新

情報を基にした共有化情報の基で効率良く行われ、(3)生産上の変化、異常や、
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将来予測などが戦略的、定量的に行われるようになりました。このため、現在、

生産管理は IT を用いたシステム以外に考えられない時代になり、IT の戦略的な

活用が企業間格差になる時代に変化しました。

では、簡単に図に示した IT による生産管理システムの進化を解説することに

します。まだ、1970 年代初頭のコンピュータは大型であり、給与計算をようや

く始めたばかりでした。このため、生産管理面では、まだ、集計業務の一部を

あつかう程度でした。今は、もはや見ることが無い、IBM カードに各種の数字

などを入れ、大型コンピュータを動かす方式であり、給与計算などは、大きな

マグネットテープ（リール）を回して数時間かかるという内容です。現在のよ

うなインターネットも無かった時代です。このため、生産管理上は数理計算を

用いた単発的な計算で生産計画や需要予測、在庫や仕掛の適正値などを決める

学問的な手法の方が有効なため戦争で使われ、成果を得た OR（Operation
Research）という数学的な解析が用いられると同時に、在庫理論、待ち行列、

PERT やスケジューリングなどで解析した算式をコンピュータに入れ、各種の

検討を行い、生産管理上の問題を解析する方式が採られました。

筆者は、当時、大学は金属工学出身のため、会社から、この分野に入るため

早稲田の夜学に通うよう指示が出され、OR を勉強しました。数学は好きだった

ので、苦にならなかった世代でしたが、工場の各種の問題に OR という生産管

理分野があることや、経営工学という学問体系があることを、この時、始めて
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学びました。

皆様、ご存知の通り、その後のコンピュータの進化はめざましい歴史をたど

りました。少種大量生産工場では製造ラインの完全自動化を進める企業が多く

なり、FA（Factory Automation）という概念が生まれ、加工製品の製造を中心

に夜間自動運転による自動化が進展しました。加えて、製品のライフサイクル

の短命化、多種少量生産の進展で人と設備の組み合わせで対応する策も進み、

FMS（Flexible Manufacturing System）が主体となり、ここに IT は大きな役

割を果たしました。さらに、図 1-30 に示した形で IT 利用技術は進み、開発設

計部門で活用が盛んになりましたが、製品や部品などの設計図をコンピュータ

で描く CAD（Computer Aided Design）が盛んになると同時に、設計段階から

製品評価を行う CAE（Computer Aided Engineering）対策が進みました。

このような時、生産管理的には、工場の物と情報の一体化が生産管理の基本

となることが明確になってきました。このため、現場端末の進化、特に、バー

コードなどの発達や、その後の IC チップの進化により、この実現が進み、工場

の入り口から出口までをコンピュータで総合管理することが比較的安価となり、

CIM（Computer Integrated Manufacturing System）という考え方が構築され、

現在の JIT・SCM の基盤を具体化させて行ったという経過が、IT による生産計

画システム発展史です。運の良いことに、期せずして、筆者は 1970 年から 20
年間日立金属㈱で仕事をしてきましたが、正に、生産管理 IT システムづくりと
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縁が切れない仕事の真っただ中で活動してきました。当時、生産管理＝生産管

理システムの構築と全員参画で企業をまとめて、「いち早く情報を制するものは、

産業界の顧客サービスと工場管理技術の先端に位置する！」と時代でした。ま

た、この解説に、「米国のフロンティアの歴史を見ると、(1)西部開拓から海岸に

達した各種の開拓を、(2)ニュー・フロンティア開拓が、グローバル展開となっ

た。だが、現在の IT の進展と各社の競争を考えると、(3)ニュー・ニュー・フロ

ンティア開発は情報化対策である！」解説が追加され、産業界で IT による生産

管理システム開発が進められました。

20 年以上という前から、今日を振り返ると、当時は卓上 PC を使うインター

ネット、アイホンも i-Pad も無かった時代です。この時代は、現在の PC に比較

してはるかに機能が劣る大型コンピュータを駆使した生産管理システムの構築

と共に、『コンピュータ・アレルギー』なる言葉があった時代でした。事実、一

般の方は、ほとんどが IT に不慣れ、また、仕事上、全く、PC に関与したこと

が無かった方々に理解と協力を得ながらの生産管理システムの具体化へ協力を

得る取り組みを強いられる時代であり、筆者も、苦労しました。

以上、生産管理という局面から、この種の対象の対策に取り組んだ歴史的経

過を整理しました。ここで、学ぶべきことは、「時代が進展するに従い、常に、

その時代と対象による新たな問題が発生する。だが、先人たちは、新たな発想

を打ち立て、変化を嫌う抵抗勢力や、時には、有効な技術対策が、思わぬ悪用

になる例を打破しながら、「生産管理の進展と仕事とは問題解決の連続業である」

考え、常に問題発掘と、新たな手法の具体化に努力してきた経過が生産管理の

歴史となってきた」という点です。「今後も、技術は進展し、企業間競争が激化

するはずです。そうなると、問題解決を精力的に進めるという生産管理関係者

の努力は、今後も変わらない事象である！」はずです。

（２）管理ポイント減対策と圧倒的 L/T 短縮のためのレイアウト改善

① 工場レイアウト設計の基本要件

産業人の方なら誰でも知る通り、物づくりは各種工程を介したレイアウトを

通して製品実現が具体化しますが、その状況は図 1-31 のようになります。

この図は、横軸が物づくりを行う工程、縦軸が、各工程に対する働きかけで

あり、各製造職場が物づくりを行う様子を示した図です。図中に工程に対する

解説を加えましたが、工程とはインプットをアウトプットに変換することで、

順次、製品実現を果たす役割を担います。先に紹介したように、「購買・資材部

門は材料のインプット、経理はある期間を定め、工場における活動結果をアウ

トプットとして集計する仕事です。この間の物づくり全体を、未来と現在の面

でキャッシュフローとして管理する部署は生産管理部門となり、ここにムダを
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発生させないで、高効率でスムーズな物の流れを計画・管理する仕事は極めて

重要！」です。このため、この分野の技術向上が生産管理技術の歴史で解説し

たように、多くの問題解決努力が払われてきました。では、このような中から、

以下、レイアウト改善に関する対策を紹介することにします。

レイアウト改善技術を体系化した方は下の写真に示したリチャード・ミュー

サー博士です。また、写真の右側に示された 1973 年発行“SLP”という著書は

世界的に知られる書であり、レイアウト設計に関する基本の大半がここに記載

されています。筆者は日立金属㈱在勤、技術本部で大型設備投資に関与した時

代、JMA が翻訳した高額書を購入して、3～4 ヵ月毎に工場レイアウトの設計や

審査～改善の仕事をしてきました。

既に、JMA の翻訳書は絶版となりました。しかし、今も、レイアウト設計に

関するご相談は多く、対策ニーズの多い皆様に広く役立てていただくため、21
世紀の技術を駆使して工場レイアウトをシミュレーションして操業上の問題を

先験的に解決する手法を SLIM と名付け、URL：qcd.jp の無料文献欄に「レイ

アウト設計法 SLP と、マーケット直結型モノづくり革新の進めた」という題名

で掲載中しました。レイアウト設計に関する対策をお進めの皆様には、是非、

この書の利用を願う次第です。では、以下、ここでは、生産管理に関する要点

を記載することにします。まず、(ｲ)工場レイアウトと、(ﾛ)生産管理、そして、

(ﾊ)顧客志向で全員が取り組む活動を図 1-32 にイメージ化することにします。
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これは、たとえ話ですが、工場レイアウトという対象は、お金の面で見ると固

定資産の対象となる生産基盤ですが車のボデーに当たります。そこには、車を

動かすために必要な各種の機械が配備されているからです。だが、個々の機械

や設備機器があっても、制御システムが無ければ効率よい安全な車の運行はで

きません。この状況が工場における生産管理システムの駆使です。工場レイア

ウトがハードウエアという車体、制御系がソフトウエアというわけですが、こ

の基盤を人が利用して企業は、定めた目的へ向かうことになります。では、多

少、専門的な内容に話を移すことにします。

工場で物づくりを進めるには、購入材やエネルギー、技術や機械と人の働き

かけなどの要素をインプットして、各工程で求める所定のアウトプットを具体

化する活動が必要です。この内容を管理・運用するため、表 1-4 に示した多く

の技術が駆使されます。このように、工場レイアウトと生産管理システム、ま

た、人が、その種の基盤を活用して目的に向かう全員参画活動というハートウ

エアを整理すると、工場が組織という人々の構成で各専門分野を分担した活動

において、多くの専門分野を関係者に任せた活動となるので、工程管理業務関

係者は、その詳細の総てまでを知る必要が無いはずです。しかし、物づくりの

決め手になる要件とその状態がどうなっているか？という重点部に関しては、

その要点を知って、活動や状態の良否をチェックすべき必要が、納期や生産性

の目標達成のため、首を突っ込んで調整を図るなどの仕事が発生する例が生じ

ます。
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これは筆者が米国 AAP 社で生産管理を担当していた時の話ですが、アルミホ

イールの生産で重要な要件のひとつに溶解したアルミの温度管理がありました。

筆者は、この時、アルミ生産には、全く不慣れでした。だが、当時も、工程の

環境が正規の内容か否か？について、毎朝、工場巡回をすることが日常業務と
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なっていました。このような活動の中で、「溶解炉のアルミため（溶湯）の温度

がいつもより高い感じがしました。色と肌に感じる輻射熱を受けた感触です。

そこで、早速、担当の技術スタッフに状況を伝え、チェックを願いました。す

ると、溶解ための温度が規定よりはるかに高い状態でした。溶解温度は温度測

定をする端子に入ったセンサーで検出、自動制御されています。ここでは、温

度測定端子の劣化を防ぐため、溶解ための中に壁が設けられていました。だが、

壁と端子の間がスラグというアルミから出るカスで埋まってしまい（断熱効果

が発生）、溶湯の正確な温度をとらえず（この場合、低い値だったため）、保温

のためのヒーターが稼働しつづけ、製品本体になるアルミ溶解ための規定が上

昇し続けていたわけでした。そこで、つまった部分の清掃より、壁を崩す対策

を要請しました。この処置で、温度測定を行う端子が入っている保護管の寿命

は短くなります。この策は、製品不良に伴う損金を計算すれば明らかですが、

測温端子の定期交換期間を短くしてもはるかに安価なためでした。ちなみに、

不良発生は、溶融アルミを覆う酸化幕が破れ、空気中にある水分と反応して溶

融アルミに溶け込む水素の影響で起きるピンホール不良です。この種の内容は、

アルミ製造を行う企業では従業員全員の常識とすべき要件です。このため、仮

に、生産管理関係者が文系の出身者であっても、管理すべき要件となります。

さらに、これ以外にも工場に問題がありました。工場で使うコンプレッサー・

エアー（圧搾空気）です。ここでは、工場建設時に大型の装置 1 台で全体をカ

バーする方式が採用されていました。工場の投資金額を易くするためです。コ

ンプレッサー・エアーの利用は、低圧鋳造機と、加工設備や塗装設備などにも

使われていました。だが、前者は圧力が規定以上あれば空気量が製品製造のキ

ーです。これに対し、後者は高い気圧ですが、使用する空気量はわずかで済み

ます。要は空気圧の利用要求が異なる対象を 1 台のコンプレッサーでカバーす

る方式でした。特に、低圧鋳造機に使用するエアーは乾燥していることが必須

条件となります。ピンホールの原因になるためです。当然、このための処置は

鋳造機付近で行ってきました（ドレイン対策設備を設置していた）。しかし、完

全では無い。また、生産管理を統括する私の能力を超える問題ですが、早急な

対処が必要でした。そこで、「工場と近隣に、この分野の専門家はいない」とい

う判断で、日本の友人、この道の専門家に来ていただく手配をしました。その

結果、この方が「鋳造機以外の機械設備には、機能を分け、小型コンプレッサ

ーを使うことが工場全体のコンプレッサー・エアーの管理と制御には有効であ

る」という結論を、正確な計算値と共に提示してくれました。そこで、早急に

手を打ったわけですが、対策と同時に、エアーと不良の問題は総て消えました。

この時、再度、「この種の製造技術に無知であったとしても、生産管理という任

を持たされた責任者は何をすべきか？」ということになるわけですが、つたな
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い筆者の経験が、今後の皆様のお役に立てば幸いです。

② 生産管理に関与する『工場レイアウト設計法』

工場レイアウト設計法の全体を図 1-33 に示しました。なお、筆者達は、SLP
適用を進める中で、SLP を改良進め、名称を SLIM としました。

その理由は、生産管理上スリムな工場レイアウトを具体化させようという目

的と、ミューサーの時代に重視されてなかった工場レイアウト構築後に工場の

操業シミュレーションを行い、先験的に創業時の問題を事前対策・把握と、IT
を駆使した情報管理システムを付加したことが、その主な改善点です。SLIM に

は 0～Ⅲまでありますが、SLIM-0 はレイアウト設計法です。SLIM-Ⅰは図 1-32
のハードウエア上の対策であり、物づくりをスムーズに行うための工場レイア

ウト設計法です。また、SLIM-Ⅱは生産管理システムを主体とするソフトウエ

ア上の対策。SLIM-Ⅲはハートウエアという全員参画で顧客直結型生産・販売

活動の円滑化対策です。

図 1-33 は SLIM-Ⅰの手順です。ミューサーが SLP 開発の時代には製品ライ

フサイクルの短命化は、まだ、問題では無い時代でした。「最初に生産対象品あ

りき」という前提で SLP を活用する状況でした。だが、現在は、製品＝商品（売

れるものを、売れる時に、売れるだけ作り、販売するという意味）から、商品

分析をあらゆる角度から検討すべき内容を中心に、全員参画で過去の問題を凌
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駕する対策や、海外を含めた生産条件などを考慮する必要が高くなりました。

このため、SLIM では図中の黄色で記載した SLP の前に行う検討内容を付加し

ました。さらに、SLP 活用の後、工場レイアウトをシュミレーションするわけ

ですが、SLP はモデルとして定めた生産条件でレイアウト設計を進めるため、

操業時に発生する問題までは検討が出来ません。そこで、例えば、製品の変更

や設備や製品にトラブルが発生した場合の問題を、IT シミュレーション結果を

基に事前につかみ対策する。また、ハザード部を重点管理する。さらに、この

種の対策を十分行っても、発生する問題に対し、緊急時用対策を準備しておく

必要が生じました。なお、図中、黄色で示した SLP 適用の後に、空色で囲んだ

手順を追加していますが、これは、収益確保対策の見直しと、新製造ラインの

垂直立ち上げ対策です。

以上、SLIM-Ⅰの手順の全体を簡単に紹介しました。では、SLP のステップ

と生産管理者が注意すべき内容の解説に移ります。

(1) SLP の解析について

手順 1 は生産・販売となる製品モデルの設定です。具体的な解析は図 1-34 の

ようになります。図の左側は SLP の詳細な解析例、右に、作成すべき資料を記

載しました。このように、SLP では「最初に製品と生産必要量を設定します。

なお、この種の要件は変化するので、1.3 倍程度の急増に対して人海戦術や低額

投資でしのぐ、逆に、65％操業でも利益が出る工場レイアウトを構築する」と

いう前提を置くのが一般的です。実際に生産・販売に入ると、各種の変動が必

ずあるためです。このような検討の末、モデルに選んだ対象製品と生産量が決

まると、製品の流れをフロム・ツウ分析します。同時に、生産関係者の活動の

近接度も評価する方式が SLP の解析です。

実際に SLP を使うと判りますが、前者である製品分析は定量的な解析なので

すが、後者の生産活動の相互関係は感性に頼る内容であり、情報レイアウト設

計（SLIM-Ⅱ）で、別途の対処となること、また、レイアウト設計後に評価す

れば済む内容ばかりです。このため、SLIM では、この種の内容は考案した案の

評価基準に転用することにして、物流最適化を追求することにしました。

このようにして製品の流れが解析されると、物流が強い工程間は太線で示し、

順次、弱さに従って線を細くして工程間の近接度を図化します。この図：物流

相関図が出来上がると、これが、理想とする設備レイアウト配置の対象になり

ます。後は、工場の大きさや各種の条件を見ながら図化するわけですが、SLP
が持つ有用な特徴は、「相異なる 3 案を必ず作成する」にあります。具体的には、

図 1-35 の基本を基に、まず、実施を前提にしない対策を含め、あえて（無理を

承知で）3 案を作成します。その後、有効なレイアウトを選定して、また 3 案を

創ります。そして、相互評価、良いとこ取りをして、さらに 3 案を作成した後、
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最終的な評価案を抽出します。以上、3 案を 3 段階で評価、検討する手続きを採

る方式が SLP 活用の特徴です。

これは数少ない筆者の体験談ですが、ある企業 2 社ほどでレイアウト改善の

支援を進めた時、ある会社では 200 枚、もう 1 社は 300 枚でした。また、ご相

談の内容は、「300 枚ものレイアウト案を作成したが、どれを選ぶか困っている」

といのことでした。そのような依頼があった時、「残念ですが、私は、いきなり

300 枚を見て感性で評価する技はありません。その前提になっている製品と流な

どのデーターを提供お願いします」として SLP による解析を進めました。ここ

でも、相異なる 3 案×3 ステップ＝9 枚で最終案の抽出を願ったわけでしたが、

SLP による解析結果と共に作成した工場レイアウト図が、先にこの企業で作成

していた 300 枚より優れたレイアウトでした。また、200 枚作成した企業でも

同じ状況が発生でしたが、この時、筆者はミューサーの書に記載していた体験

を思い出した次第です。要は、「3 案×3 段階の検討で作成される工場レイアウ

トは最適案を提示する際、極めて有用な要件を手法上、既に具備した手順であ

る」という SLP が持つ利点を体験した話しを紹介した次第です。ちなみに、図

1-35 ですが、図の上に「レイ：物流＋アウト：市場へ向けて→最適の流れで出

す」というコメントがあります。これは、「いくら工場の敷地内にきれいに並べ

た設備があっても、物流が悪い、作業の動線が長く複雑、設備メンテナンスや、

リターン材、空パレットなどのもどしが大変、・・・といった工場レイアウトは
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SLP とは似て非なる内容である。このような工場はムダがムダを呼び、やがて

赤字になるのでレイ・オフが起きる」という注意があります。

工場レイアウト設計とは、ある意味で一般家屋の土台づくりです。そうなる

と、建屋を建設後の改善は至難の業と見るべき対象です。この意味で SLP とい
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う最適な工場レイアウト設計技術を使わない工場建設は大変な問題を抱えるこ

とになります。生産管理に高度、かつ、複雑な IT を駆使する例があります。し

かし、すっきりした製品や仕事の流れと管理ポイントが少ない工場は簡易な IT
配備で済みます。また、SLP 以外の複雑怪奇なレイアウトを設計・建設・運用

して行く手法にはムダが多く含む構成になります。

では、SLP による物流改善を進めた相関図を基に、工場のレイアウトを具体

化させて行くイメージを図 1-36 に例示することにします。図の左側が専門的（解

説は省略）な内容であり、SLP による解析資料です。また、これを基に実際に

建屋に設備などを入れて行く様子が、図の下側に示したレイアウトです。

(2) SLIM-0 によるレイアウト設計イメージ

単１製品加工品の流れによる、極めて基本的なレイアウト改善手法を例示す

ることにします。製品の流れは工程分析、表 1-5 に示した通りです。同時に、

その流れを現状の工場レイアウトに照らすと、流れ図は図１-37 だったとします。

この例で、2 階建ての工場建屋に製品製造工程順を示した No.を見ると、多くの

移動のムダが判ります。特に、1 階から階への移動、また、2 階から 1 階への移

動、また、設備間の移動や、ロット待ちのために、工程間で中間財が仕掛りと

して停滞するといったムダが発生する状況であり、表 1-5 の 21 工程と共に、正
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味率が極めて低い状況がムダの多い状況です。そこで、レイアウト改善は理想

－現実＝改善ギャップの考え方で取り組みます（なお、ここには、図 1-37 の右

に記載したような「制約条件なし」という前提を使います）。では、詳細は除き、

図 1-38 に改善後の一例を例示することにします。

この改善内容では、(1)1 階に総ての製造工程を集める。(2)工程間を出来るだ

けつなぎ、一貫ライン化する。(3)U 字型ラインで物流を構成する、といった改

善です。その結果、図 1-38 の下に記載したように、大幅な改善となり、生産管

理面では、U 字の中に設置した現場事務所の窓の周辺で生産の状況がつかめる

という構成です。また、この方式は 1990 年代に流行った、「現場事務所で容易

な生産管理を進める方式」ですが、他にも、I 型、L 型などのレイアウトを策定

して、相互に比較検討の上、最適な対象を選ぶべきです。また、この意味で、

図 1-37 最終案ではなく、演習題のレイアウト検討の一例として、ご覧下いただ

ければ幸いです。

ここで注意すべきは、「改善は永遠なり」という言葉にあるように、「まだ、

図 1-38 が最終案ではない」という点です。先に解説したように、工程はインプ

ットをアウトプットに変換する機能です。そうなると、この目的を果たすレイ

アウトには多くの策があるはずです。この思想で、物づくりの工程を上位でと

らえ、革新案を探ることにします（VE（価値分析）を用いた『工程機能分析』

による解析の適用を進めます）。その状況を図 1-39 に例示しました。
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この視点でこの加工工程を見ると、例えば、(ｲ)要求を満たした寸法精度を確

保した製品を得る。(ﾛ)一貫ラインを設けなくても、洗浄－防錆－乾燥が済まさ

れていれば良い。(ﾊ)加工キズや寸法不良が無い状態で梱包される案も採用可能

になります。さらに、(ｲ)～(ﾊ)を見ると、(a)加工された製品は、ポカヨケなどの

計測装置で加工工程終了と共に品質チェック～保証を図る。(b)家庭には既に洗
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濯機や皿洗い機がある時代なので、小型洗浄～防錆～乾燥装置をつける。これ

で、問題が無い場合、(c)加工工程の末端、(b)が終了すると同時に自動梱包する、

という策や、さらには、洗浄・防錆を気化性防錆剤の投入を梱包作業で行う、

という策も考えられます。この案の場合、4 台から 5 台の加工品で製造した製品

のロットまとめは必要が無くなります。また、防錆工程には 4 倍の時間が掛け

られます。そうなると、それほど高価な処置は不要になるかも知れません。い

ずれにせよ、ここに記載した案を採用した場合、図 1-38 は大幅に改善された姿

になります（さらに、この改善内容を詳しく勉強される方は、URL：qcd.jp に

無料掲載中の『IE 手法の実践』の第 3 章、または、『工場レイアウト設計法』

のミニ・レイアウト設計の項や、同 URL に掲載の『製造業の電力対策』の最終

章をご参考ください）。

以上、工場レイアウト改善の一例を示しましたが、この種の策の展開が一種

の技術革新です。この例だけを見ていると単なる演習題に留まりますが、イン

クスという会社（ベンチャー企業）が 2002 年に、過去 40 日が最短としてきた

携帯電話金型の生産を表 1-5 に似た解析を進め、当時、産業界で実施していた

技術を総編集する形で 10 日にした例があります。この例は、さらに、翌年には

IT の進化と加工技術の向上で 3 日生産としたわけですが、2007 年には金属紛体

にレーザー光線をかけて 37 時間で、かつて、金型生産の条件だった切削加工を

省略しました。

また、全く分野は異なりますが、かつてのテレビは回路の集合体だったもの

が、液晶と電子回路パネル 1 枚程度でつくることができたり、回路も印刷技術

を使い配線なしで製造する。・・・といった例は皆様が知る通りです。

このように製造工程を見ると、生産管理関係者は、異業種参入といった警戒

を含め、現状に捉われない形で。将来変化する物づくりと、工場レイアウト革

新の行く先を見ることが必要です。

(3) 多種少量生産製造ラインの改善：SLIM- Ⅰの手順と要点

先の SLIM-0 による単品生産を行う製造ラインの改善は、単に、工場におけ

るレイアウト設計法の基本事項を学んでいただく教材に過ぎません。「実際の生

産ラインは多種少量生産から、製品の種類も量も変化が激しい変種・変量時代

になっている」というのが実情ではないかと思います。そこで、先にご紹介し

た図 1-33 を用いて、このための工場レイアウト設計法の中から、ミューサー博

士が開発した SLP による解析手順と要点を紹介することにします。

【手順 1】P-Q 分析

まず、第一ステップの P-Q 分析の状況を、図 1-40 に例示しました。P-Q 分析

は、横軸に P：製品の種類（Products）、縦軸に Q：モデルと定めた製品量



52

（Quantity）を記載します（これは、産業界で使われている ABC 分析と同じ解

析法です）。

かつて、P-Q 分析は生産ラインの形態を決める意志決定の資料でした。その

内容を図中に記載しましたが、「品種が少なく販売・生産量が多い対象は、まと

めて、量産ライン化する」としてきました。また、グラフの右側にあるような、

生産・販売量が少ない対象はジョブ・ショップ・ラインという名をつけられて

いますが、製品の流れを決めても毎回変わるので、設備は好みで並べ、その間

を製品の製造に応じて、ロットとしてまとめた製品（中間財）を必要に応じて

適宜動かす方式を SLP では推奨してきました。また、この間にある中量生産対

象品は GT：グループ・テクノロジーという考えで、類似の製品対象をまとめて、

出来るだけ、量産ライン化して効率をあげる構成にする、という検討に P-Q 分

析を活用することが SLP ではガイドされてきました。しかし、この理論は、製

品種の変更に対応した生産を行う上で、段取り替え時間が多く掛かるという前

提で定められたライン選択の方式でした。だが、現在は、先の図 1-27 で紹介し

たように、シングル段取りが普及した時代です。このため、少種大量生産ライ

ンも、既に 10 分以内の段取り替えができる。ジョブ・ショップ・ラインも、1
個流しを可能にするフレキシブル・ライン化にするという方式が普及済みです。

このため、かつて、SLP の初段で行ったラインの形態を選別するというために

P-Q 分析を使う例はほとんど意味を失いました。

「では、この分析の必要性は？」ということになりますが、図の右側の内容
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をこの分析に付加します。この項目は筆者達が SLP を使っている中で見出した

ものですが、多分、ミューサー博士は将来を予測して、「言わずとも気づくはず」

という扱いにしていたのかも知れません。いずれにせよ、SLP を実務的に使う

中で、新・工場建設という将来の生産管理や原価、さらには、キャッシュフロ

ーや他社との競争力強化を考えると、あらゆる角度から生産対象品に検討を加

える必要があったためです。また、数年、否、10 年も 20 年も同じ生産ライン

を使って生産を続ける装置産業においては、収益性の高い製品の評価（時には、

現状で収益性が低く、回復も困難な製品生産からの撤退）、ライフサイクルが関

与する製品の交代や内外製作の評価、また、生産変動があっても簡単な投資で

切り抜ける。逆に、不況時にどの程度の生産量低下であっても収益性を確保す

べきか（SLP 使用の場合、1.3 倍～0.65 はカバーする策を当初から考える）？

をなどの要件を評価・検討する上で重要な役割を果たします。

さらに、ここまでの内容に比較すると経営的な関与は少ないのですが、P-Q
分析のグラフを活用して、仮に多種少量で裾野を引くようなグラフで 1,000 種

もの製品があった場合、次に行う経路分析に分析対象の減（手間が掛からない

ように分析対象をしぼる）ために、このグラフの活用は有効です。例えば、1,000
種あった製品を P-Q 分析の後、200 種で 90％を占めていたとします。この場合、

残余の製品の流れを見て、ある程度類似の製品は 90％の中に選定された製品と

統合するといった処置を図ることにより、例えば、95％とか、98％の製品をカ

バーしたレイアウト設計の検討を進めることができます。また、この処置は、

工場レイアウトの際、大きな時間短縮になります。以上、P-Q 分析に関する SLP
を実務活用して行く点で重要な内容を解説しました。

【手順 2】経路分析

モデルという考え方は、「実際に販売・生産する製品は常に変動する。それな

ら、多少厳しめといった見地で、製品分析を行い、工場レイアウト構築の根拠

としたい対象品を決める」という方式です。「モデルを改善すれば、改善モデル

としてスリム化した生産ラインになるはずです。そこで、改善モデルを具体化

策として適用する。すると、実際の生産活動が始まると、改善モデルを基盤に

した構成で生産は変動するが、改善前の現実と比較してモデル：改善モデルで

得た効果に似た改善成果を得る」ということになります。次に、このようにし

て得た対象製品を、手順 2 では図 1-41 の経路分析を用いてモデルに選ばれた対

象製品の分析を進めます。

経路分析は工程分析を粗くした手法です。各製品を、先の表 1-5 に示したよ

うな工程分析を行うと、時間が掛かるだけではなく、製品相互の類似性やマク

ロにとらえた問題の対策に支障と手間がかかります。そこで図 1-41 に示された

ように、横軸に工程名を記載して、各製品製造上、使用する工程に○印をつけ、



54

工程と工程間を線で結ぶ方式を進めます。また、○の付近に記載した数値は、

標準時間、すなわち、各工程で現状の製品（実際には半製品、または、中間財

を意味する）1 個作るために要する時間を記載したものです。

経路分析と共に行う改善は、例えば、図 1-41 では、製品は切断～発送へと流

れる状態が順行として、製品 E～G は製品が逆流品のような対策です。さらに、

新・工場レイアウトを策定するわけですから、新しい技術を導入して 2 つある

工程を 1 つに統合化出来ないか？協力会社へ依頼している対象品を内製化でき

ないか？といった改善案の検討などを進めます。このように、工場レイアウト

案の策定に当たっては、単に機械的に経路分析図や表を作成するのではなく、

多くの検討を進めることが大切です。

【手順 3】フロム・ツウ分析

フロム・ツウ分析は、言葉が示す通り、「どこからどこへ製品が工程移動する

か？」を分析します。例を図 1-42 に示します。ご覧願えばお判りいただけると

思いますが、縦軸がフロム：From であり、受け手となる横軸がツウ：To です。

これは、手順 2 の経路分析を用いて集計した結果をまとめたものですが、例え

ば、図中、From:切断から To:加工へ 7,500 流れた製品は、次に、From：加工か

ら To：手直しに 7,500・・・という例がフロム・ツウの内容です（このような

集計の前には、先の経路分析の表に書かれた製品 1 品づつをこのような処置で

この欄に記載したものが、例えば、合計値として 7,500 となった例です）。
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この図が完成すると、表の右端に記載したクラス分けをして表中の枠、また

は、○に赤から順に物流強度の強さを色分けします。これは、手順 4 で行う物

流相関図作成のための準備です。この図には青い色と無色の区分があり、順行

領域：逆行領域という記載があります。これは、製造工程を入口から出口へす

んなりと流れる状況を順行、逆に、そうで無い対象が逆行対象品ですが、フロ

ム・ツウ分析では、図のようにこの差が明確に区別して、表現されます。また、

このことは、「先に経路分析に追加する形で、逆行対策を再度検討願いたい！」

という要求と共に、改善対象があれば、検討願うことになります。

このフロム・ツウ分析は SLP のオリジナル版です。先に図 1-36 でもフロム・

ツウ分析（チャート）を例示しましたが、SLP のオリジナル版は◇を中に持つ

大きな三角形でした。筆者は何回もオリジナルの形のフロム・ツウ分析を仲間

と使いましたが、使いにくいこと。また、管理部門の仕事の相関度と物流相関

度を同時に描く疑問と難しさ、さらには、先に解説したように、物流改善を十

分に進めて作成したレイアウトの評価に他の評価項目と共に、管理部門の仕事

の相関度を評価基準に定め直して行うことの方が楽で実務的だったため、ここ

に原型を記載しました。かつて、ミューサーの SLP 利用者とミューサー自身が

行った工場レイアウト改善レポートを調べたことがありました。すると、やは

り、筆者達が行った内容と同じく、図 1-42 の方式でした。これは筆者の勝手な

想像ですが、ミューサーが SLP の書を世の中に広める時、同種研究者が出す類

似手法と差をつけるため、◇が入った三角形のフロム・ツウ分析図を載せたの
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ではないか？と思いました。なお、SLP の書に記載されたこの方式は、順行：

逆流の表現は全くできません。さらに、IT を利用したフロム・ツウ分析にも向

かないことを考えると、図 1-42 の方式を使うべきです。

【手順 4】経路分析

経路分析は○に各工程名を記載したカードを基に、図 1-42 のフロム・ツウ分

析結果を基に、強度の強いところから順に近接して、図 1-43 のような図化を進

めます。

ここで、“ような“という表現を使いましたが、SLP のオリジナル型は強度に

従って 4 本線から 1 本線を使い、工程を離したい（または隔離したい）ものは

破線の使用をガイドしているためです。また、工程の種類や性格、特性などに

従って○以外に、□や△・・ハウスのような形の記号を使うガイドをしていま

す。しかし、(a)物流の方向、すなわち、工程間の製品やリターン材などの流れ

を、再度、確かめなければならない。(b)本数だけで物量を示しても、各工程に

出入りする物流量の収支やエラーが確かめられない。(ﾊ)工程の内容をイメージ

化した記号で描くことは、工程が何であるかを知りながら理想レイアウト検討

の基にする図を描くので、一件、便利に思われるのですが、各工程のイメージ

が先行して、物流最適化を徹底検討する上で支障が出ることがあります。特に、

「工場レイアウト設計は、声の大きい方の意見で最適物流の検討が中断する恐

れがある」といった例が多々発生します。そこで、SLIM では、SLP の変形で
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すが、(ｲ)工程は○で描き、どの方向からの物流でも入れだしを行う、(ﾛ)物流線

は物流の太さと物量の記入を行う。(ﾊ)一度作成した物流相関図は図 1-43 に示し

たように、この図の段階ですっきりした図に改善する方式を採ってきました。

ちなみに、図 1-43 の下の図がすっきりした物流になっている理由は、外観検査

を 2 か所に分けることで物流の簡素化が図れた例です。このように、物流相関

図の検討は、この種の図の段階で徹底改善することが重要です。また、この例

では、製品物流だけを記載した例ですが、リターン材、パレットなどの帰りが

ある場合、当然、この種の図化に含めるべきです。

【手順 5】設備台数や要員の設定と、ネック工程対策

理想物流の形で物流相関図が出来ると、図 1-44 に示した、「では、各工程に

何台の設備、何人配員すべきか？」という検討に入ります。既に、物流は改善

されました、これに伴い、先の経路分析の経路や適用技術なども改訂されるわ

けですが、製品生産量（又は数）×各工程の標準時間＝必要な工数（生産に必

要な負荷時間という）を算出して、それを各工程別に集計します。その後、設

備や人（要員）の投入を算定するわけですが、その結果、今回の例では表の下

から 3 番目の欄のようになりました。この負荷に対して、何台の設備、何人の

要員が必要か？を下から 2 番目の欄に記載し、一番下の欄に示した負荷率（負

荷時間÷能力）を算定して、必要設備の投入台数や投入すべき要員の状況を見

た後、(ｲ)ネック工程はできるだけ頭にすると同時に数を減らす。こうして、生
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産管理上、管理ポイント減にすると、スムーズな製品の流れを具体化しやすく

なります。(ﾛ)また、手直しや発送工程というネック工程に対して、ローコスト

自動化手段を追加して標準時間減を図る。それでもネックになるようなら、(ﾊ)
この安価な設備投資金額の投入や人海戦術で切り抜ける策など考えます。以上、

このような改善を十分に進めた上で、最終的に、必要な設備台数と投入要員を

設定します。

【手順 6】相異なる 3 つの工場レイアウト作成

先に体験談と共に紹介したように、SLP の活用は相異なる 3 案の比較～抽出

という対処を 3 過程行い、有効策を創出する手法です（この詳細の評価と過程

は専門的になるので、URL：qcd.jp をご覧願うこととして）。では、3 案の評価・

検討状況を表 1-6 に例示することにします。

この方式は、横軸に異なる 3 案、縦軸が評価基準で評価する方式です。A 項

目は MUST 項目という絶対にクリヤーすべき事項です。B 項目は High Want
項目と言われるもので、MUST に次ぐ重要項目と、MUST 項目の内容をより高

い希望や目標値で記載した項目です。最後の C 項目は Want 項目と呼ばれるも

ので「まあ、あった方が良い」という程度の要求を並べたものです。案の評価

はこのマトリックスを使って行うわけですが、単なる案の比較評価だけではな

く、改善指摘を受ければ、案を改善する。また、良い施策を持つ案があれば、

その内容を現状の案に取り入れて価値をあげる、・・・という方式で運用するこ
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とが重要です。

【手順 7】リスク対策

筆者の体験に「制約ゼロで理想案！」というチャンスを得て工場レイアウト

の任に当たったことがありました。しかし、設備の配置が決まると、それ自身

が、他の生産遂行の制約条件になり制約となるため苦しみました。その時「最

適工場レイアウト設計にも欠点はある。欠点は承知して、対策案をつくり実務

的には問題の少ない生産ラインの運用が重要であり、理想ライン構築の基本に

すべきである」というミューサーの教えを思い出しました。流石、手法を開発

され世界に広めた方ならでの教えです。「では、どうするか？」が課題になりま

すが、SLP はチェックリストの活用を促してきました。だが、実務的には、図

1-45 を活用する方が便利です。

この手法は NASA のアポロ計画と共に生まれた手法で、KT 法の一部、PPA
です。検討手順は、例えば、いつまでに新・工場レイアウトを立ち上げるとい

うテーマを宣言の形で記載した後、建設や操業上で考えられるあらゆる心配事

をリスクとして列挙します。また、その根拠を記載します。当然、ここには、

現場関係者から得た、個々のトラブル、意見や希望や新・工場と製品立ち上げ

などの問題も入れます。その後、P×S＝リスクの考え方で各項目を評価するわ

けですが、高い発生確率 P：Potential または、Probability ともし、事が発生し

た場合の重大性（影響の大きさ）S：Serious を 5 段階評価します。要は、重大

性の高い項目を取り上げて、手を打ちます。その具体的な方法は、まず、予防
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策を創出して新・工場レイアウト案に改善を加えます。次に、手が打てない対

象の項目には、事が起きた時、早期に火消を図る緊急時用対策を創案します。

これは、火事の予防と、予防は十分行ってきたが事が起きた時、緊急策を準備

して適用する対策です。なお、昨今、自然災害が多いので、海外の工場を含め、

BCP 面での対策をここに加えることはサプライチェーン対策上で重要な対策で

す（この対策の詳細は URL：qcd.jp に無料配信中の著書をご利用下さい）。対策

案は適用容易性と有効性で評価して P×S の低下状況を見て、事前検討段階で、

徹底的にリスクを図る努力を進めます。

【手順 8】シミュレーションを用いた操業時の問題対策

SLP を用いた解析は、将来の工場操業モデルをひとつの操業形態を示し、そ

れを基に操業時に起きる各種の変化を想定するわけですが、実際に起きる複雑

な組み合わせで起きる問題の予測をすることには、かなりの経験と洞察力が必

要です。だが、この種の策には個人の趣味や偏見などが関与する例が多い状況

です。そこで、筆者達は IT シミュレーションを活用してきました。すでに、SLP
で使用したベースデータが手元にあります。その状況は図 1-46 のような状況に

なります。

後は、IT シミュレーションを活用して考えられるリスク、例えば、突発的な

特急品の介入、設備の故障、不良や欠勤者、不慣れな作業の遅れなど、多くの

条件を入れ、その結果を見る可能性が増します。この種の問題で、製品リード
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タイムや設備の稼働状況、準備を考えているストックヤードやパレットなどの

不足が発生しないだろうか？さらに、AGV という自動搬送設備、クレーンのよ

うな設備を製品搬送に使う場合、干渉はどのような時に発生して、その影響で

設備や重要工程の停止がどうなるか？といった内容を目で見て捉えて対策を進

めます。さらには、シミュレーションの結果をみて、問題があれば、何をすべ

きかを考えて対策案を IT シミュレーションします。また、良い対策か否か？を

定量的に判定して良案を選定して、既に構築した工場レイアウトに手直しを施

して改良して行く、というようい ITシミュレーションの活用を図るわけですが、

工場レイアウト操業時の問題を事前つかみ対策しておくことは、実務上でも重

要な事前検討対策です（なお、シミュレーションの結果はここまで集計したデ

ーターを使ってチェックする何らかの処置が必要です。計算結果を盲信した結

果、違った結論を信用する例があるためです）。

筆者は、1980年頃、この対策にGPSSというシステムを盛んに活用しました。

しかし、時代が進み、現在は図 1-47 のような市販のソフトで、データー処理を

図り、図 1-48 に示したようなアウトプットを得て、先に解説した操業上の問題

を事前対策する方式が採られる時代になりました。

筆者がシミュレーション筆者の偉大さを知ったというか？恩恵を得た体験は

1980 年頃でした。最初は日立金属㈱・桑名の桑部分工場の合理化で各種のシミ

ュレーションですが、工場の立ち上げからその後の操業のスムーズ化を助けま

した。さらに、この時、SLIM-Ⅰと対象は異なりますが、鋳物工場内の空気循
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環シミュレーションを実施しました（鹿島建設保有のシステムで行ったもので

す）。それまで「鋳物工場の工場内部は暗く、粉塵で見通しが悪い環境」が常識

でした。しかし、シミュレーションで空気循環を改善した結果、工場内は明る

く、100m もある工場の壁から壁が見通せる環境を実現しました（当時、鋳物関

係の企業では注目の的になったほどです）。

その後、磨鋼工場のレイアウト変更から、次の項で紹介する生産管理システ

ムを搭載して全社のモデル工場にするプロジェクトをリーダーという役割で進

めるため転勤になりました。

この仕事は生産管理の各種ノウハウが必要であり、の実務者の皆様に支援を

受けて進めたわけですが、工程の管理改善と管理上の押さえどころと、対策後

の効果想定は、転勤数週間の段階で、すでに 10 年以上、工場の工程管理を進め

てきた方と実力的に変わらない状況でした。また、1998 年に米国 AAP 社へ赴

任の時も同じでした。ここは新・会社（工場）建設と生産管理の総てを担当し

ていました。当然、平行する多くの活動はあったのですが、生産スムーズ化に

関する内容は、正にシミュレーションの結果の活用でした。

以上、SLP と SLIM の関係と、生産管理関係者が知って使っていただきたく、

その要点を体験談と共に記載しました。
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１－３ 生産管理システムの見直しと構築

物づくりの基盤である生産ラインの最適化が図られると、次に必要になる対

策はそれを制御・管理する生産管理システムの最適化となります。生産管理で

は、この対策をソフトウエア面の対策と言い、生産管理システムという情報を

扱うレイアウトをいかに先鋭化して、図 1-49 に示した上部の内容を見て、「い

かに企業目的に合った形で指揮、運営するか？」という対策になります。そこ

で、以下、読者の皆様には、よく御存じ内容ではありますが、工場における情

報管理の基本的な内容から昨今の ITの活用までを解説してゆくことにします。

（１） 情報レイアウトの解析と改善

①生産管理システムの存在意義

21世紀の現在、IT無くして生産管理システムの活用を論じることは、全く考

えられなくなりました。1 つの工場において、IT で武装された生産管理システ

ムが活動する生産管理システムの活用を図化すると、概ね、図 1-50に示したよ

うな状態で工場の入り口から出口までの情報をカバーしているためです。当然、

IT は情報処理技術の名を持つように、使い方によってその機能を発揮する状態

は大きく異なります。特に、「人が IT に使われる」という状態では、有効性も

進化は無く、発展性も無くなります。「ITの仕事は、読み、書き、そろばん、メ

モ、ファイルである」と言いますが、膨大な情報を入手・転送・保管・計算処
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理して、生産管理面でムダを発生させない道具として使う道具に過ぎません。

したがって、「ITによる生産管理システムの内容の解析に入る前に、まず、製造

業における生産管理システムの存在意義を理解すべき」ということになります。

そこで、まず、「もし、生産管理システムが無かったら？」という内容を取り上

げることにします。

図 1-51はそのような疑問に対する解説をした例です。この図で重要なことは

IT を駆使した情報管理システムは生産管理を支援する道具であって主役ではな

いという点です。言い換えると、何のためにこの種の情報ツールを使うか？と

いうことですが、答えは、「人、設備、物、金、情報を駆使して、需要予測  生

産計画、生産の実施、生産統制を行うため」となります。この程度の内容なら

IT を活用しないでも出来るかも知れません。しかし、人手を介する対策は、①

手間を要する。②情報の授受の際エラーを発生することが多い。③大量の情報

を保管・検索・集計するという仕事を瞬時、かつ、正確に行い、④即時に間違

えなく伝えたり、⑤今後問題が起きそうな仕事や注意点などをタイムリーに伝

えるといったことに人手を介する情報システムには、自ずと、その限界があり

ます。そこで、IT を活用した補完が行われてきたわけですが、もし、各種の業

務が、タイムリー、かつ、円滑に行われないと、実務面で図 1-50の左下に記載

したような生産上の混乱やムダが多く発生してしまいます。
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②生産管理システムに必要な、情報レイアウトの見直しと改善

製造工程は製品実現のため、各工程で目的とするインプットをアウトプットに

変換するという目的を持つことは、先に解説した通りです。同じように、情報

工程は、物づくりを製品実現スムーズに行う活動補佐する上で、必要な情報を

インプットして、目的とするアウトプットをタイムリーかつ抜けが内容に提供

するという目的を持ちます。そうなると、生産管理システムは情報を効率よく

つくる工場という機能が求められ、その種の工程がレイアウトの形で整備され

た配列を持つべきことになります。以上、このような意味合から、生産管理シ

ステムに『情報レイアウト』という名がつけられてきました。当然、ここには

ムダがあってはなりません。そこで、図 1-52に示したような工程分析によるム

ダ排除と、リードタイムの短縮を図る策が展開されます。以上が鳥瞰図的に生

産管理システムをとらえた姿です。では、「なぜ、このようにマクロ的な捉え方

が必要か？」となりますが、生産管理という仕事には多くの方が関係するとこ、

また、つい人や組織の方を見てしまって、仕事やそのつなぎ（関連）といった

状況を見逃してしまうという状況が関与するためです。では、その種の例を、

演習問題を通して体験願うことにします。

設問１はある製品を協力会社に依頼した時に人を介して行われた業務内容で

す。読者の皆様には、左下に記載した内容を読み、まず、右側に情報工程（現

状）を分析した後、改善策をご記載下さい。
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細かい事務工程分析でなくとも、先に紹介したギルブレスが開発した工程分

析を使って解析すると、解は次ページの図 1-52のようになるはずです。図の左

側は、2つの伝票を仲介にした情報処理の流れ(現状)です。協力会社に部材の発

注をした状況と共に、多くの方々の手を介して事務手続きの形で分析されたも
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のです。

この分析すると、読者の皆様は必ず疑問を感じるはずです。「21 世紀の現在、

なぜ、発注指示がある部材の数を記載して、計算などさせているのだろうか？」

となるはずです。「発注した数に誤りがあるのだろうか？それなら容器を工夫す

るなどして一目で注文数が判るようにすれば良いではないか？不良の混在か

な？そうなると、この工程は異常処理を前提にしている発注となる。・・・」と

か、「現在は、JIT で現場直入、しかも、バーコードの活用が一般的である。ま

た、発注台帳の写しを注文先に送り、納入分は受け入れ・使用時にバーコード

でインプットされた時に、発注＋納入＋実使用となり支払の基データがアップ

される。支払いは、一括で銀行からの自動引き落とし処理をすれば、右図のよ

うな処置となり、情報レイアウトは大幅な改善となる。・・・」という指摘です。

この例は情報工程分析の解析の一例ですが、図 1-52のように仕事の流れ（情

報工程）を見直して改善すれば、人手は掛からず、安価な ITシステムで工場内

の情報の授受や共有化となるはずです（なお、さらに、詳細かつ、大掛かりな

工場全体の情報レイアウトの分析と改善は、SLIM-Ⅱという改善手法で行いま

す。だが、改善手法は全く同じです。この詳細は既に URL：qcd.jpに無料掲載

中なので、本書では、再度の記載を省略することにします）。

③ IT活用によるソフト・ポカヨケ対策

PCをお使いの方には既に常識となっていますが、例えば、ワードなどで文章
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を作ったり、英文を打ち込みエラーがあると、アラームが出てきて修正を求め

る例があります。この種の IT・アラームは、文章を作成する総てをカバーして

くれるわけではありませんが、人がついうっかりミスをしてしまう状況を補佐

してくれます。本書では、このような対策を『ソフト・ポカヨケ』と呼ぶこと

にします。この機能を生産管理面で活用しようという例を図 1-53に示しました。

IT の機能をうっかりミス防止に使おうという対策です。では、多くの方が関与

したり、組織間を超えた仕事上で、生産管理にどのようなミスが生じることが

あるか？を例示し、ITを利用したポカヨケ対策を紹介することにします。

例えば、以下は筆者の体験事例ですが、次のような問題に対処したことがあ

りました。

【問題 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。この問題を今後の IT化対策の中で、

いかにすべきか？を検討して欲しい。

【問題 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
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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。

この種の対策は情報レイアウトと共に、アラーム対策を設ければ歯止めは可能

です。図 1-54は、その種の対策例を示したものです。

まず、【問題 1】の対策ですが、図 1-54の上部にその対策内容を記載しました。

内容は、駅で切符を購入する際、必要金額を入れないと切符の自動販売機は必

要駅までの切符を発行しない例が参考にした対策です。「もし、必要情報を営業

関係者がインプットしないとアラームを出す。正式受付には未完成なインプッ

トなので、IT がストップして工場への正式注文にさせない」とすれば、営業の

方は正しい情報を入れざるを得ない環境になります。「しかし、このような対策

は営業いじめでは？」という批判が帰ってくるかも知れません。そこで、この

例では、「このような苦労をお掛けする代わりに、営業関係者がお客様から質問

される、確実な納期や技術情報の提供などをサービスすれば、その代替になる！」

という対策を加えました。当然、この種の情報は、工場として革新を持ってお

客様に示すべき内容なので、工場側で十分な検討を加え営業関係者に提示した

内容です。このため信頼性を保証した情報を意味するため（写し）としました。

このように、(ｲ)アラームシステムをつくる。(ﾛ)人を介さないでエラー対策を

促す。(ﾊ)関係者に苦労をお掛けする代わりに営業におけるサービス向上をバッ

クアップするという対策で、問題 1を解決へ向けることができた例です。
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【問題 2】も ITを利用したソフト・ポカヨケ対策で対策した例です。具体策

を図 1-54の下部に対策内容を記載しましたが、長納期部品の管理に対して、(ｲ)
部品毎に製造工程と、チェック点とアラーム内容を入れたアラームファイルを

準備する。(ﾛ)納期まで、途中で数点、進捗工程をフォローすべき内容を決めて

おき、数日前にアラーム情報を提供する。(ﾊ)同時に、関係者が対処した結果、

遅れを防ぐ策と共に、ITのファイルにインプットする。(ﾆ)生産管理関係者は全

体を見る形で遅れを監視する。(ﾎ)情報共有・関係者に公開して全員参画の環境

で遅れ防止を完全にする活動を誘発、支援することで、遅れ防止を進めました。

組立製品の場合、1 つの部品が足りなくても製品実現は果たせません。そこで、

この策は、事前検討段階で問題の回避を図るため、個々の長納期部品の製造工

程とチェックポイントを定め、進捗をフォローして、万一遅れそうな部品はフ

ォローして遅れを出さない対策にしました。では、もうひとつソフト・ポカヨ

ケによる対策例を紹介することにします。

【問題 3】設計・開発者は、頭脳労働者と言われるが、当社でも頭で考える仕事

の品質や納期対策は目で見にくいため問題となっている。設計のマネージ

ャーは大略の予定や、設計上のポイントを知っているようである。事実、

管理者として各種対策を関係者と進めてきたからである。だが、関係者は

不安、また、遅れて出来た設計に短納期で関係者が手を打つ、変更に振り

回される、という問題があり、困っている。今度の IT化で仕事の負荷や進

捗だけでもまわりの者（資材・購買、協力会社、製造現場、工程管理部門

など）に判るようにして欲しい。あなたはどのような要求を、具体的方式

として、IT化を進める部門に要求しますか？

この問題は間接部門の生産管理に関する内容ですが、頭脳労働者と言われる

設計部門の仕事が遅れると、必ず、製造現場に納期順守の全負担がきます。こ

の工場では、「その状況がどの程度なのか？が前もってわかっていれば、それな

りに手を打つことが出来るはずである！」という製造現場の強い要求が生産管

理関係者になされました。要は、この種の実情が判らないため、工場としては、

遅れを防止するために負担を強いられる製造現場の負担は心情的にも負担だっ

た例でした。そこで、「設計業務に標準時間システムを活用する」という対策と

共に、仕事の遅れをアラームするシステムを適用したのが、図 1-55の上部です。

ここでは、当然、間接部門に標準時間を導入すると言っても、製造現場のよ

うな精密な時間ではありません。しかし、仕事を見て、目標時間に似た形で仕

事を請け負う対策は、生産管理上、極めて効果が高い内容であることが、この

方式を実施して判りました。その理由は、(ｲ)設計部門に標準時間を設定すると、

守れるか否かが設計担当者の実力評価になる。(ﾛ)実力不足で時間が掛かるとい
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う内容は、先のテーラーやギルブレスの努力にあったように、技術力が不足し

ているか？仕事の進め方（手順）にムダがあるか否か？が定量化されたためで

した。このように問題が明確になると、実力向上策を早期に展開することが、

設計関係者のためになり、製造現場のためになり、顧客納期確保の要点となり

ます。さらに、『IT で設計者の仕事を見える化』することにより、(ﾊ)かつて製

造現場で用いてきた、製品の納期管理とアラーム対策が、負荷：能力という生

産スケジュール検討資料の基で検討可能になりました。これは、もはや、勘と

経験やムード的な遅れの予告ではなく、根拠を持つ数値を基にした内容であり、

アラーム情報を頼りに、多くの活動を促進しました。その結果、設計管理はス

ムーズになり、遅れ防止と共に、製造現場の受け入れ体制にも各種、納得が行

く対策が進みました。加えて、設計部門の方々は不良発生の 85％を決めますが、

この要因の大半は“ゆとりの有無”が関与します。これに対し、設計業務に改

善を加えたことが、品質改善面でも大きな貢献を果たした次第です。この例は

『ソフト・ポカヨケ』対策が一石二鳥にも三鳥にも貢献した例です。

（２） 過去重視された受注生産・個別生産方式

近年に重視され対策された多種少量生産への対応

以下に解説する内容は、「過去、著書や研修で重視されてきた生産管理の方式

の区分が、今は、技術の進化と共に無意味になった」という例です。先に、図
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1-40でレイアウト設計法の SLPの第一段階で使う P-Q分析（製品種と量：ABC
分析に当たる製品分析）の解析で紹介しましたが、かつて、P-Q 分析を活用す

る意義は少種大量生産ライン／中量生産ライン／多種少量ラインはジョブショ

ップ化という区分でした。しかし、シングル段取りの技術の登場と、単品管理

が可能な ITとネットワーク技術の進展に伴い、生産管理面でも似たような区分

の必要が無くなりました。なお、産業界では「生産管理の基本」と言って、ま

だ、以下に説明する内容が講習会のテキストなどで見る例がありますが、興味

深いことに、講師の方の経歴を見れば判りますが、判を押したように、実務を

担当してきた方で無いことがわかります。

図 1-56はその種の例です。過去、見込生産と受注生産を区別して産業区分を

理解するということが盛んに行われてきました。確かに、当時としては、この

区分も意味があったのですが、変種変量時代である現在、先に詳説したように、

売れる見込みの無い製品を製造して仕掛りや在庫にしておくことには大きな危

険が伴います。現在は、市場ニーズに合わせて売れるスピードで売れる生産品

を生産する。変化があれば、その対応を図る必要が高いためです。

そうなると、一部の製品を除き、生産管理上、たとえ見込品であっても、何

らかの形で、実需（実際に需要がある製品）を確認して、ヒモ付けした形で単

品管理する生産管理が必要です。表 1-7 も過去、生産管理の研修では盛んに使

われた区分です。しかし、このような区分も既に必要無いく、図 1-57に示した
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ような仕分けも、すでに過去の理論となってしまった例です。

読者の皆様は既にご承知の通り、生産管理システムは企業毎に固有です。市

場特性や製品製造過程、また、IT を駆使して行う戦略的な取り組みと重点が各
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社で異なるためです。このため、汎用的な生産管理システムを導入しても、各

社の特性に合うようにモディファイして使っています。また、汎用システム側

でも、多くのオプションや利用形態を選択する方式になっています。要は、「既

製服的な内容では、各社で実務的には使いにくかった」という歴史的な経過が

このような対処となっているわけです。ところが、この面でも、過去、量産型

と非量産型の生産管理システムを分け、情報レイアウトを図 1-58のように示し、

ガイドする対策が講習会資料や市販の著書では多数紹介されました。この種、

本書で既に、既に過去のものとなった例を説明する内容は、「かつては、電話機

がダイヤルを回して電話することが一般的だった。電話を掛けるには、・・」と

いう解説を、プッシュホンを使い始めた方に説明する内容に似ています。昔話

はともかく、果てしてそのことが「実務面でどのような意味を持つのか？」疑

問となります。「仮に、読者の皆様が書籍や講習会で、この種の内容を学んでも、

単なるムダである！」ということになるはずです。

（３） 昨今、注目された変種変量対応生産方式アプローチ

① セル生産は、新しいレイアウト設計法か？

変化対応が重視される現在、物づくりに対しても、注意すべき過去談の蒸し

返しがあるので、以下、注意点という形で紹介することにします。特にセル生

産の場合、「生産管理という業務に関与する方の人事異動や海外への業務展開が
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無いと、パイ（対象となる生産管理関連の人数）は限定され、研修会を進める

方々は人集めが大変である。死活問題である」ということから、変種変量時代

に至るまで、同じ手法が名を変え、その面で対策をしてこなかった企業成果を

示しながら講習会やコンサルを続ける例が多数あったため、読者の皆様には、

「ご注意！」ということで、以下、その経過を紹介することにします。

2000年初頭、表 1-8に記載された「セル生産が有利か？コンベア生産を続け

るべきか？」という議論が盛んになされたことがありました。K社を指導した Y
先生というカリスマ・コンサルタントが『屋台や方式』を提唱し。「30倍の中国

に勝にはこの方式しかない！」と言い、「3 年で 3 倍もの生産性を達成したコピ

ーマシンを生産・販売する企業成果は私の指導による！」と言ったことがブー

ムになった例です。この方は、新聞記者からコンサルタント業に転職された方

です。IE手法という科学的な仕事の改善法はご存じ無い方です。だが、K社と

の社長談で「コピーマシンのラインコンベアの切り替えに 1 ヵ月掛かる」とい

う悩みに対し「戦艦大和生産でなく、上陸用舟艇方式で小回りが効く生産が必

要です。在庫、仕掛りは悪です」という、JITで見聞きしたことを話した時、IE、
改善手法面で優秀な技術者を抱えるK社は、緊急避難的に図1-59の左のように、

倉庫の中に人を置く方式と多能化、作業者自らの（自主）改善を進めました。

また、その結果、3年で 3倍もの生産性を果たしました。これを見た Y氏は、「中

国に勝てる生産を私が K 社で実証した」と宣伝したわけでしたが、「30 倍も人

件費が異なる中国に対し、なぜ 3 倍の生産性で勝てるのか？」という原価面の

解説は何も解説しない宣伝でした。だが、意味不明ながら、「中国に勝てる！」

という宣伝で、一時期、講習会や書籍と文献を加熱させました。このため、Y
先生方式を真似た企業が多発しました。だが、ここでは、いくら努力しても同

じような生産性向上結果が出ない状況が多くの企業で発生しました。

ちなみに、SLP による技術を活用開始当時から、セル生産は工場レイアウト

設計法の一部でした。セルの意味は細胞です。レイアウト全体が設計された後、

全体最適から、次に、部分最適を図る手段であり、この種、部分的な対策では 3
倍の生産性を達成しただけでは、1/30 の人件費対応は出来ない状況です。この

ような時、筆者は、既に図 1-59の左側のような「これこそが最高のセル生産で

ある」とする企業へお邪魔して、この『屋台や生産』に対して、図の右側に示

した、IE改善で、生産性が 1.3～1.5倍も上回る方式を具体化すると「屋台や方

式は最高ではなかったのか？」というお話と共に、今後、生産性を高めるため

には、ローコスト自動化や設計改善が必要であるという支援となりました。

なお、この時代、Y 氏の宣伝が強烈だったためか？『屋台や方式』を導入し

て失敗した企業が JMAで筆者が担当する研修に「セル生産の進化対策」という

文字を入れただけで、研修生が殺到したことがありました。
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実は、筆者は K 社とのお付き合いがあり、その時の活動をよく知っていまし

た。K 社の場合、コピーマシンは半年でモデルチェンジします。また、K 社で

は 3000もの部品を一人で組み立て、かつてのコンベア生産より高い生産性を達

成した方にマイスターの資格を与えたわけですが、この方々がデザイン・イン

に参画したことで、設計改善と作業改善が大きく生産性向上に関与したわけで
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した。ちなみに、K 社でマイスター制度を運用した結果、2 年ほどで作業者の

90％がマイスター資格を取得したことを知るなら、このノウハウが K 社では円

滑に技術伝承していったことが判ります。

その後、Y 先生の指導内容は多くの失敗事例と共にテレビ報道されました。

そこでは、「携帯電話生産ラインのコンベアを真っ二つに切れ！そうすれば仕掛

は半分になる。・・」という命令に、製造現場では試行もなく実施した様子が放

映されたわけでしたが、現場の混乱と共に、生産量確保が出来ないため、基に

戻す。だが、混乱といった状況が紹介されました。しかし、ここでは、IE 手法

を使わず、先の取り組みに失敗した屋台や方式を専門に進めるスタッフが製造

ライン長に頼み込み、ラインの片隅で多能化に向きそうな女性を選定、実験の

許可を得て、この女性の提案を手伝う形、何とか、コンベアに勝る生産ができ

た。皆で感激した。・・・という寸劇が報じられただけでした。当然、この内容

は、IE 手法を知る方々から見れば、「沈着冷静、事前検討段階でメイナードの

WF 法を駆使した改善を進めれば、IEエンジニア 1 名、数時間でそれに勝る生

産性向上は出来たはずである」という程度のものでした。なぜ、テレビ放映ま

でして、大手の S 社が Yコンサルタントの方式に固執したのかは、筆者には疑

問です。その理由は、既に、Y 先生が主張するようなトップランナー方式と IE
利用の差は、図 1-60のようになることが昔から調査され、メイナードがWF法

をつくり、世に広めた 100年も前から、多くの報告があり、IE手法を学ぶ方の

常識になってきたためです。また、先の、図 1-59は、筆者が、単にその再現を

図っただけの内容であることが、この解説で読者の皆様にはご理解願えるので

はないか？と考えます。

ちなみに、図 1-61はコンベアにおける生産性向上対策の手法を例示したもの

です。当然、シングル段取り可能な状況で製品変更にフレキシブルな生産が可

能なラインを前提としたものですが、Y氏が『屋台や方式』で自慢する 2年前、

H社では、ビデオデッキ組立に、安価なロボット利用、IE手法を駆使して、半

年で 2.6倍もの生産性を果たした例がありました。要は、コンベア生産でも、3
倍程度の生産性は IE手法で可能だったわけです。このように、時に、ハヤリ病

のように、また、「○○手法を適用していない企業は時代遅れになる」という風

評で、他社の例を見た真似による生産性向上を図る例と失敗が産業界では繰り

返し発生します。だが、是非、生産管理関係者の皆様は、この種の内容に科学

的、また、トータル原価解析を加え、冷静に、その内容をご覧願うことをお願

いします。

これは、特殊な例ですが、化学関連の装置産業の方が JMAの研修にこられ「ト

ップ方針でセル生産を導入せよ！ということで担当になりました。どのように

すべきでしょうか？」ということでした。そこで、この方には、まず、既に生
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産している大きなラインをセルにすることは不可能に近く、膨大な投資を伴い

ことをご理解願いました。

さらに、「新製品に対し、新たな一貫ラインをつくり小回りの利く生産を行う

策だけが実務的である。要は、中小企業スタイルで小規模生産する別ラインを
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生産する程度がセルの実現に向く。それより、現状のラインの切り替え時間の

短縮、すなわち、シングル段取り化と、生産性向上で、この新製品生産を既存

ラインに吸収することの方が実務的である」というお話しをしました。その 2
年後、この企業では「セル生産の導入をあきらめた」という連絡が来ました。

また、「セル生産の検討をすること自体がムダだった」というお話を後日談でし

た。この例からも、生産管理と製造技術関係者は「現状をよく分析した上で、

各社の状況に一番合った製造革新を進めることが産業界のハヤリに呼応するよ

り重要である」という鉄則を破ることは、よほど革新的な技術の進展が無い限

り至難であることが判ります。

② セル生産対策がたどった歴史と、生産管理面との関連

では、ここまで紹介したような、風評や産業界のハヤリやフィーバーを冷静

に捉えるため、「セル生産を例に、生産システムの基本をどのようにとらえるか

べきか？」について解説を加えることにします。

先に紹介したように、セル生産は工場レイアウト設計法の一部であり、部分

最低を目的としたものです。工場レイアウトの設計の目的のひとつにキャッシ

ュ・フローと生産性向上対策があり、部分最適はこの面から攻める対策は IE手

法発足の時代から行われてきました。対策手法は人-機械分析の適用です。では、

歴史的にセル生産を追うことにします。

まず、人-機械分析でセル生産が最初に産業界で取り上げられた内容から解説

することにします。例として例えば、次のページに記載したような演習題があ

ります。改善前は設備 X でつくったものを設備 Y へ運ぶという例であり、2 つ

の設備は離れています。しかし、移動可能、また、図 1-62に見るように、各設

備が稼働すると人は手待ちになります。そこで、「この手待ち時間を活用して 1
人 2台、すなわち、設備 Xから Yに流れる製品の加工が 1人でできないか？と

いう対策をお願いしたい」という内容がこの設問の要求ですが、解は表 1-9 の

ようになり、2 台持ちが可能です。そこで、この構成を良く見ると、「工程 X→
工程 Y を一人で持つので 2 工程持ちと名づけよう。この方式で多数の工程を持

つ例があれば、『多工程持ち』という名をつけよう」としたわけでしたが、この

状況を良く見ると、省力という生産性向上以外に、「設備 Xと Yの間の仕掛減に

なる。移動やロット待ちに関する時間や中間財の量の減になる」ということか

ら、ユニット・セルとして最適化となるため、その後、『セル生産』の名が付け

られ、産業界で有名になりました。
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では、多工程持ちの例を図 1-63 に例示し、「セル生産が歴史的に、どのよう

に発展していったか？」を解説して行くことにします。
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図 1-64 に示したように、セル生産が図 1-63 のような多工程持ちと呼ばれる

理由は、かつて旋盤は旋盤工、フライスはフライス工といった専門家が仕事を

していた形を、1人で多くの工程の仕事が出来る人材、すなわち、単能工を多能

化するという変更が求められたためです。
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また、これが可能になると、図 1-65のように工程間に大きなロット待ちを抱え

る必要がなくなりました。さらに、この形態がサーキットで車を運転する形態

に似ていたため、サーキット方式という名がつけられたことがありました。セ

ル生産の名前が変わった一例です。この当時、サーキット方式は、産業界でブ

ームとなりました。だが、内容は人-機械分析を用いたユニット・セルの改善で

あることは、何も変りが無いことは、ここまでの説明の通りです。

③ 生産管理面で、変化対応生産に有効に使えるセル生産の運用について

セル生産は多能化という人材育成＋生産のフレキシブル対応に効果的な手段

であるため、以下、その運用について、生産管理面から付加的な解説をするこ

とにします。図 1-66に示したように、一般に言うコンベアに称される大型ライ

ンとセル生産の差は変動時の切り替えの容易さと、図の右上に示したように、

生産の都合上で売れ残りになる在庫や仕掛の大きさが問題の対象になります。

したがって、コンベアの場合、(ｲ)コンベアを短くすると同時に、極力在庫を

抱えない長さにする。このために、(ﾛ)製品変更に伴い、ひもつきという形で、

売れる製品だけを生産する。(ﾊ)製品切り替えが起きた場合、製品製造の流れに

従って頭から順にシングル段取り方式で製品切り替えを行うという方式の具体

化に努力するべきです。また、このためには、(ﾆ)作業者には多能化訓練を願い、

変化対応生産にフレキシブルに対応、入れ替えなどができる方式を運用する。(ﾆ)
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目で見て切り替えの状況が判る方式を IT利用などで補助する、などの対策を行

うわけです。なお、コンベアはある期間、専門的に同じ製品をつくるという性

格を持ちます。このため、大型ラインという名がついているわけですが、図 1-68
はセルを分割しておいて、製品が異なれば、あるユニットがその製品を担当す

る。もし、生産量が増せば、その製品を担当するユニットを増やすという方式

であるため、コンベアに代表されるある期間、専門的な生産ではなく、必要時

に必要な生産だけを担当するため、柔軟性が高いというわけです。

セル生産の場合、ここで注意すべき点がありますので、紹介することにしま

す。1個生産に全 1部品だけが用意されているセルの例を除き、一般に、各セル

に 1 日分の生産部品を持つ例があります。屋台や方式はこの典型的な例です。

このような場合、図 1-66の上に「コンベアが抱える仕掛りが各セルに分散され

ている」という点にご注意ください。要は、コンベアで問題視される仕掛りは

単に各セルに分散配備され、停滞しているだけであり、少なく見える仕掛りを

集めると、コンベア・ラインより多くの仕掛りとなる例があります。当然、こ

の種の例では改善が必要です。加えて、先に紹介した K 社で、自ら社内で下に

示した解析と展開内容も参考にすべきです。

以上、読者の皆様には、この種の方式の選択に当たっては、現状把握と適用

メリットを多くの局面からご検討願い、その適用や運用をお願いします。
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第２章 生産管理部門が抱える問題と対策

生産管理という仕事の主体は、工場全体を見て、顧客志向で製品を納期通り

お届けする仕事です。同時に、各部門に多くの要件をお願いしながら全体をま

とめ、力量を引き出すという努力です。ここに、生産管理という仕事はキャッ

シュフロー・マネジメントを工場長に権限を与えられた場で仕事を進める機能

を持つわけですが、そのために必要な知識と方向性を定めた活動が必要になり

ます。そこで、以下、生産管理として、知って活用する武器である問題対策技

術、仕事を進める上で障害となる事項、さらに、その種の内容を跳ね除けて工

場全体を一流化する夢の実現ともいう対策へのアプローチ要件を整理してゆく

ことにします。

２－１ 生産管理のための動態管理と情報システムのあり方

（１）超短納期モノづくり戦略展開に必要な生産技術MAP
① 企業体質先鋭化に必要な『生産技術MAP』

「地図ない航路は彷徨である」という名言があります。どの企業もそうですが、

戦略を定め、産業界で躍進して行くためには、市場や物づくりに対して目標を

定め、効率的な達成を図るための手段と組織化を図り、全員参画で人材と物作

り力を段階的に高める地図が必要です。どの産業も産業分野が決まれば、工場

の進むべき方向は似た形態があり、早く、その領域に到達した企業が勝利する

状況です。このため、品質・納期・コストなどの数値目標を定め、その達成に

必要な状態目標を定めるわけですが、集団スポーツを見ると、この関連はよく

判ります。すなわち、得点を確保するためには、例えば、腕力や走行スピード

と、投打力の強化、・・チームの連携などが必要です。この種の内容は時に数量

化が難しい対象ではありますが、目標を定め、レベルの達成が出来ないと得点

の確保は出来ません。また、その達成は人の力量と努力に関与するためです。

企業の組織的活動も、ある意味で集団競技に似た形を持っています。そこで、

この種の体系化、すなわち、MAP化が必要になるわけですが、その種の対策に、

筆者は『生産技術MAP』の名をつけ、図 2-1の体系を具体化させた表 2-1を利

用してきました。企業体質向上には目に見にくい理念や方針といった内容があ

ります。だが、既にこの種の要件は各社で社是の形で示されてきたはずです。

そうなると、生産管理を担当する部門では、その下に来る各種の内容を図 2-2
の形で目に見える形態に具体化させた地図を準備する必要が生じます。なお、

この図は、すでに筆者の米国赴任時に成果を得た体験だけでなく、多くの企業

で使い、早期の成果を系統的に得てきた資料の紹介となります。
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　　　　　思　　想 具体的項目と区分

生産技術ＭＡＰ 2009年1月吉日現在

　【体質強化ガイド】
　　　〔主な手法〕 　　〔アプローチ手順〕 　　　〔代表事例〕

ＷＤ（ワークデザイン） 　統合生産システム

SE(ｼｽﾃﾑ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） 材料・技術・革新と
DR（ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝ）対策 　設計段階から改善

ローコスト自動化～ 無人運転、IT制御

　　　TPM対策まで 　　～簡易自動化

VE(ﾊﾞﾘｭｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ） ポカヨケ・センサー活用

～からくり、道具の改善

IE、QC～ビデオ解析 ISO9001対策

匠技術：キサゲ、へら絞り

　　　　BM: bench mark

　　段階的 改善へ

　　P-D-C 目標(Act.)
スパイラル
　　　アップ

　　　　　次の
　　Cheｃｋ 　　　　　　Pｌａｎ

理想システム実現

原料・設計・製造法

設備改善～自動化

計装～治具改善

標準化対策

人的技量の段階

生産技術強化体系ガイ

方針：企業の個性に応じた技術改善・革新を体系的に
図る

① 人のノウハウ→方法→計測→設備→物：設計
の

活動の骨子：①徹底的な無駄排除を図る。
②生産技術を要素分割して、異業種の安

価、
かつ、効果的な技術知見を導入する。

③最初から未来のターゲットを決め、

数値目標

状態目標



　　　　　　
　　　Plan 　　　　Do

　連携体制モデル

　　　CAE
　　DR
　・FA、IT化 ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝ

　　ロボット化

　　　　　　LCA（簡易自動化） 　　　　　ポカヨケ

シングル段取り　　　　　TPM

　　　　　　　　　　　　　IE,QC、５S

【適用手順】
１，数値目標を検討～設定する。　　
２，状態目標を検討して、No.1の実現内容を構築する。
３，No.２の達成のため、効率的な人材育成手段を選定する。
４，No.１～３を整合する形で人材育成手法と内容を決める（集団競技のチーム強化法と同じ）
５，ホップ→ステップ→ジャンプの3段階でNo.１～２の実現を果たす。

技術

研究
・

スタッフ
活動

ライン
活動

工場
運動

高効率
生産

情報
処理

自動化／無人

方法改善

品質改善

人材育成





　　対策手段の例示 　　BMすべき優良企業の例

不良・クr－ムゼロ、ヒヤット半減 第二期TZDライン不良ゼロ、GE・６σ

新製品開発段階からDR・ゼロ接近キヤノン・ﾃﾞｻﾞｲﾝｲﾝ、ﾃﾞｻﾞｲﾝCAE利用
P-10（利益率１０％）維持 岡野工業、京セラ、日産V字回復

ターゲットコスト実現 スズキのチョイノリ

一人当たり生産性200万円以上 トヨタ、エーワン精機、日本電産
納期半減～業界最短 インクス金型45時間、デル

ケガゼロ デュポン、三洋電気、三井化学

CO2削減世界（COP)目標達成 セイコーエプソン
提案1人3件、自主改善 ソフトブレーン、グーグル

新技術勉強１５％ゆとり ムラタ

収益性、効率性、流動資産回転率　各種事例多数につき省略

不良ゼロ生産
標準時間達成率100%超＋月3%改善旧キャノン生産方式

日々目標管理 原田隆史先生の日々目標管理方式

DRカバー率、新製品垂直立ち上げトヨタGD3

CE率、リスク対策（PPA）ｼｽﾃﾑ化樹研工業、

PPA(Problem Potential Analysis)GE6シグマ、NASAのPPA、ﾀｸﾞﾁメソッド

DR(Design Review)、CADAM トヨタのGD3、TZD品質機能系統図

ﾜｰｸ着脱自動化、ｼﾝｸﾞﾙ段取り トヨタ自動車金型交換、日立金属ﾏﾙﾁ

ﾏﾙﾁﾊﾟﾀｰﾝ型替えｼｽﾃﾑ ﾊﾟﾀｰﾝ造形機、MC一般

故障ゼロ生産、保全予防 JIPM・PM賞各社の活動
ｱﾗｰﾑｼｽﾃﾑ、ﾏｼﾝﾁｪｯｶｰ 三菱電機設備監視・診断ｼｽﾃﾑ

ローコスト自動化（カラクリを含む）アイシン工業：ﾄﾞﾘｰﾑｷｬﾘｰ、ｷｯﾁﾝ

DNCDirect NC)、FAFactory Aut.)の玉ｼﾞﾛｰ、寿司ロボットなど

品質保証実態図(ハザード対策） 中井川正勝先生・スキル管理、新郷重

QTAT（Quick Turn Around Time)対策 夫先生＆GE社：自律工程品質保証
技能五輪、IT利用による伝承 五輪：アイシン工業、日立製作所など

ｼｽﾃﾑと伝承合理化 インクス携帯電話：45時間金型生産

技能伝承戦略MAP、暗黙知伝承CRM（Crew Resource Management）

ｼｽﾃﾑ～感性ロボット訓練システム岡野工業、長嶋製作所など

AGV、自動倉庫、梱包自動化 自動車工場・各社溶接ライン、キリン
SLP（Systematic Layout Planning） ビール工場など飲料メーカー

ﾜｰｸﾃﾞｻﾞｲﾝ、 スズキ自動車のチョイノリ開発

ゼロルックVE ブラザー工業390ドル・ファックス

食品AIB監査、地震用ﾊｻﾞｰﾄﾞMAPTZD研究会第2期企業＆食品異物対策

ﾃﾞｻﾞｲﾝ・CAE（弱点予知ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）企業、ソリッドﾜｰｸｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
QC、FTA、FMEA、ﾃﾞｻﾞｲﾝｲﾝ ｷﾔﾉﾝ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝ、ホンダ自動車開発

系列企業とのﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝ

IE、PTS法、経営直結型５S トヨタOJT:河村電気赤字脱出対策

現場提案活動、セル生産 ｷﾔﾉﾝ取手工場：セル・マイスター制度

TPMステップ、小集団活動 JIPM:PM賞各社の活動
MTBF、MTTR解析、PM留学

FTP（Forman Taskforce Project） 日産ディーゼル3日改善

相互診断

協力会社支援システム、診断、監査ホンダ・アメリカのﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝ

共同VE 日本電産永守社長：三協精機対策
TPマネジメント、 日立シンガポール、中国東芝など

バランス・スコア－・カード

QWL、MBA、BMP フラット組織適用各社

～コーチング トヨタ自動車の現場管理

指 標 設 定

品 質

原 価

納期・生産性

安全・エコ

モラル

目標管理

各種経営指

標準工数

事前検討

モノづくり

無駄排除
改善力

事前検討

段取り改善

設備管理

自動化

技術伝承

スキル一流

ハザード対策

不良ゼロ生

つなぎ改善

ﾀｰｹﾞｯﾄﾀｲﾑ改善

不良対策

IE・５S改善

自主保全

現場ﾀｽｸﾌｫｰ

現場管理技

ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ支

全員参画改



JIT・カンバン方式、AP（Action　Plateトヨタ自動車、タビオの靴下製造～販売
システム、SCMネットワーク SCMシステム、

バーコード生産管理、指定席置き場コンビニのセブンイレブン～納入業者、

管理、後工程引取り Panasonicの家電生産

SAP、LAN、生産管理システム SAP導入各社、内田洋行：食品管理の

MRP システム・スーパーカクテルなど

生産管理版、異常連絡灯、置き場TP展開図活用各社（例：ｾｷｽｲﾊｲﾑ)

管理～新製品立ち上げ、PERT

定位置管理、金型カルテ 岩根スプリング1個生産・販売
IT在庫管理

ハード・ポカヨケ、ソフト・ポカヨケ ダイキン工業・クーラー寿命管理

各種監視用センサーの利用 小松製作所・フォークGPS利用管理

チャンピオン・チャレンジ・モデル ｷﾔﾉﾝ取手工場セル、トヨタ・RAV４ライン

マイスターラインの実現～刺激強化オリンパス卓越作業など

一流ライン見学 リサイクル：根来産業

スピードOJT教育導入 樹研工業：1･100mm歯車
技能五輪競技、公開段取り、 各社技能者匠教育（長島製作所の

オーディション・プロ教育 キサゲ習得、Panasonic匠道場

OJT・三現主義展開、アウトプット社外専門技術留学研修・実践企業

事前設定（TFP型研修）

経営直結型小集団 東芝、日産ディーゼル他
縦ライン改善集団活動 この指とまれ改善

目標管理指導、5段階レベル達成京セラ：アメーバ－組織、原田隆志先生

評価～日々記録対策 の日々目標j管理・レベル実現対策

ﾏﾙﾁｽｷﾙ対策～評価、 日本ハイム5段階技能達成＋実力主義

実力主義評価システム 評価システム、ダイキン工業ｽｷﾙMAP

１，数値目標を検討～設定する。　　
２，状態目標を検討して、No.1の実現内容を構築する。
３，No.２の達成のため、効率的な人材育成手段を選定する。
４，No.１～３を整合する形で人材育成手法と内容を決める（集団競技のチーム強化法と同じ）
５，ホップ→ステップ→ジャンプの3段階でNo.１～２の実現を果たす。

現場管理
JIT・SCM

動態管理

ITオンライン管

各種見える

付帯情報管理

アラーム管理

ＯＪＴ教育

意識改

モデルライン実

現地見学

事例発表会

職務拡大多能

コーチング

Ｏｆｆ・ＪＴ教
集合教育

小集団活動





低い 　　→　　 　レベル 　　→ 　　　高い 　　チーム フォーメー ション 　　　 実践

　レベル１　　レベル２　 レベル３ レベル４ レベル５ 人と強化・ 教育内容 セット欄 　ホップ
不良統計をＱＴＡＴ運用 ヒヤット段階既存品不良新製品開発

基に対策 逐次撲滅 の不良ゼロゼロ実現 段階からゼロ
何とか収益 少ないが 同業ﾚﾍﾞﾙのP-10達成 P-10以上の

資金確保 利益を維持収益確保 更に活動中収益維持

時々問題を年間に納期納期・生産 同業他社間他社が手本

対策中 問題は数件性は月並みでは優位 とするﾚﾍﾞﾙ

労働災害にKYT訓練と ｹｶﾞｾﾞﾛ実現安全orｴｺは安全・ｴｺとも

各種対処中エコ対策中 ｴｺ体制完備業界ﾚﾍﾞﾙ お手本ﾚﾍﾞﾙ
提案月間を部分的だが仕事の常識1人3件/月 経営ﾆｰｽﾞと

設け、対策 提案活発 ﾚﾍﾞﾙで提案自主改善 密着提案

目標達成に活動指標の活動指標の活動指標の活動指標は

問題を持つ半分は達成8割は達成 95%達成 100%超達成
実績ﾍﾞｰｽの科学的STをはぼ全体にST＋改善 ﾀｰｹﾞｯﾄﾀｲﾑ

ST活用 ﾈｯｸに適用 ＳＴ管理化 3%/月運用 ﾍﾞｰｽST活用

DRは形式的過去ﾄﾗ再発DRを運用 DRで85%程 CAE他、DR

新製品混乱防止対策中成果創出中の問題対策お手本ﾚﾍﾞﾙ

経験的論議DR体制運用過去ﾄﾗの再世界的対策業界に誇る

程度のDR 問題は多い発ほぼ撲滅手法ｸﾘﾔｰ DR実務展開

段取り作業 重点分野のほぼｼﾝｸﾞﾙ 新製品対応ﾜﾝﾀｯﾁ段取

は現場任せ段取り着手 化は達成 はｼﾝｸﾞﾙ化 り可能

突発故障対予防保全中改良保全を故障予知対故障ｾﾞﾛ～
策に着手 ｺｽﾄ問題残 進行中 策・進行中 ｽﾋﾟｰﾄﾞ化

業者任せの一部内製で手作り自動 LCA対策は外販可能な

自動化 自動化着手化体制運用既に軌道化自動化ﾚﾍﾞﾙ

死亡診断 ﾊｻﾞｰﾄﾞ部分QTAT適用 ﾊｻﾞｰﾄﾞ部分不良が発生

対策程度 QTAT適用 予防が促進ＰＰＡ対策完ｾﾞﾛﾗｲﾝ運用
現場丸投げ技能伝承の伝承ＭＡＰ化業界でﾓﾃﾞﾙ新製品段階

の伝承方式ﾏﾆｭｱﾙ化中対策中 的活動あり から成果

メモ、標準書技術者が中暗黙知を除伝承暗黙知Ｉ感知ﾚﾍﾞﾙを

程度の伝承身解析済みき対策済み領域解析中解析ＩＴ化

勘と経験で SLPを勉強 SLPで工程 業界で誇る 自動化を含
ﾚｲｱｳﾄ設計一部適用 評価～対策つなぎ実現 め高ﾚﾍﾞﾙ

積み上げ式2nd・lookVE1st･LookVEｾﾞﾛLookVE WD適用ﾚﾍﾞﾙ

改善が主体適用ﾚﾍﾞﾙ 適用ﾚﾍﾞﾙ 適用ﾚﾍﾞﾙ

現場丸投げ危険領域のﾊｻﾞｰﾄﾞ解析ﾊｻﾞｰﾄﾞ明示小工数管理

危機管理 責任者配備全社展開 ～予防完備対策実現
改善手法の自然発生的職制の課題予防対策が源流問題対

教育は実施改善に期待と改善結合 円滑活動中策運用中

　　同上 　　同上 　　同上 業界ﾚﾍﾞﾙは業界お手本

ｷﾔﾉﾝ取手工場：セル・マイスター制度 ｸﾘﾔｰ ﾚﾍﾞﾙの活動

設備・保全 TPM導入中自主保全は設備に詳しく源流対策
中心の活動 定着 自力改善 運用中

余力無い状企業で時間専門改善班高ﾚﾍﾞﾙ改善他社に誇る

況で改善 を定め改善編成開始 班活動中 改善活動

契約程度の社内研修へ支援ｼｽﾃﾑ 専従指導体一体化改善

指導 参画指導 監査実施中制運用中 ｼｽﾃﾑ運用
予算を決めﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟ 目標管理と 世界的方式業界に誇る

現場一任 調整を実施改善を融合適用ﾚﾍﾞﾙ ﾚﾍﾞﾙ

QWLを一応具体的ｱｳﾄ 個人別ﾃｰﾏ世界に通用　同上

教育 ﾌﾟｯﾄを設定 毎育成開始ﾚﾍﾞﾙ実現



JIT･SCMの社内での JIT･SCM ITネットを 　同上
理解完了 適用開始 運用中 含め適用中

棚卸しによる置き場管理物と情報の IT活用を含 　同上

現品管理 を運用中 一体化完了め一元管理

　　同上 IT・生産管理生産計画 変化対応に　同上

ｼｽﾃﾑ適用 最適化運用自律対策中

各種見える 問題顕在化一部先手管ｱﾗｰﾑ中心の　同上

化は実施中可能（事後）理を運用 見える化

手書き人手IT在庫管理IT活用ｱﾗｰﾑJIT・ｱﾗｰﾑ 　同上
の現品管理事後問題残対策中 管理定着

問題が発生問題の予告ポカヨケなどｱﾗｰﾑ中心の　同上

ﾎｳﾚﾝｿｳ式 内容整理完完備運用中運営定着

散発的な 人材育成と ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ明示ﾓﾃﾞﾙを決めﾓﾃﾞﾙが全体

人材強化 ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ整理～人材育成未来型育成をリード

単なる刺激 他社見学を目的別見学他社ﾚﾍﾞﾙは業界に誇る

的他社見学自社で適用研修を運営評価程度 ﾚﾍﾞﾙ
定例的発表企業方針と 経営方針＋卓越技能者　同上

を繰り返し 発表を連携先行ﾓﾃﾞﾙ型の実務交流

時に応じて 数を追い一戦略ﾃｰﾏ別同左ﾚﾍﾞﾙ 　同上

研修対応式応ﾚﾍﾞﾙ達成実務研修 ｱｯﾌﾟ

他社に真似発表会中心経営課題と 経営直結型　同上
活動 刺激狙い 活動を連携小集団活動

QWL程度の実践型管理良いところをﾏｲｽﾀｰ育成　同上

管理手法 手法の適用伸ばす管理へ実線適用

単能工・T型相互乗り入 3工程/人の全工程多能　同上

育成のみ れ型多能化多能化体制工の育成





展開内容

　ステップ 　ジャンプ
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② 生産技術 MAP と共に必要な工場体質強化に必要な戦略要件

生産技術 MAP は、物づくりや生産管理の力を高める地図であり、中期計画策

定の要件を参考にするガイドです。産業界には「目標なければ管理なし！」と

いう教えがあります。これは、「どのような戦略で何を狙い活動して、どのよう

な成果を得るか？」という具体的な経営（事業）企画～実行計画を求めたもの

です。このためには、最終目標をワンペーパーで全体を示し、詳細は添付資料

として示し、各種の活動テーマと目標達成の関連を明確化することが必要にな

ります。そこで、このような目的を具体化してゆくため、もうひとつ、達成目

標と、それに関連する事項を表 2-2 に資料化する必要が生じます。では、表 2-2
を簡単に解説することにします。

中期計画を策定して、達成へ向けるためには、まず、No.1 の欄に示した、企

画提案の理由を明確にすることが出発点となります。

つぎに、No.2 の欄に示したように、その詳細という形で主な施策や設備投資

内容、そして、No.3 に販売・設備投資計画の骨子を記載する必要が生じます。

ここには、売上高やシェアーの確保計画、製造ラインと生産管理システムの革

新、さらには、次々と対処が必要な新製品の創出と立ち上げスムーズ化、これ

が、JIT・SCM 体系と共にどのような形で顧客直結の対応にして行くかについ

て、現状から革新モデルの内容をイメージとして示してゆきます。そして、こ

の種の計画が達成された状況を No.4 に採算性の計算し、No.5 には、ムダの無

い具体化へのスケジュールの記載をします。しかし、未来は、このように計画
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することができても、どのような変化やリスクが生じるか？判らない状況です。

そこで、No.6 には、その対策の準備のため、詳細な検討を進め、資料の所在を

明記します。なお、この種の中期計画は 3 年～5 年とする例が一般的です。そう

なると、達成までに時間がかかるので、図 2-3 に示したイメージで、最終計画

の中間に、2～3 件程度の中間目標を策定して、最終目標の達成の確実化に向け

ます。

では、次に、各社の社是と、中期達成を黙したベンチマークと各種の活動が

相互にどのような活動にすべきか？について解説することにします。生産管理

や生産技術は、企業や工場体質工場のツールです。要は企業が定める社是を頭

にした目標達成の道具であって目的ではありません。そうなると、この手法偏

重にならないで、バランスよく企業と工場の体質改善を図るためのチックに図

2-4 に示した『3 つの革新軸』を利用する必要が生じます。そこで、図 2-4 の解

説をすることにします。

産業の目的は顧客と社会が求める物やサービスの提供と共に、収益と雇用と

従業員満足を含めた社会貢献となりますが、そのために企業が狙う 3つの柱は、

(1)製品革新、(2)製造革新、(3)経営革新です。この 3 つの柱には三角で示した組

織的活動と目標を持ったネットが必要になります。ネットは最終目標達成のた

め数段階必要ですが、各段階には、ちょうど、植物がネットに導かれるように

伸び、葉を茂らせる場が必要になります。これが、毎期の活動内容になるわけ

ですが、ここでは、毎期、顧客満足を得る製品を提供した結果得る売上高や、
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利益といったフルーツを得るに努力します。また、このネット上で今期の活動

が終了したら、次に計画した上部のネットで次の期の活動を開始します。この

ような構成において、先に示した改善手法は植物に与える肥料のような働きに

なります。以上が企業や工場が目標達成を図る活動と要素ですが、先の表 2-2
は中期計画の最終ネットを示す内容、また、生産技術マップと図 2-3 は、この

種の樹木を育てるため、手に持ったガイド（樹木育成マニュアル）という位置

づけになります。

企業や工場は他社にもお手本になる活動が必要です。このため、書には図 2-5
のような内容が優良企業の要件として紹介されてきました。この種の内容は概

念として見ると感激を覚える内容が多いわけですが、そのような内容の実現は、

ここまで解説してきたような要件が具体的に示され、目標達成という形で実現

しない限り、単に『絵に描いた餅』に留まります。要は、中期計画には具体論

を示すことが必要です。その例として、例えば、加工品を例とするならば、図

2-6 のような戦略的な革新内容で技術革新の方向を定めた展開が必要になりま

す。また、ここまでの内容を具体化するには、さらに、この種の技術開発戦略

を基に、個々の具体策を進めるべきことになります。しかし、ここでは、その

総てを示すことは出来ません。したがって、これ以降は読者の皆様の企業や工

場のご事情に応じた対策を願うことになります。

以上、ここまでの解説は工場生産の全体や生産管理の将来像を表現する方式
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の手続きと表現方法の一例ですが、この種の資料が必要な理由は、各企業や各

工場が個々に定めた目標到達や道筋を明確にして、関係者が向かうべき方向や

取り組みにベクトルを合わせる必要が高いためです。
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③ 儲かる仕組みづくりのための財務・原価分析

先に、「生産管理という仕事はキャッシュフロー・マネジメントである」とい

う内容を最初に紹介しました。そこで、ここでは、財務・原価分析の内容につ

いて生産管理間会社が必要とする要件を解説することにします。

(1) 生産管理業務における「経営・財務の活用法と、活動意義」

生産管理が扱う経営・財務は未来の創造という業務と、関係者の支援です。

筆者の著書のコマーシャルを入れ、申し訳なく思いますが、図 2-7 には筆者の

著書の左側に記載した事項が生産管理関係のお仕事をする方が使う経営・財務

分析の要点です。特に大切な点は、一般に経理という企業のお金を扱う部門と

生産管理部門の仕事の大きな違いは、前者が経営数値のまとめを期末、月末に

結果という形で正確にまとめるのに対し、後者の生産管理部門は計画策定に代

表される未来をマクロで扱う点が異なります。

経営・財務には２つの視点があります。１つは定めた期間で、原価や収益と

いうお金を集計して企業や工場の活動を見るという見方、２つ目は、ある時点

で企業や工場の活動を見て活動の状態を金額で評価すという見方です。その違

いを図 2-8 にイメージ図の形で示しましたが、具体的にその違いを記載すると、

川の流れがあり、ある期間で溜まったダムの中身を見て行く対象が損益計算書、

また、ある時点の川の流れと活動を見て評価する方式が貸借対照表となります。

では、今月とか、今期といった期間を定めて企業や工場の活動の良否を見る損
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益計算書とはどのようなものか？を図 2-9 を使い、示して行くことにします。

図 2-9 は製造業における原価が発生するメカニズムを模式化した図です。製

造工程に従い、資材や関係者が行う仕事、エネルギーや IT を使った情報加工な

どの仕事があるわけですが、ボランティア（無償処理）でない限り、そこには
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必ずコストがかかります。このように、コストは物づくりのプロセスである工

程が進むに従って掛かり、その総計が右側に示した、損益計算書で言う“総合

原価”になります。もし、ここでコストが売上高を超えた場合、企業は赤字に

なるので、企業に働く方々と企業にとって、コスト低減は極めて重要な活動で

す。さらに、図 2-9 には BS：貸借対象表の一部が記載されています。製品は売

れ、入金されて始めて売上高となるわけですが、図の上に記載された内容は、

売上高を獲得した企業は、この資金を次の生産に必要な資材や材料を購入する

という循環を示しています。経営・財務では『流動資産』という名がつく活動

です。要は、得た資金で資材や材料を買い、工場内で製品製造プロセスを介し

て製品化する（この活動を経営・財務では棚卸資産という名の金額で示してい

る）。製品化したものは販売して顧客満足と共に売上高を得るという循環です。

ここには、生産の基盤となる土地、建物、設備など固定資産の記載は省略しま

したが、固定資産＋流動資産＝総資産という名がつけられ、ある時点における

製造業の生産活動の状況の良否評価や判定に使います。以上、BS と PL の内容

の主なものをワンペーパー化する図を紹介しましたが、生産管理という仕事は、

製品製造の流れの全体に無駄を無くし、生産・販売活動で得た売上高を次の活

動に循環する、また、短納期という資金の流れの効率化を常に見て、企業や工

場が持てる力をムダ排除なく制御し、高めて行くという重要な仕事をしていま

す。では、ここで、さらに、原価低減に関する内容に解説を加えてゆくことに

します。

図 2-10 は原価決定要因を模式的な図にした例です。
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既に原価が生産における各種活動の結果として生じることは図 2-9 で示した

通りです。そこで、「では、原価改善をいかにおこなうべきか？」という原価低

減面の活動要件を解説することにします。図 2-10 の樹木に示した通り、原価は

太陽と木の影でしめしたような内容（結果）になります。ここで、太陽が上が

れば影は短くなりますが、太陽が上昇するという活動は工場における技術向上

を意味します。総じて、ポンコツ・カーより F1 カーが早いように、工場におい

ても、設備の改善や製造技術の革新で大きな原価低減を進めるという例は、正

に、太陽を高い位置に運ぶ内容を意味します。だが、F1 を与えられたドライバ

ーの走行技術が低いと所定のスピードを得ることができません。要は、樹木に

ムダがあると同じ太陽の高さでも、影が長くなるためです。この改善は、工場

ではムリ、ムダ、ムラの低減となり、これが、ドライバーの運転技量の向上に

当たるわけですが、生産活動の場合、物づくりに関与する設備や機器、作業手

順などのムリ、ムダ、ムダの減が生産性向上と共に原価低減の一部になります。

経理部門が示す原価は、常に表 2-3 のような形で表現されてきました。図 2-11
は表にこの区分を用いた PL：損益計算書の売上高、原価、利益の構成を図化し

たものであり、『損益分岐点』をつかむための図化法です。実は、先の図 2-9～
図 2-11 は筆者が日立金属㈱に入社して、金属工学という生産管理とは全く関係

ない勉学をしてきた筆者が、6 ヵ月で大ホームランを出した時に役立てた時に初

めて作成した図です。要は、この図を使ったおかげで、関係者が何を行うべき

か？が目で見て判った結果、赤字対策が早急に進むという経験をした例です。
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では、恐縮ですが、生産管理業務の仕事を担当される方には、多少とも参考

になる内容ではないか？と思い、ここで、当時の体験談を紹介させていただく

ことにします。筆者は金属工学の出身なので、日立金属㈱入社当時、経営工学

や生産管理は存在すら知らない状況でした。また、「金属工学関係者はわが社に

は多く先輩がいる。君には別の仕事を担当して欲しい！・・・」というのが、

当時、配属が決まったプロジェクト部（本社の開発本部）の部長命令でした。

自分としては、「専門外の仕事をするために入社したわけではない！・・・」と

いう思いでしたが、早稲田に入るのに 2 年の浪人生活、加えて、体をこわして

大学院に入院のような形で残った私には、「親に心配を掛けて学生生活を終えた

上に、折角、採用していただいた企業を辞めるわけには行かない」環境で、「数

年は我慢しよう」ということで、未知の仕事を進めました。仕事の内容は開発

テーマを経営数値で評価する IT シミュレーション・システムの開発でした。こ

のため、社命と同時に㈱日立製作所の中央研究所へ場所を移すと同時に、IT プ

ログラムによる研究開発投資評価シミュレーション・システムの開発でした。

幸い、学生時代 FORTRAN という言語を活用していたためか？半年も経たない

で研究所の指導員の教えと共に、投資評価 IT システムが完成することができま

した。この報告を部長にしたとき、「このシステムは現状の工場の問題解析に向

く。中村君、桑部分工場が今赤字だが、テスト計算を含め、解析して欲しい！」

という依頼を生産管理部長経由で指示となりました。

早速、桑部工場を担当する経理の主任のところへ出張、その方の基で勉強し
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ながらテスト計算をした結果、「損益分岐点が設備投資計画よりはるかに高い！」

という計算結果を得ました。大問題だったわけでしたが、加えて、当時、工場

では、残業をしながら昼と夜を各 10 時間の運転する鋳物継手の生産を進めてい

ました。中間のつなぎで設備停止がある操業は不良が多発、生産量の確保だけ

でなく混迷する状況でした。この問題に対し、損益分岐点確保にはどうしても

生産量をあげる必要という条件が加わりました。筆者は、まだ、企業では駆け

出しでした。このような環境で「1 人づつ時差を組んで 24 時間動かす手は？」

と提案しました、この策は各種の社内規定や労働組合など、多くの障害がある

案だったわけでしたが、工場では他の策はなく、関係者全員でこの策を話した

そうです。その結果、人数の増加なく、全員が時差を組んだ 24 時間稼働が実施

となりました。当然、24 時間－20 時間＝4 時間分の増産で損益分岐点は超えま

した。また、操業が安定したことで、不良に関する問題が発生しかけた時、即

座に発生元に情報が流れるため、品質向上や維持面で必要な対策が取られると

いう環境まで付加されました。その結果、不良はたちまちゼロ接近、増産とな

りました。また、小型継手生産は、市場が製品の出来を渇望する環境だったた

め、たちまち、工場は黒字化です。これが、日立金属㈱で「新入社員の快挙談」

となった筆者談です。以降、この種の問題を持つ工場につぎつぎ回され、精鋭

である先輩が着き、プロジェクトの運営と筆者は英才教育を受けながら、経営

シミュレーションによる工場の改善の担当となりました。この時、筆者が戻る

計画をしていた早稲田の研究室は、同期の友人が博士号を取得し（帰っても席

が無いことも関与し）、生産管理の仕事を進めるという人生の選択となりました。

現在はこの仕事に集中して先輩や知人、多くの機関や他社の専門家と知り合っ

たことが人生として意義ある内容であり、その恩返しの積りで現在の仕事に邁

進中です。この種、恥を忍んでの筆者談はともかく、今も、諸先輩の皆様には

深謝すると同時に、その一部でも、この書に紹介して恩返しになれば幸いと思

い、ここに私談を紹介させていただきました。なお、今にして思うと、経営数

値を基に改善策を創出することや、制約条件無でアイデアを考えることが、生

産管理上の各種対策で重要ですが、この時の経験が基になっているように思い

ます。このため、この面の内容を紹介したく、ここに、恥を忍んで、筆者談を

紹介させていただいた次第です。

先に図 2-9 の上部に記載した流動資産について解説しました。では、ここで、

さらに詳しく『BS：貸借対象表と生産管理の関連』について解説することにし

ます。図 2-12 をご覧下さい。これも、先に説明のように、BS は期末といった、

ある時点を定めて企業における物づくりの状況を金額面で評価する方式です。

メーカーは土地、建物、設備を基盤に物づくりを進めますが、経営・財務では、

税務上、「1 年以上資金が動くことが無い対象である」ということから、『固定資
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産』と名づけています。これに対し、現金や預金を使って資材や材料を買い、

工場内で物づくりをする。出来た製品は在庫するという間の製品や半製品を棚

卸と言います。この種の対象は売れてから入金され、また、次の生産のために

資材や材料を買うわけですが、お金が循環する状況を示したものです。この、

お金の流れの状況を経営・財務では『流動資産』と名づけてきました。以上が、

固定資産＋流動資産＝資産の部という名で表現した生産・販売活動の全体像で

す。

つぎに、「この資産の合計金額をどこから持ってきたか？」が課題となります。

要は資金調達に当たるわけですが、この対策は図 2-13 の右側になります。簡単

に解説すると、その総てを自分のお金（自己資本）でカバーできれば良いので

すが、もし不足する場合（多くの企業はこのような状況が多いわけですが）、銀

行を始め、企業の内外からお金を借りる必要が生じます。この時、1 年以上借り

ることが出来る資金（借入金）を固定負債、1 年以内に返却が必要な資金を短期

借入金と名付け区分します。各借入金の項目は図中に示した通りですが、先に

図 2-12 で解説した資金の 100％は、資本の部＋借入金合計と同じでなければな

らないので、この両者がバランスを取るという内容から、BS にバランス・シー

トという名が付けられています。

では、つぎに、生産管理面でこの内容をどのように評価すべきか？について、

キャッシュフロー・マネジメントの視点を例示することにします。

(a) 借入金を少なくする対策（その１）：同じ製品を生産する企業が 2 社、A
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社と B 社があった比較

流動資産が同じだが、A 社は B 社より生産性が良く、土地、建物、設備が小さ

い（金額的に少ない）生産で十分に対応できる場合、資本の部は、A 社は B 社

より資産の部が小さいので、負債並びに資本の部は少額になります。当然、も

しここで「資本の部の金額が同じである」と仮定すると、借入金は、効率が良

い程度に応じて少なくなります。現在、中小企業の多くは資金繰りで苦しむ例

が多い状況です。特に、銀行などが貸し渋りをする、さらに、引きはがしをす

る（貸していたお金まで持って行く）という現象が発生すると、資材や材料が

買えないばかりか、給与も払えずに倒産する例です。

よく、「資金繰りは人体の血液と同じ」と言いますが、これと同じ状態で企業

倒産を招くため、この種の効率化と共に、借入金減少対策は極めて重要です（資

金が不足して、やむを得ず高い金利の資金を借りる例（高利貸しからの借金）

がありますが、この策は、一時しのぎになるのですが、次の資金繰りに苦労す

るばかりか（借金地獄を招く恐れがあり）、企業収益にも大きい圧迫を与えるの

で危険です）。

(b) 借入金を少なくする対策（その２）：

生産～販売リードタイムを短くすると流動資産の内容は大きく変わります。

その理由は、製造業においては、現金・預金を基に資材と材料などを購入しま

すが、先の A 社が、先の B 社より、より早いスピード（短時間）で製品化する

場合、棚卸資産（材料→半製品→仕掛→製品→在庫）にかかるお金が少なくて
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済むためです。さらに、現金は売上高達成と共に、すぐ帰ってくるので、万一、

借りたお金を返す際にも、待っていただく時間を短くすることができます。要

は、材料から製品→販売の期間が短いので、売上で得た資金の一部を返却する

ことができます。したがって、短納期生産や JIT・SCM に代表される売れる製

品を売れるだけ、売れるタイミングで顧客に提供する対策は資金繰り面で極め

て有効ということになります。当然、この対策が進んだ企業では、資本の部の

総額は小さくなるので自己資金があれば、借入金比率は大きく変化します。こ

れが、進んだ例に、PC 等の通信販売などがあります。注文を受け、先に現金を

貰ってから短納期で生産する方式です。デル社はこの方式をマイケル・デル氏

が使ったため、歴史を持ついならぶ大手 PC メーカーを短期間でしのぐ企業にな

ったことは有名な話です。

(c) 仕掛り・在庫減で収益を向上させる対策：

「仕掛りや在庫にかかる金利はそう大きくない。この種の低減対策をしても原

価低減効果が少ない！・・」という議論をする方が過去、産業界に多くおられ

ました。ところが、先に海外生産の注意点、図 1-16 を用いて国内回帰で解説し

たように、売れる積りで在庫していた対象品がモデルチェンジなどで売れなく

なった例以外に、経営・財務面で生産・販売リードタイムの縮減は大きな経営

への作用として数値化されます。再度、図 2-13 の資本の部をご覧ください。自

己資本の部に剰余金という項目があり、うち、当期利益の項目があります。こ

れは、もし（b）の対策が進んで得た利益がここへ投入され、「自己資本（資金）

か増した結果、借入金を減らす！」という内容を持ちます。借入金には金利が

掛かります。金利の支払いは経費として企業の外部に支払う例が多い対象です

が、原価を高くします。しかし、減らせば利益、また、借入金の額自体を少な

くするのでダブル・パンチの形で利益を減らし、借入金を減らす効果を生みま

す。この種の金額は経理が集計した結果、特に、PL：損益積算書だけを眺めて

いる方には発見しにくい内容であるため、ここに紹介しました。

以上、生産管理面から見た、極めて基本的な BS,PL の解析内容を紹介しまし

た。なお、この種の内容を一覧化する図化法があります。それが、図 2-14 です。

BS の総資産を基に利益を評価する指標（算式による評価法）を『総資産利益率』

と言います。この指標は、「土地・建物・設備（固定資産）を基に、現金・預金

を基に製品製造～販売～売上を立てて入金する（流動資産）という物づくりを

行う総体で（人の体全部を使い）、どの程度の利益を得たのか？」を評価して行

く方式ですが、企業活動の評価を行う指標として最も重要な指標のひとつです。

では、この内容についても、多少の解説を加えることにします。

『総資産利益率』の分子：分母に同じ内容ですが、売上高を掛けると、右と

左のような内容になります。まず、右側ですが、これは、売上高で利益を割っ
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た内容なので、『売上利益率』を意味します。

「この指標は製品１つ売ってどの程度の利益があるか？」を意味するわけで

すが、さらに、その中身を図化すると、先に示した損益分岐点を示す図によっ

てその程度が左右される内容になります。要は、売上高と固定費＋変動費＝原

価の関係です。そうなると、この内容は PL：損益計算書、すなわち、利益を得

るために固定費と変動費を下げ、付加価値の高い製品を製造販売するという努

力を意味します。

これに対し、左側は『総資産回転率』の名を持つ対象であり、「利益を生むた

めに総資産をどのように活用したか？」を意味します。土地・建物・設備は回

転しません。資金は動きません。だが、これを基盤とした現金→生産→販売→

入金：現金化という流動資産は確かに回転しています。そうなると、先に解説

したように、「固定資産は小さな資金で効率よく」という生産性向上と、「流動

資産は短納期で仕掛り、在庫なく生産～販売～入金を！」となります。また、

これは先に解説した PL：損益計算書そのものであることが判ります。そうなの

です。総資産利益率は PL×BS を一覧で表現したものであり、野球やサッカー

などの勝敗と比べると、「勝つために、企業や工場がどのような構成を持ってい

るか？」を利益という指標で見る方式であり、図 2-14 の下に記載した個々の改

善内容が総て収益の良否を決定する内容です。要は、この図は「企業活動の良

否をお金の局面で評価する」という内容を示すと同時に、生産管理とは、この

全体の活動を計画して、実行しながら未来の改革へ向ける仕事であることと、
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直結していることを示した一覧で示した図なのです。また、最初に、「生産管理

の仕事の本質はキャッシュフロー・マネジメントである！」という内容はこの

ような解説でご理解願えたと思います。

（２）経営財務における棚卸・現品管理の重要性

めったに無い例ですが、筆者が米国在勤、AAP 社を立ち上げ時に生産管理を

担当していた時、出荷するアルミホイールが確保できないばかりか、物と情報

が合わないで苦労したことがありました。生産管理システムは製造現場で生産

した物と不良などを工程毎にカードに記載したものを集めるという簡単な方式

でした。この方式は、既に日立金属㈱で実施してきた方式であり、筆者として

も生産管理システムを IT 化する過程で使ってきた方式でした。その理由は、単

に入りと出を生産量と共に記載する単純な方式であり、途中で材料が不確かに

なるという例は全く無かったためでした。英語と日本語という言葉の違いはあ

っても、製品や材料が消えるはずは無い状況です。しかし、図 2-15 の上に示し

たように、台帳と仕掛りや在庫が一致しない問題が起きたわけでした。これは、

個人で財布を持ち活動する場合、図 2-16 のような事態が発生したことを意味し

ます。そこで、社長命令で現場の調査を進める指示が私に来ました。早速、現

場の調査となったわけでしたが、入りと出の間にあるはずのアルミホイールが

消えた意味が、調査で明らかになりました。
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当時、新工場は立ち上げ時期であり、まだ、製造条件が安定しない状況だっ

たため不良が多発していました。このため、品質管理関係者が「不良を発見し

たら、再溶解へ戻すように！」という指示をしていたわけですが、従業員は工

場で発見したアルミホイールに多少とも不具合があると溶解の前にあるスクラ

ップ置き場へ運び入れる処置を行っていたことが台帳と現品の不一致理由でし

た。通常なら異常処理伝票を発行すべきです。だが、ここでは、まだ、その種

のシステムの適用いなかったためでした。その理由は、日立金属㈱では、この

種の問題があっても、既に品質管理部門が独自に、以上処理伝票を作成し、そ

の写しが生産管理部門に回されるため、溶解に運び込まれた不良品は正確に把

握できる方式が完備されていたため、筆者の配慮が掛けていたことが理由です。

また、この種の処置を現地の品質管理担当も知らなかったためでした。

生産管理を受け持つ筆者としては大失策です。要は、生産管理部門と品質管

理部門の事務処理上の連携の溝に気が付かなかったためです。そこで、即座に

異常処理伝票を適用しました。だが、「単に、システムの改訂で数値が正確に会

うことだけにこの伝票を投入すべきでは無い！」と筆者は考えました。そこで、

①異常処理伝票は赤字を意味する赤い紙とする。さらに、②棚卸品はお金が中

間製品の形をしていて、売れる良品で無ければ完全にムダ・コストを意味する

ため、不良品伝票である異常処理伝票に不良品の個数と金額を集計した内容を

記載してもらう。また、③生産管理上、工場にムダ・コストである対象はグラ

フを示して改善を促す。④赤伝票は不良を出した原因発生もとへフィードバッ
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クして対策を促す。⑤製造現場では、個々に不良の原因と対策を記載した表を

『見える化』させる、というシステムを運用しました。同時に、⑥品質管理部

門が指示し、現場関係者が努力する不良対策が当たっているか否か？を表に記

載する。また、⑦対策の適合状況とグラフの低下内容を『見える化』する。不

良対策は現場で行う。・・・としました。すると、この対策で、不良撲滅が急速

に進みました。その理由は、品質問題が早期に発生元へ連絡され、製造基で打

った対策が当たっているか否かが誰にでも判る環境となったためでした。発足

時、AAP 社は 1 建屋で構成され 200 名足らずの工場でした。このため、不良低

減が良品生産や企業収益の向上に直結していることが全員で判ることが不良対

策に大きく効きました。なお、「それまでの不良対策は会議室で関係者を集めて、

1 週間の不良統計をまとめて反省する“死亡診断書会議”でした。だが、この方

式の適用後、不良に至る前の情報までが発生元に流され、現場・現物で不良対

策が進もました。

以上、図 2-17 に示した期末毎に行う棚卸で起きる物と情報の不一致の例を紹

介しました。

時に、物と情報を工程間で正確に行うと、とんでもない事象を発見する例が

あります。次の話しは、ある食品企業の体験談です。ある企業の改善支援の仕

事を進めている時、「おむすびを製造する工程で製造中のおむすびを食べてしま

う人がいる」という訴えがありました。現場管理者研修の場でしたが、「この種
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の違反者をどのように扱うか？」という実務テーマが課題となった例です。問

題は、同じ職場で働く方からの訴えでした。管理者としては、朝礼などで注意

してきました。しかし、現場管理者自体がその種の違反行為を見たわけではな

いので、個人を捕えても言い訳をして逃げられるということになります。そこ

で、今でいう監視用のテレビ・カメラを現場に設置しました。同時に、おむす

びの生産を機械でカウントしましたが、出荷時に数が合わない時点を見てビデ

オ解析すると、従業員の方が訴えていた事実だけでなく、作業着のポケットに

設けた袋にまでおむすびを入れる様子が映っていました。寂しいことですが、

もはや、この方の言い訳は効きません。処置は、この企業の従業員規定の適用

になり、この方は、即刻退職となりました。ここで、もし、この種の違反行為

が企業内に蔓延してしまったら、もはや、棚卸が常に合わないことになるため

ですが、体験に残る、寂しい話です。

この企業の支援時、そう思ってコンビニに行くと、「今日は月末で棚卸」とい

う札が下げられ休日になっていましたが、お聞きすると「監視カメラに映らな

いようにして商品を盗む状況があり困っています」ということでした。工場で

は稀な体験談を紹介したわけですが、コンビニやスーパー、100 円ショップでは、

棚卸の不一致は売れる薄利で売れる商品が消えることは商店の死活問題になる

ため、時に、ジーメンをお願いしてまで盗難対策を図る努力が判りました。な

お、同種内容は、その後、筆者は、度々、テレビで放送を目にしました。悲し

い事件を起こす方は世の中に多い状況です。
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以上、図 2-18 のような方式で行う棚卸調査の重要性を、体験談と共に紹介し

たわけですが、読者の皆様には、物と情報の不一致は売れる製品を失うという

ことだけでなく、財産管理という面から、この種の問題発生を防止する生産管

理面のシステム改善に大きく作用することをご理解願えると幸いです。

（３）税法上の扱いから見た、棚卸不一致の問題の扱い

読者の皆様は、すでに『花見酒』という落語の一説をご存知と思います。下

の絵のような内容で 2 名のとぼけた江戸っ子が花見に酒を売ってしこたま儲け

ようというお話しです。要は、運んでいるうちに自分たちで全部飲んでしまい、

「結局、1 名が支払った酒代だけに終わった！」という笑い話しです。

結果が判っている聴衆に落語家が面白おかしく結末に至るまで話を引っ張る

のは落語家の芸ですが、もし、この種のことが企業で起きた場合、わずかな売

上で高い原価となり、とても笑話しどころではない話しになります。企業には

法人税が掛かります。また、株式会社は株主がいます。それでなくても、投資

家達は、常に、企業の収益の状況を厳しく見ています。そうなると、企業は利

益が出ない時、意図を持って利益隠しのため、棚卸資産の操作をする例が、た

まに発生します。税法違反です。そこで、「では、棚卸資産というものが税制と

どのようになっているのか？次に、どのような事件が発覚したか？この種のご

まかしをどのように見破るのか？」といった順に解説を進め、生産管理面から、

動態管理という物と情報の一体化につながる注意を整理することにします。
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まず、図 2-19 を用いて、法人税をかける仕組みを紹介することにします。こ

の図は PL：損益計算書の内容を記載したものです。企業ではまず、定めた期間、

製造～販売努力を図って、No.1 の売上高を確保する努力を進めます。No.2 は工

場生産で掛かる原価であり、No.3 は製造・販売利益を意味する内容で経営・財

務では『売上総利益』という名がつけられた利益です。この利益には営業活動

や本社の活動といった販売を増やしたり、原価を下げる活動を進めたり、新製

品開発を行うという内容は入っていません。この種の費用を差し引くと No.5 の

生産・販売努力を意味する『営業利益』になります。

ここまでの説明で、No.2 の売上原価の右に囲った棚卸資産の内容をご覧下さ

い。期首と期末の間の棚卸資産（中間財や仕掛りと在庫）の増減が記載されて

います。この意味は、表の上に記載したように、「材料を購入したのは売れる製

品をつくる目的ですね！それなら、まだ、販売には至っていませんが、売上高

の評価に組み込みます」とう税法の評価です。これを棚卸資産の評価と言いま

す。また、原価の一部に組み入れて増減をみながら税金を掛ける利益の基にな

る売上高との関係は、次の表 2-4 を見ると、その仕組みがさらに明確になりま

す。

表 2-4 の内容はある企業で「売上高は 3 期同じ、しかし、第 3 期に工場の工

事などがあり、操業が出来ないため、第 2 期に作りだめをしておこう」という

モデル計算例です。税法による棚卸資産の評価の詳細はともかく（税法の細か
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い規定の説明は省略しますが）、ここで判ることは、3 期とも売上高が同じ、す

なわち、企業に入る収入が同じ、しかも、単に、第 3 期の工事の作りだめをし

たという内部事情という理由以外には無い状況ですが、税法による棚卸資産（こ

の場合、仕掛と在庫）の評価が関与して第 2 期は 2 倍の利益となり、第 3 期は

利益ゼロという状況になります。このことは、「この企業では、第 2 期で仕掛り

や在庫をつくったのは、売る目的で材料を買い、生産に着手したのですね、そ

れなら、仕掛りと在庫は税法に従って利益の一部という形で税金を掛ける対象

にします。同時に、税法に従った棚卸計算を行って利益額を算出して下さい」

という税法の扱いを示したモデルです。

時に、この法を悪用する企業例が発生することがあります。その動機は、「今

期の企業はマイナスである。これを株主や銀行に知られては大変である。株価

は下がるし、世間の評価が下がるだけでなく、銀行も貸し渋りとなる恐れがあ

る。とにかく、来期は利益を出すことで努力することにして、利益が出る処理

をしよう！・・」という場合、売れることを見込んで仕掛りと在庫を持つとい

う策で赤字を利益があるように偽装する企業があります。利益隠しとか財産隠

し、飛ばしなどの名がつく税法上の犯罪に手をつける例です。図 2-20 は、その

種の計算過程を詳細に記載したものですが、加えて、バブル崩壊時、図 2-21 の

ような、系列会社を巻き込んだ偽装例が数社で発掘されました。ここでは、買

った資材や材料の支払いを遅らせて原価を低く見せかける。製造した製品は会
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社の倉庫に在庫して、製造をする本体の会社では売上高を得るという処理を加

えて、あたかも、本体である企業が利益を出しているような偽造をした例です。

先のバブル崩壊時に、日本ではこの種の例が余りにも多かったこと、また、

その金額が日本経済に与える影響が膨大となることを危険視した政府は、「2000
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年 3 月から大手の系列会社の財産隠しは問題である」として『連結決算』でそ

の実態を明確化させる法の適用を法令化しました。

このような実情をご覧になった皆様は「『金科玉条』のようの扱ってきた PL：
損益計算書と BS：貸借対象表だけでは、まだ、企業の活動実態が判らないばか

りか、将来への不安もあるのではないだろうか？」と思われたのではないか？

と思いますが、バブル崩壊時、国も同じ疑問を持ちました。そこで、社会的に

影響が大きい大手企業に対して追加された経営・財務報告書の様式が『キャッ

シュ・フロー計算書』です。また、その様式は表 2-5 のような形態です。

表 2-5 では、一番上の欄を「生産・販売活動」としましたが経営・財務の正

式な表現は『営業キャッシュ・フロー』の名がつけられています。営業＝生産・

販売活動とそこで得られる利益なわけなので、生産管理を担当される皆様には

実態と合う生産・販売活動の方がなじみは深いので実態を示す活動内容を記載

しました。まず、ここで、注目すべき点は、減価償却費の扱いです。減価償却

費は設備取得に関係する費用です。そうなると、本来、PL：損益計算書に登場

する内容でなく、BS：貸借対象表の固定資産の対象項目です。しかし、かつて、

「購入した設備に節減額と耐用年数を決めて、最終的に簿価 10％は残し、それ

までの金額は定率法という計算式を用いて原価に入れなさい。法人税を免除す

る対象にします。そうすれば、企業では、将来新しい設備購入の資金に使って

下さい」という税法にしました。だが、これは税支払の計算上、一時的に原価
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に組み入れただけです。企業には残る資金です。そこで、キャッシュ・フロー

報告書では、生産・販売キャッシュ・フローの欄に戻す扱いが適用されていま

す。また、図 2-23 で示したように、PL：損益計算書では、図中の⑧は当期利益

の項目として扱われ、原価項目で無い扱いになっています。税法が役員賞与に

対しこのような扱いをしている理由は、「会社の利益をあづかる企業の重役陣は、

会社が儲かって始めて賞与の取得権利が生じる。・・」という考えに基づくもの

です。また、「税の支払い責務を果たした後に賞与をとるべきである」としてい

るわけです。だが、この考え方はともかく、企業としては「企業の外部にお金

が流れるという事実から原価（人件費）の一部である」と考えるべきです。そ

こで、「キャッシュ・フロー計算書の生産・販売キャッシュ・フローでは償却費

は利益金に戻す。役員賞与は原価として扱う」という処理にしました。

企業は生産・販売活動で利益を得たからといっても、未来へ投資を行って発

展する活動がなければ衰退へ向かう危険が生じます。また、借入金の返済をし

ないで活動する企業も資金繰りで苦しみ、倒産する例があります。そこで、キ

ャッシュ・フロー計算書では、前者を投資キャッシュ・フロー、後者を財務キ

ャッシュ・フローと名付け、その活動内容を記載する方式にしました。

これでキャッシュ・フロー計算書の解説は終わります。また、話を戻して「で

は、先ほど紹介した財産隠しが、このキャッシュ・フロー計算書の登場と共に、

発見が出来るのだろうか？」という話に入ることにします。その前に図 2-23 の
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「どこに棚卸資産内容が出てくるか？」を示しておくことにします。既に図 2-23
の営業キャッシュ・フローの欄に記載しましたが、棚卸の増減と買掛金の増減

はここに記載する規定が運用されています。この種の解析例は表 2-6 に示した

前川氏の著書に多くの例と共に解説されてきましたが、この例でも、PL 上は利

益が出る報告をしていたわけですが、



113

営業（生産・販売）キャッシュ・フローが大赤字になっています。表と共に

示した解説がその詳細ですが、要は、PL：損益計算書の上で利益が出ていても、

また、利益に対して償却費のプラスと役員賞与のマイナスを入れてもさらに大

きな赤字金となるという実態は、仮に、買掛金をプラスした後にだとしても、

図 2-23 で示した棚卸の減が大きく作用していている実態を示す結果を示すこと

になります。このように、粉飾決算を監視するために作成されたキャッシュ・

フロー報告書で専門家が分析すると、粉飾の解析は可能です。このため、現在、

この種の粉飾決算を行った企業は簡単に実態が見破られ、刑事裁判に取り上げ

られる例が多くなりました（多少、形態が異なるが、2008 年頃、粉飾決算が発

覚した最近の例：王子製紙、オリンパス事件などがあった。なお、その種の調

査と罰則は以下の通りです）。
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では、つぎに、意図を持って発覚した財産隠しと類似した棚卸資産を操作し、

発覚した事件を図 2-24 に例示することにします。

この種の内容は、悪意は無い状況でも、「ついうっかり」とか、「やるべきこ

とをしなかった」という材料や仕掛の管理を怠った時の積み重ねでも。発生す

る危険性がありますので生産管理の仕事を担当される方はご注意ください。注

意点を図 2-25 に例示しますが、この種の積み重ねで棚卸資産の実態が実態と合

わなくなった結果、結果的に図 2-24 と余り変わらない結果となり、税法違反に

なる例が発生する例です。先般も、流体を扱う企業で「ついうっかり記載ミス

があった」とか、「記入漏れや、PC へのインプットミスが重なり、実情に合わ

ない事態になってしまった！ので、支援をして欲しい」という企業依頼があり

ました。また、「IC や LSI など小さい部品や機能材を製造している企業で物が

消える」といった対策の依頼もありました。この種の製品や材料は、工場にお

ける仕掛りや在庫と言った物の形をしていないので、情報と同じように、目に

見にくい、また、高価なのですが小さいため、管理が悪いと見失う、という特

徴を持つため、どうしても材料や中間財、製品をお金として見にくいようです。

しかし、先に解説したように、工場にあるものは総てお金が材料や製品、中間

財に形を変えている対象です。そこで、この種の企業の問題の対策には、図 2-25
を使って問題発生原因とメカニズムを解析したわけですが、生産管理上、物品

管理や置き場、伝票記入や計量内容とのズレ、指差確認とダブル・チェックの
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徹底から、IT を用いたポカヨケまで、手間が掛からず、的確に物品（現品）管

理することが出来きるようにしました。

図 2-26 はその一例です。最初に寄せられた問題は、「営業担当者が同月内に

仕入れた商品を売上られない（受注処理待ち）にもかかわらず、経理側に在庫

計上を依頼（事務的手続き）する連絡を忘れてしまうケースがよくあり、月次

ベースで大きく粗利が変動してしまうケースが発生することがあった」という

内容でした。ここには悪気は全く無い状態です。だが、問題は、①製品は受注

に応じて製造済み、だが、出荷指示がなく、在庫のままになっている。②在庫

なら、見直ししてひも付けすると同時に、在庫品が売れるまで、在庫として保

管指示をすべきなのにしていない。③製品は他の受注品とガスや流体、IT 関連

の小型部品の場合、似ているし、どの受注先にも持ってゆける。そうなると、

④「どこから、どこまでがどうなっているか？」がはっきりしていないと、ム

ダに生産したので、在庫処理すべきなのか？受注した対象である。また、⑤ど

こからどこまでに、ひもを付けて管理すべきなのか？また、⑥製品製造の歩留

り（100 つくったが、技術レベルや生産のトラブルでロスや、逆に多めの生産に

なったのか？）が判らない対象品になってしまう危険が生じます。この例は、

正に、在庫として取っておく指示が無いので、先の受注品を出荷してしまった

のか？まだ、在庫の状況なのか？それとも、製造上の歩留りの影響で生じた製

品（または、中間品）なのか？が判らないわけ状況です。
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そこで、対策は図 2-26 の右下に示したように、【方法１】として、受注登録

がなされた対象なのか？否か、現在、製造プロセスでひもつけしたものが、ど

こに、どのようになっているかを区分する。同時に、この対象になっていない

製品や中間財は受注対象という面や、工場の生産計画の面で見ると、明らかに

不明品なので、アラームとして処理を関係者に聞く、【方法２】では、製造した

製品を区別してひもつけして、その区分毎に受注の進捗を入れ、その後の進捗

や処理などの扱いが無いものは、今後の処置について決定の有無を ITより聞く、

すなわち、「物＋情報が中に浮いた形になっているわけだから、どう扱えば良い

か？」IT からアラームを出して関係者に処理、決定内容などを聞く。【方法３】

では、経理部門が常に、総て、財産管理が不確かになりかけている物＋情報を

アラーム処理して、不具合発生時に発生元と関係者にその内容を示し、問いか

けると同時に処置を決める。同時に、問題が発生した影響を算定して伝え、問

題の再発防止策を立てさせるためにアラーム・システムを活用する、という方

式にしました。要は、生産管理システムに IT が持つアラーム機能を入れ、常に

物と情報が 5W1H 管理で個々に判る仕組みと、異常の早期発見対策が進む方式

に改訂願ったわけでしたが、この対策の後、ヒューマン・エラーがあっても、

発見と対策が早くなり、棚卸資産の問題は無くなくなりました。なお、この仕

組みづくりに、筆者は、（ｲ）仕掛をお金で表示して置き場管理する。（ﾛ）入り

と出を記載して在庫の状況を明確化する。（ﾊ）後工程でも入りと出を IT にイン

プットする。（ﾆ）各工程で不具合があれば、不具合品をアラームとして提示し
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て、発生と同時に、関係者に知らせる。(ﾎ)知らされたものは、不具合の理由を

解析して再発防止策を適用する。(ﾍ)問題が発生した場合、改良を求め、再発ゼ

ロの策が出来るまでしつこく、改良させる、というヒューマン・エラー対策の

基本である QTAT：Quick Turn Around System（即時、問題点を発生元へフィ

ードバックしてゼロ化する）という生産管理上極めて基本的で、当たり前とも

いう対策法を適用しました。

（４）JIT・SCM に見る棚卸無し、計画に基づく生産管理

生産管理業務に当たっては、財産管理だけでなく、物と情報を一致させ売れ

るスピードで売れる製品だけを生産する対策は極めて重要です。そこで、この

種の課題に対し「JIT・SCM 特にカンバン方式では物と情報の完全一致に、ど

のように対策を進めてきたか？」について解説することにします。

トヨタ自動車（以降もトヨタと略称）がカンバン方式を生み出した苦難の経

過は既に図１-28 と共に紹介済ですが、多くの仕掛りと在庫を抱えつつ、赤字で

苦しむ中で、「この仕掛りと在庫を早く商品化して売上高にしなければ、資金繰

りに苦しむ現状から脱出できない。そればかりか、このムダは銀行から借りた

お金の塊であり、利子という形でいつまでも高いお金を払い、資金繰りまで悪

化させてきた！」という思いが根底にありました。このため、図 2-27 に示した

ように、「売れただけ造る。後工程引き取り方式で、売れる宛て（対象）がある

ものだけをつくる」という計画生産に努力していったわけでした。
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このような対策を進める経過の中で、工場内の仕掛りは「赤字で死に掛かる

元凶（死掛り）、在庫も売れなければムダ、“罪庫”という悪とする！」という

考えと共に JIT を進めた結果、工場において、売り宛先の無いムダな生産の防

止を実現させました。また、計画に基づく生産となり、棚卸をしても、計画対

象品以外が工場内に皆無にする現品管理方式を具体化させました。

これを図 2-29 の５S 面で見ると、一般企業では棚卸しで動態（物と情報の一

体化）管理を行うため、置き場管理と共に、５S を用いた整理・整頓（不要物の

撤去や並べ替えなど）が必要になるケースや、先に紹介した棚卸を行って在庫

の引き当てや員数などのチェックが必要になります。だが、1 品生産で総ての部

材がひも付きとなると、また、後工程引き取りによる計画生産品＝生産対象現

品の存在だけしか無い状態なので、棚卸しを行っても、計画対象品以外の物材

は製造現場に全く存在しない仕組みとなります。

このため、JIT では、一般企業が行ってきた棚卸しは全く必要無い、見事な方

式を具体化させました。だが、カンバン方式が運用されるには多くの規制が必

要です。かつて、多くの企業では、これに反し（先に図 1-9 で示しましたが）、

かつて、製造現場では仕掛りを生産現場のトラブル調整などに使ってきました。

この例では、前工程の機械故障や不良発生、さらには、欠勤などで、作るもの

が切れる時に仕掛りがあれば、後工程は生産が続けられまでした。この、一見
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便利に見える仕掛りを用いた調整や生産性維持対策は、実は、改善すべき問題

を隠すばかりか、置き場の混乱、さらには、棚卸し調整まで必要にしてきたわ

けです。その点、JIT におけるカンバン方式は図 2-30 に示したように厳しい規

制を持ちますが、ムダを減らし、動態管理を的確、かつ、容易化します。

だが、このカンバン方式だけが JIT の存在の総てを支えているわけではあり

ません。後工程引き取りということで、七夕のように札を出していたら、製造

現場は札の山になります。また、製品のスムーズな流れが無ければ、後工程引

き取り方式は絵に描いた餅になってしまいます。このため、シングル段取り対

策に加え、カンバン方式を支える前提の一つに、平準化生産が適用されてきま

した。これは変化する製品事情、また、同じラインで異なる部品仕様を持った

車種だけでなく、異なる車種を流すことには大変な努力が必要だったためでし

た。このために、トヨタでは自工という製造部門と自販という販売部門に分け、

工場の生産変動を 1 月の中では 10％以内に抑える。一旦、自販が買い取った車

は責任を持って得るという方式と共に、工場では図 2-31 に示したような平準化

生産を行っていった、という経緯をたどりました。図に示したように、自動車

メーカーでは、1 つのラインには多くの車種と部品点数を持った（毎回変化する）

車が流れます。しかし、製造ラインで掛かる工数の上下はライン・バランス上

で減らすことが必要です。このための対策のため、トヨタでは、毎回、シミュ

レーションを繰り返して、数台のグループ（ロット）内で見て、工数（掛かる
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手間と時間）のばらつきが生じないように平準化対策を図る努力を進めました。

以上、このようなスムーズ生産ラインの運営が、少ないカンバンと平準化した

生産によるムダ排除の根底になっているわけですが、先にも解説のように、こ

こまでの生産ラインを具体化させることは並大抵の努力で無い経過をたったこ

とは、多くの書や文献に見る通りです。また、詳細は除きますが、ここまでの

努力を整理すると図 2-32 となります。
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（２） 市場直結型モノづくりへの対応に必要な要件

① プロダクト・アウトからマーケット・インへの移行の重要性

読者の皆様は既にご存知の通り、日本の物づくりは良品生産が当たり前とい

う状況です。しかし、どのように高度な技術を駆使して良品生産をしても、お

客様のニーズに外れた製品は売れません。このため、VOC：Voce of Customers
が重視されるわけですが、「売れる対象製品が無くては、物づくりを行う生産ラ

インも、その上にある生産管理自体が不要になる！」ということになるため、

以下、生産管理の仕事に関与する事項に限定して、『お客様に買っていただける

物づくり』に関する要件を整理してゆくことにします。

(1) 市場直結型・物づくりの対応に必要な条件

どの企業も新製品のアイデアは山のようにあります。無ければ準備が必要に

なるわけですが、その総て顧客に歓迎され、市場で優先的に売り上げを伸ばし、

シェアーを大きく獲得するという状況になるには、かなりの条件が必要です。

図 2-23 の左側はその一例を示した内容ですが、一般に、アイデアが 300 件ある

と、市場に登場させる対象品は 30 件、ヒットとなるのは 1 件とされてきました。

しかも、昨今、折角、苦労して世に出した新製品のライフは短命です。

だが、高い収益、かつ、ロングランで売れる製品(商品)には特長があります。

その要件を図 2-23 の右側に記載しましたが、これはジョハリ博士が開発した『ジ
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ョハリの窓の理論』を改良した顧客ニーズ分析です。ジョハリの基本理論は、

相手側が望むこと：望まないことを横軸にして、縦軸には提供側が、提供した

いこと：提供を控えることを軸にした 4 象限の図を使いコミュニケーションの

在り方を問う解析であり、相手が望むこと：提供したいこと、また、相手が望

まないこと：提供側が情報提供しない組み合わせは満足、それ以外の組わせと

なる対象は不満、または、無意味となる状況を示唆する理論です。そこで、こ

の基本理論を基に VOC を考えると、ジョハリの窓で満足を与える内容は、単に

欲しい内容の提供であって、感激を与える製品提供までに至らない状況となり

ます。このため、図 2-23 では、図に改良を加え、VOC 対策に当たっては、「顧

客側の潜在ニーズを掘り起こす」という項目の追加を行い、感激を与えるもの

づくりを図る領域を明確化しました。

「真の潜在ニーズをつかむ！」という対策は、企業にとって重要な対策分野

です。そこで、この種の対策の一例として、「クレームを味方にすべき！」とい

う例を紹介することにします。クレームには、「不良問題を起こしてお客様のお

怒りを買う」というコンプレイン（顧客のお怒りを受ける）対象と、「この企業

がここまでの製品をつくるのであれば、ここをこうした商品にして欲しい」と

いうリクエストがあります。確かに、「コンプレインがあった時、即座に謝罪し

て真摯に誠意を尽くした行動が賛同を得て、顧客の信頼につながった」という

例もありますが、これより、リクエスト方式で製品の価値改善を改善してお客

様のニーズに適合した製品開発～提供を図ることの方が企業とお客様の両者に

有効であることは、誰でも判る通りです。では、体験例を示すことにします。

筆者は、液晶ビデオが産業界に登場した 1990 年代の初期の頃、即座に購入し

ました。現場改善に極めて有効だったためです。具体的な適用は、JMA におけ

る『スピード改善』研修でした。当初、液晶ビデオ開発を最初に行った S 社の

皆様から液晶テレビを数台借りて数回研修しましたが、現場にテレビとビデオ

を持ち込んだ改善は、正に、過去、テレビ撮影した内容を部屋に持ち帰って行

う方式より 5 倍～10 倍の改善スピードだったため、各社に波及が急速に進みま

した。かつて、IE 研修というと、ストップウオッチと紙と鉛筆解析だったわけ

でした。だが、現場で討論、現場で確認、しかも、液晶ビデオによるカウンタ

ーで時間測定や改善効果が即座に見積もれる手法と、ビデオ・プリンターの登

場で、ビデオ画面が写真化できる対策は、生産管理上、ネック工程の改善～標

準時間設定を革命的にスピードアップさせまでした。このような新たな作業分

析手段が登場したため、以降、液晶ビデオを使う側（顧客）が、利用面の開発

を S 社に示して行く状況が続きました。加えて、我々を含めた要求を入れた S
社のビデオは、優先的に市場を獲得して行きました。興味深い例として、スポ

ーツや芸能、・・・盆栽の市場まで、製品の利用法の拡大が従来製品の市場を置
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き換える環境まで生み出した事象です。

これに似た例は PC でも起きました。PC は過去、大型コンピュータの名と共

に IBM 社が独占していたわけでしたが、PC とインターネットの登場で利用顧

客層が広がり、現在のような IT 環境になりました。しかし、IBM は従来型のコ

ンピュータに固執した結果、あれほど先端的だった企業が、大きくシェアーを

奪われました。ちなみに、IBM の場合、表 2-7 に示したように技術的には世界

を凌駕する最先端技術開発を進めてきました。しかし、「WP というパーソナル

タイプの PC を一般大衆が使うことや、インターネットの登場は夢の世界である」

としてきたことが他社に PC 市場を大きく奪われた要因となりました。

この種の例は、他にも多くあります。例えば、昨今、「日本の携帯電話開発が

ガラパゴス的という言で、技術的に優秀だが、日本国内に限定した高度な技術

力競争で、市場対応が遅れた」という例があります。この例を含め、物づくり

を行う企業側では、『メーカー発想に固執する』ということは、市場の変化を見

ることが必要です。

卑近な例ですが、国を挙げておこなう技術開発にもこの種の例がありました。

図 2-24 はその一例です。この種の例は図 2-23 の「製品販売にまでに至らなか

ったアイデア」という例です。産業界には、「売上高は顧客が製品販売に投票し

ている状況と同じ！」という言がありますが、正に、「売れない製品の状況は生

産管理部門がそのデータを持っているので、製品開発側に警告を発するべき対

象！」という注意です。以上、VOC の大切さを事例と共に示したわけですが、
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製品販売状況があって生産管理の下位に当たる工程管理が活動あることを知る

ならば、「御社の製品、並びに、新製品の VOC の実情は。生産管理を担当する

皆様がチェックすべき重要要件のひとつである」という注意です。

(2) マーケット・インに関与する知識

つぎに、市場直結型物づくりに関する推移と、物づくりや生産管理の在り方

を鳥瞰図的に見ることにします。図 2-25 は VOC の重要性を認識した日本企業

の取り組みの形をモデル化して示したものです。
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1980 年のオイルショック前まで、大半は、メーカー発想で物づくりを行い、

作れば売れる時代でした。しかし、物余りの時代となり、JIT 対応で市場の変化

に対応した物づくりが企業の中心課題になり、JIT がその主役として大きい役目

を果たしました。現在は、『変化対応型物づくり』システム具体化の時代です。

しかし、製品ライフサイクルの短命化がここに加わると、JIT 基盤を利用して「ま

ず、市場の声を聴くため、製品を棚に置く、売れ筋をつかみ、なぜ売れたか？

仮説を立てて新製品を出す。・・・」という対策を採る必要が欠かせません。こ

の先兵を切って成功を収めたのがコンビニ業界です。特に、セブン・イレブン

はこの対応で伸びた企業と言われてきましたが、「夏におでん販売！の成功！」

や「売れ筋を見て、顧客ニーズを予測、棚からの販売を見て、1 年簡に 90％を

超える新製品の置き換えを行う」という戦略はこの成功例のひとつです。この

ため、この頃から、JIT・SCM を情報収集～新製品戦略決定に使うという形で、

生産管理システムの利用開拓が盛んになりました。

2008 年頃になると、さらに、少子高齢化や海外製品との競争は激化しました。

特に、①日本で製造する製品は顧客がお持ちになる問題解決を図る。②顧客囲

い込みで、真のニーズをつかんで新製品開発と顧客満足状況や次のニーズ把握

へ進むという展開が、IT の進化や通販などの普及と共に進展ました。また、③

『ソリューション型営業や販売』という言が、いまや産業界の常識的な言葉に

なっています。ここで、重要な点は、「なぞ解きは先例に学べ」教えの活用です。

要は、「常に、産業化の未来を牽引する先例は、探せば必ずある」という示唆で

す。事実、このような片鱗は日本においては花王が VAN というネットワーク、

米国ではデル社の PC 販売の進展や GE 社の６シグマにありました。では、その

種の活動から MOT（Management of Technology ）が提唱する 6 シグマの取り

組みを紹介することにします。ちなみに、MOT ですが、このような時代を見て、

「新製品開発を発明者や新製品開発者の内部指向的な考え方で進めると危険が

多い」という学問体系が生まれ、大学や専門機関で新製品開発～成功へ至る道

を学問体系化された例です。MOT も、経営学でドラッガーが提唱する一連の著

書に似た形です。したがって、この種の学問体系が、果たして、先の図 2-23 か

ら 25 の内容の先を行く内容になるか否か？については、筆者の実力では、意見

が出来せないため、MOT 論はこの程度の解説に納め、図 2-26 を用いて、ここ

まで記載してきた内容を、実践例を示すことで解説することにします。

では、まず、GE 社における６シグマの取り組み例示することにします。6 シ

グマは前会長だったウエルチ氏の決定で、モトローラー開発の顧客志向の全員

参画品質向上対策と、DMEIC という新製品開発システムを応用展開したことで

成果を挙げ有名になった方式です。なお、「日本では多くの企業が 6 シグマを導

入し、それなりの程度に留まったのは、ウエルチ氏式 6 シグマの運用と差があ
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ったため」とされています。このような内容の解析は、ここでは省略しますが、

以下、GE 社式 6 シグマ運用法を紹介することにします。

GE 式 6 シグマの要点を図 2-26 に示しました。100 万個に 3.4 個以下の不良

実現の意味を持つ 6 シグマをウエルチ氏が GE に導入した理由は、
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(1)製品不良の撲滅だけなく、(2)顧客志向の企業文化体制に変革することと、

(3)大企業を産業界の環境変化に対応可能な、小回りの利く構成に変革させるた

めでした。要は先の図 2-24 や 25 に記載した内容を先行した取り組みだったわ

けですが、ウエルチ氏はこのための試算を確実に行うと同時に、6 シグマ導入効

果を基に、目標設定を行った戦略的な展開を精力的に進めました（『我が経営』

という直筆の書に記載）。ウエルチ氏によると、「1995 年までは、製品と経営組

織のリストラだった。また、今後、世界 1 位の製品以外は GE 社でつくらない！

2 番手は顧客の歓迎を受けていない製品なので我が社からは切る。また、顧客直

結で仕事をしていない間接部門や現場直結の仕事をしていない管理部門はムダ

として廃止する！」というリストラでした。この、本社で中間書類やムダな会

議に時間を費やす方の仕事は排除し、顧客直結の仕事か、製造現場に配転した

後、有名な GE の 6 シグマの展開に入りました。６シグマの展開に際し、GE で

は、図 2-26 の右の枠内に記載したように、図中の①にある、製品開発段階から

科学的に不良ゼロ対策をはかるため、図 2-27 に示した考古学の分析を用いまし

た。考古学は遠い人類の歴史や文化を探る学問ですが、「陶器の破片や食品の痕

跡などの情報をジグソパズルのように集めた後、その中に入って古代人と同じ

生活をして当時の状況を探る方式です。「この方式が GE では顧客志向に一番向

いている。また、その種の情報が整わない状況で新製品の判定はしない」とい

う DR 対策でした。なお、この方式は、今まで多く企業で行ってきた「仮説を

立て、それを証明する形でマーケティングや物づくりを進める」という、従来

型の新製品開発と大きく異なる方式です。
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次の②の製造管理基準の順守は、「不良を出した製造部門の管理者は理由を聞か

ず、自動的にボーナス 40％カットする」という内容です。この骨子は、「標準化

の順守と標準通り物づくりを進めれば不良はゼロになる」という制度の運用で

す。ウエルチ氏は「標準化の順守の管理が管理者の仕事であって、ボーナスカ

ットが目的では無い」して、管理者がやるべき仕事を明確化しました。③の「徹

底的な顧客重視の製品づくりに集中する」という言は、「6 シグマ運用期間中は

退職率 5％維持する」という規定が適用されました。では、「なぜ、自然退職 1.5％
に 3.5％をプラスするか？」という疑問になりますが、この問いに対し「標準化

の徹底が顧客重視の要点である。これは現場とのタウンミーティングの繰り返

しで現場から強い意見として出されたものだが、会社と従業員が定めた不良ゼ

ロという物づくりを乱すものを許すわけには行かない。もし、許せば悪貨がた

ちまち良貨を駆逐する。第一、お客様のために良品をつくる基準を乱しては標

準化の意味は無い。このため、標準化順守が出来ないものは、テロと同じ見方

で GE 社から出て行っていただく。また、この種の行為をする者は警察官のよ

うな専任者を設け、巡回する。・・・、GE は給与が他社より 1.2 倍程度高い。

また、GE に入社を希望する者が殺到しているので、そのような方と入れ替えれ

ば良い。・・」という対処でした。

このような運用で 6 シグマは運用されたわけでしたが、技術的には、顧客志

向について、図 2-28 のような分析、また、新製品開発に当たっては図 2-29 に

示した DMAIC という手順が追加されました。以上が GE における VOC の実践

的な展開法です。
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(3) 顧客ニーズの的確な把握の手順化と対策

では、つぎに、「生産管理を担当される読者の皆様が、顧客ニーズをどのよう

に把握対策して、関係者に働きかけてゆくべきか？」というテーマを設け、生

産管理の業務を進める皆様が関与するマーケティングの実務的な展開法につい

て解説することにします。

読者の皆様には、釈迦に説法的な内容で恐縮ですが、まず、図 2-30 を用いて、

マーケティング手法で重視されてきた、工場でつくる製品が売れる基本条件か

ら紹介して行くことにします。企業でつくる製品が売れる要件には多くの条件

が関与します。だが、「特別な例を除き、顧客がいて、購買ニーズがあり、ライ

バルを凌ぐ物づくりが無い限り、製造・販売という活動は始まりません。そこ

で、この種の条件は何によって支えられているか？」を、この図に例示しまし

た。企業が持つ技術を、思いや方針という形で製品実現する内容が上に記載し

た『技術のほとばしり』という内容です。これを支える形で、『時流と制約』が

市場に存在します。よく、「規制緩和を進めると市場が変わる」ということで、

特区を設けた試みが行われますが、この種の内容もその一例です。加えて、右

下の『顧客ニーズ』があるわけですが、昨今、盛んなソリューション営業やコ

ンサルティング営業などの言葉が示すように、(ｲ)困った問題の解決に有効な製

品を提供する方策がまず顧客ニーズへの対策となります。さらに、(ﾆ)時流とい

う内容があります。例えば、IT 関係を例に取ると、小型大容量＋多機能＋操作

の容易性＋アクセスの速さなどがこのキーワードですが、この種の機種をタイ
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ムリーに出した企業は、伸びる可能性が高い製品特性を持っています。もうひ

とつ、解析に困る例ですが、(ﾊ)ハヤリという例があります。この例には、フラ

フープ・ブームという例や、ルーズソックスや黒い口紅、・・・AKB48 まで、

理由はともかく、誰かがブームを作って一時的に製品を販売する例があり、こ

の例は芸能界などに多く見る“流行”です。特徴的な点は、関係者が市場にあ

る意図を持って仕掛けるということや、一時的に市場が形成されても、短期間

ですたれ、やがて、忘れ去られるという傾向が強い点です。このため、一般の

製造業では、この対策を本業に位置づけない例が多い状況です。

以上がマーケティングの基本内容です。また、この種の解析をする手法は数

百あります。このため、本書はマーケティングの解説書では無いこと、また、

生産管理関係者の方が知っておくべき内容だけを抽出して解説するため、その

種の内容を表 2-8 に一覧化した後、主要店だけを解説することにします（さら

に、詳しい内容を知りたい皆様は URL：qcd.jp の無料著書の紹介の中から「新

製品開発成功率スピード向上対策」などをご参考下さい）。

表 2-8 の縦軸はマーケティング手法を使う分野や目的などです。これに対し

て、横軸は基礎/応用/情報交流という市場やライバルの動向をつかむ目的を示し、

これは『マーケティングという問題解決手法の分類』という視点となります。

このような象限で構成された各枠の中にマーケティング手法が位置づけされま

す。では、その中から、縦軸は「統計解析と図化評価」横軸は「成長分野解析」

として有名な手法であるライフサイクル分析の例を例示することにします。

図 2-31 の例はカラオケ市場に対する解析です。読者の皆様は既にご存知のよ
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うに、今や、カラオケは日本のどこにでもある激しい価格競争の対象です。

ここに新たな店を出す場合、既に、供給が需要を上回るという市場環境であ

り、よほど付加価値があるか？他のカラオケ店に比べ集客手段が勝らない限り

過当競争の中で苦労します。また、仮に、特長がある製品や機能を持った新製
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品を投入したとしても、すぐにライバルが台頭して、それに上回る製品をつく

り、価格低下という負のスパイラルに入りかねない市場です。他に似た市場と

して、携帯電話、PC、デジカメがあります。この分野も、後発で市場参入する

ことはかなり苦しい対象です。しかし、逆手があります。既に撤退が始まって

いる市場で頑張って生き残れば、また、他社が参入できない特長ある専門業と

して活動を続けると、市場は低下してもシェアーを大きく取り、やがては専門

点という形で、もはや他社が参入してこない例があります。代表例として DVD
や音楽ソフトを貸し出す TUTAYA などは、ある意味でこの戦略を展開した例の

一つです。また、アマゾンなどは、IT を利用して『恐竜のしっぽ作戦』という

名称で裾野を引くような販売量の少ない書籍を販売するネットで伸びてきた例

です。なお、人の成功を見た真似、すなわち、二番手戦略ですが、これは、『同

じ柳の下にドジョウは 2 匹いない！』例えが示すように、大変難しい状況です。

以上、VOC＋マーケティング展開の注意点を紹介しました。そこで、「では、

わが社が製造～販売する製品は？」また「新たな計画があるが、新製品の販売

とライフサイクルは？」という問いに対し、チェック・ポイントを下に例示す

るので、ご参考ください。

【マーケット戦略展開の例】

(A) 調べるマーケティング展開

(1) 伸びる分野と引く分野の調査と区分（市場のトレンド分析）

(2) 仮説を設定する。

(3) 市場調査を行い、裏付けをする

(B) 作るマーケティング展開

(1) マーケット･インの製品計画（顧客の相談・要求・困った問題の解決     

に努力し、開発する。

(2) ブランド戦略、テストマーケット、仲間づくり、口コミ、物コミなど

(3) 製品ライフサイクルを見た開発、製品の組み合わせ、付加価値の     

改善、価格戦略など

(C) 流すマーケティング展開

(1) JIT・SCM による流通戦略

(2) IT 活用による新規要求、個別物流による対応

(3) ターボ・マーケティング：メーカー・顧客直結ニーズ把握～販売～流通                  

異業種とのチャンネルを共創(共に市場創造する対策）とネットワーク化

では、さらに、多くあるマーケティング手法の中から、生産管理関係者が目

にする手法を表 2-9 にまとめ、利用法を例示することにします。



133

まず、製品ライフサイクルの分析方法を紹介することにします。図 2-33 は家

電品の例です。また、IT や携帯電話はこれ以上のスピードで技術の変化と共に、

顧客の対応が変化している状況が読者の皆様にはご理解願えるのではないか？

と思います。そこで、「製品ライフサイクルは製品が生まれ持つ宿命！ととらえ

た場合、先手として何を考えるべきか？」という解析方法の一例を例示するこ

とにします。図 2-34 は、その種の例です。これは、冷蔵庫の変化（進化）に関

する内容ですが、時代の変化と共に、利用者のニーズが大きく変化しているこ

とが判ります。現在、地球環境問題や電気代の値上げなどが理由で家庭の費用

節減型が求められ、多くの工夫がなされつつあります。だが、やがて、省エネ・

省電力対策が限界となり、スマートハウスやグリッド化が進んでくると、IT 管

理と共に、自給自足で電力を使い、食品を古くさせない料理ガイドなどが提示

される家庭内電気ユニットの一部になって行く方式が進みつつあります。

もうひとつ、GE で製品選別に使われ盛んに活用されたことで有名になった

PPA という手法の応用を例示することにします。PPM：Product Portfolio 
Management は、市場成長率とシェアーの状況（大小）をそれぞれ軸にしたマ

トリックスを描き、４つの象限(枠)を区分として、①金のなる木→②花形製品→

③負け犬→④問題児という表現と共に、製品ライフサイクルと収益の状況を判

別しようという手法です。図 2-34 はその応用型です。また、この例は、「中小

企業がどの分野を狙うべきか？」といった検討に利用が多い活用方式です。
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特に、「大手企業の傘下に入って安泰を望むか、特異な分野で世界一になるべ

きか？」などの製品戦略決定に使うことが多い解析です。このように PPM には

多くの応用例があります。
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（４）マーケティング手法の実務的活用

IT と個別物流の進化に伴い、通信販売が広がる現在、マーケティング手法の

活用は多方面に渡ります。AV（オーディオやテレビやビデオなど）、家電品や

PC などの商品でも、かつて、製品ライフサイクルが１年以上といった時代には、

アンケートを含め、多くの調査資料を集め、マーケティング手法で解析の後、

新製品開発や販売戦略を練ることが一般的でした。しかし、現在、IT を利用す

れば瞬時にアンケートが図表化される時代です。IT 面の条件さえ整備すれば、

回帰分析やトレンド分析なども瞬時で最新の分析内容が簡単に手元に入ります。

このため、例えば、図 2-36 に示した『プロダクト・ローンチ』という手法をマ

ーケティング手法と組み合わせて行う方式で巨額なビジネスを展開する例まで

が登場する時代になりました。この例は個人情報が保護される中で、現有する

メールで案内を出す。なお、この案内はマーケットが要求する問題に対する提

示のようなものですが、不特定多数の皆様に、「○○に、お悩みは無いですか？

皆様とも□□の問題を抱えていますが、あなたはどうして対処していますか？」

と言った問いかけを行います。さらに、「問題解決をお手伝い、相談します」と

いう形で、URL に解決策を求めると、問題を持つお客様がアクセスしてきます。

そこで、顧客ニーズを見て、「例えば、この問題は○○・・」というソリューシ

ョン内容を各種の選択肢を交えて出します。すると、「このような問題を扱って

くれる企業や商品があるそうだ。・・」という口コミで、今度は顧客同士が交流

して、新たな顧客が URL にアクセスする状況に移ります。
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この段階で、プロダクト・ローンチ管理者は 1 件 500 円程度で解決策を PR
する企業に売ります。このようにして IT 環境でニーズが高い顧客グループを販

売側がつかむと、次に、この顧客個々に、商品と共に解決策をメールで紹介、

URL で動画などと共に、詳しく例示します。その内容は、問題解決へのガイド

から、最も解決に向く商品を売るまでを行うわけですが、ここに通販独特の心

理作戦が展開されます。具体的な方策は、期間限定安値販売や、個数限定～売

り切れ状況をメールで報せながら１つの商品の販売を終える仕組みの運用です。

具体的な商品販売の例として、化粧品、薬品～墓石や PC ソフトまで、多岐に渡

る商品販売を行うわけですが、セグメント化という分野を限った商品の販売で

は、多くの企業が顧客満足＋コンサル的営業＋高収益を得ています。

当然、プロダクト・ローンチを管理する企業は膨大な顧客情報をメール配信

するという個人につながるデーターベースと情報ネットで儲けるわけですが、

一般社団法人・日本マーケティング協会の岩倉氏（35 歳）は、10 名で年間 10
億円もの利益を得て販売会社支援をしています。IT を活用したこの種のビジネ

スは、他にも、アマゾンがロングテールの名で知られるように、すそ野を引く

ような低販売書籍の販売サービスを伸ばす例や、希少な魚などを港から市場に

直販して儲けるサービス、メダカを休耕田に飼って全国ネットで販売する例。

さらには、駅前のシャッター街に店で時計の修理を全国ネットでサービスする、

といった、多くの例が報道されてきました。

以上、IT マーケティングの実践成功例を紹介しました。この種の特殊な例を
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除き、「では、一般企業でマーケティング手法を効果的に使って成功率を高める

には？」という質問に対し、筆者体験事例を紹介させていただくことにします。

図 2-37 は、筆者が多くの企業で検討してきた成功率を高める販売にマーケテ

ィング手法を利用してきた手順です。ここでは、どのマーケティング解析手法

を使っても良いわけですが、「売上増はお客様の投票結果と同じ！」という視点

で見ると、まず、「新製品やサービスなどを、図の上部に示した内容と共にダン

トツ化する」という戦略の設定が必要です。昨今、マーケティングでは「『差別

化』は良くない。『異別化』で考えるべき！」と言っていますが、要は、「顧客

要求に特長ある対応で買って役立ち、満足を得る新製品が必要」という事項の

具体化が必要です。また、「生産管理部門の方々の仕事は、売れる製品があって

工場生産となる。工場生産のために生産管理が必要になる」という自然則があ

ることを考えると、この面で商・製品の特長や強さなどに関する最低限の必要

条件は、その種の情報を分析～整理した後、直接、または、間接的に、強化を

促す対策が必要です。

一般に、生産管理部門では、この種の内容は日々、売上高の推移という形で、

その状況を集計して関係者に示すことができる環境です。したがって、そこに

マーケティング面のデータを付加して関係者の行動を支援、または、警告など

を発して行く活動を加える対策は経営上極めて重要な、関係者への支援策です。

では、以下、図 2-37 に記載された①～⑦に関し、具体的なマーケティング解析

の例を紹介することにします。
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まず、①ですが、顧客の声を聴く活動、すなわち、アンケートです。現在、

大衆消費財の場合は、製品ライフサイクル短命化に加え、「デフレと共に、買う

物を探すのに苦労する」という物余り状況です。そうなると、先の繰り返しで

恐縮ですが、「良い物さえ作れば売れる！」という期待は少ない状況です。

従って、この種の製品は、時に、顧客ニーズに合ったものだけを、必要時に

提供することが必要になります。だが、「真の顧客の声を聴く」という内容は大

変に難しい状況です。そこで、マーケティングの一般的な原則のひとつ、「アン

ケートを集めてニーズに適合した実際の商・製品を顧客にお届けして販売可能

になる割合は 2：8 である」という原則が利用される例があります。また、この

原則には、「この 2 割が売上高の 8 割を占める」という原則が含まれます。さら

に、この原則適用に当たって注意すべきことは、「アンケートに答える方の大半

は、既に必要な製品を持っていて満足している」とか、「アンケートにはお付き

合いで感想を述べる程度」という配慮です。このため、図 2-38 の表の下にある、

また、先に紹介したソリューション型のアンケートアプローチまでを検討した

上で、新製品開発を進める必要が生じます。されに、その助けになるキーワー

ドは、図 2-39 の左側に示した「感動を与える製品の提供」の領域の検討です。

では、この種の取り組みで成功した例を紹介することにします。

図 2-40 はその一例ですが、左側の四国・今治のタオルはその代表例のひとつ

です。
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かつて、タオルは問屋販売でした。「品質が良いのは当たり前」ということで、

どのような高品質をつくり、顧客へ提供しても「ありがとう」程度であり、品

質の良さを価格に還元する例は無い市場環境商品でした。仮に、ダントツ品質

であっても、他のタオルに混ざって売られるため、お客様にとっては「たまた
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ま、運よく、良い品に当たった」という程度であり、品質の良さが企業にフィ

ードバックする例やチャンスも少ない状況でした。そこで、今治では、品質の

ダントツ性を顧客に知っていただくため、東急ハンズ販売から、ホテル仕様の

戦略を立て、中国から安値で入ってくるタオルとの違いを示しながら販売しま

した。具体的な評価法は、例えば 1 ㎝角にカットしたタオルを水で満たしたビ

ーカーに入れて沈降テストを示すという方式でした。だが、この評価が高く評

価されたのは、タオルに企業名と電話番号を入れた時点からでした。製品の良

さを自宅で知った顧客からメーカーに直接電話注文が入ってきたことがキッカ

ケです。これで、今治では販売を伸ばしたわけでしたが、加えて、この評価を、

米国ハリウッド・スター達が感知したことから大ブレークに変化しました。今

治では、吸水性という格段の品質格差に加え、色を付けた縦糸と横糸を自由に

編み込み、どのようなデザインでも対応可能だったことが、口コミで販売拡大

を進める環境を作っています（この例は、マーケッティング面で見ると、ニッ

チ＋口コミ＋攻めるマーケットに昨今の IT利用による通販の普及が関与した展

開的な例です）。

図 2-40 の右側の平田ブタの販売もダントツ品質を顧客に直接提供して、お客

様に品質の良さを知っていただきたい努力が、市場に高い評価を得た例です。

驚く点は、豚肉が牛肉より値段が高い点です。それだけの価値があるから売れ

るわけですが、製品販売は総て、顧客へ直販です（同種の取り組みは高給靴下

販売で快進撃を進めるタビオや、右図の下に記載した大潟村の涌井氏が進める

秋田こまちの販売にも見ることが出来ます）。平田ブタの例では、ブタの種類は

金華ブタというパンダに似たような種類に加え、減反政策を利用して、山形の

米を食べさせることで品質をあげる。さらに、一般の肉販売では余る肉はソー

セージなどにして全く残材を残さない製品開発とバラエティ化が高収益を支え

る源にしたわけですが、この例の場合、常に、顧客の声を聴き、味をあげる努

力を重ねてきたことが、ブランド化維持の要件になっています。このように、

マーケティング戦略とは、顧客に品質の良さをいかに知っていただき、VOC を

生かし切るかが決め手になっているわけですが、この例は、その代表例です。

では、「顧客満足とは何か？」また、「どのような局面でとらえるべきか？」

という点について解説を進めることにします。図 2-41 は新製品開発時にチェッ

クすべき顧客満足を得るための視点をまとめた例です。数度の繰り返しで恐縮

ですが、かつて、多くの企業では「良い物を作って売る」ということで製品の

性能の高さを PR する販売が主体でした。しかし、VOC という切り口が生まれ、

顧客満足の研究や、商・製品の使用環境などが変化してくると、製品評価は変

化しました。
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図 2-41 にその内容を記載しましたが、顧客の購入時の判定基準は期待度が大

きい状況で購入がなされます。だが、購入後の満足が製品と企業への信頼とな

り、他の製品の購入や買い替えに大きな作用を及ぼします。その要件は、「使っ

て満足、長持ちして使った後、いよいよ買い替えや廃棄の際、地球環境にやさ

しい製品か否か？」です。かつて、期待度を裏切った製品がクレーム対象だっ

たわけですが、現在は購入～使用～廃却までの総ての製品ライフサイクル関与

要件がクレームの対象になる例を見ると、正に、顧客満足度は再度、同じメー

カーの製品購入（買い替え時）の大きな要件になってきたことが判ります。

では、ここまでの内容を証明する例として、筆者が直接関与したマーケティ

ング対策の例を紹介することにします。例は金型と航空機にケータリングを搭

載する設備に関するものでした。ここでは、マーケティング対策は SWOT 分析

という極めて基本的な手法を活用しました。SWOT 分析は、単純な手法ですが

有効でした。特に、この金型販売対策の例では、企業の赤字脱出策に大きく貢

献しました。ちなみに、その成果は、9 ヶ月で 1.6 倍の収益、しかも、営業関係

者が「値段が高い金型は販売競争で負ける！」と言ってきた製品が売れる構成

に変化しました。次の航空機のケータリング設備の例も 8 ヶ月ほどで売上高と

利益共に 1.6 倍も伸びた結果、この分野では国際的にシェアー1 位の比率を大き

く拡大しました。では、図 2-42 を示し、SWOT 解析の適用を解説することにし

ます。この整理法では、先に調査したデータを基に、横軸に自社とコンタクト

が密な顧客からライバルのコンタクトが強く、参入が困難な顧客を並べます。
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これに対し、縦軸には顧客満足を得て購入が高まる項目（顧客満足・販売増

強に寄与するキー）を縦軸に並べます。この縦軸と横軸で構成されたマトリッ

クスに、自社の立場で顧客評価を入れた後、破線で囲ったように、自社の取得

可能性域とライバルが参入しそうな領域を破線で囲い、「さて、どの項目を強化

して売上やシェアーの増強を進めるか？」を検討するという最もシンプルな

SWOT 分析です。要は、S：強みを伸ばし、W：弱みを減らし、O：チャンスを

利用して、T：脅威を減らす対策を進める解析です。

以下、筆者が支援した先の金型メーカーの販売強化対策では、最初、強みと

弱みを具体的な顧客名と共に例示する対策を営業関係者に願いました。対策開

始時、「受注が取れないという失敗談は、個人の営業力評価につながる！」とい

う概念がぬぐえないためか？なかなか話してくれない状況でした。さらに、営

業関係者の皆様は「値段さえ下げれば注文は取れた！」という主張を繰り返す

ので、筆者は、「値段さえ下げれば注文が取れる構成なら、営業担当者は不要で

す。工場直販に切り替えましょうか？それより、逆に、値段が高かったが販売

につなげた自慢話をお願いします！」と話しました。すると、「言われればそう

だ。そう、○○社の場合は、・・・・」と活発な討論となり、営業ノウハウまで

が提示される環境で SWOT 分析が進みました。考えれば当たり前ですが、成功

談の裏側が失敗のキーになるわけなので、これで SWOT 分析は良好という判断

で進めました。その結果、SWOT 分析で判ったことは、「金型販売成功に至る最

も大きいキーは人脈、すなわち、日頃の交流で金型に関する問題や、販売後の
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アフターケアーに熱心であるという営業マンとの人脈である」という内容にな

りました。そこで、マトリッス内に、その評価と共に、人脈と接し方などを入

れ評価して、誰が、どの顧客にどのようにアプローチするかを決め、営業本部

長の直轄で顧客毎に作戦を立てる。活動は SWOT 分析に記載した内容をベース

に本社の営業本部でフォローする。同時に、情報を他の営業マンにも公開して

共有するなどの対策で進めた結果、先に紹介したように、「9 ヶ月で 1.6 倍の収

益、しかも、営業関係者が「値段が高い金型は販売競争で負ける！」と言って

きた製品が売れる構成に変化しました。この時、筆者は、この図が営業ノウハ

ウを目で見て判る方式で交流に役だったという感想と共に、SWOT という解析

手法の表現は単純であっても、事実に基づく調査内容を整理すると、関係者の

合意と共に、有効な施策が進む実情を学びました。

もう一件のケータリング設備販売を進める英国の企業でも、同じ分析を使い

ました。営業の自慢話の活用は先の体験そのままです。結果は「突発故障対応

は顧客の印象は悪く、修理時間も少ない。このため、完全な修理が出来ないの

で再発する。設備は壊れる前に必ず悲鳴をあげる。それを予知して、お客様が

手薄な時に部品交換サービスや部品交換、また、日頃のご不満をお聞きする対

策は出来ないか？」という要求となりました。技術陣から「GPS とモニターリ

ング設備を追加すれば、無線で設備老朽化程度が当社で総て判る！」という話

になり、突発要員を準備した対策と、納入した設備にこの種のサービス・パー

ツをつける費用計算を行いました。すると、「この策はペイする。否、故障ゼロ

という信頼性の高い設備は航空界の要求でもある」という内容となり、その対

策を実施した結果、営業関係者はメンテ計画と出張計画を作って顧客巡回とサ

ービスが進みました。また、この対策の後、お客様にとっては安心と同時に、

バックアップ設備の購入が不要になったため、この故障ゼロ診断対策は大きな

顧客満足となり、お客様に大歓迎となりました。その結果、営業成績は、8 ヶ月

ほどで売上高と利益共に 1.6 倍も伸びるという結果に加え、突発故障時のサービ

ス関係者は 1／2 化、新たなビジネスへ人が移行することで、新たな企業発展へ

の発展が進みました。かつて、この種のアイデアが、この企業で無かったわけ

ではありません。しかし、「全員がベクトルを合わせてこの対策に集中した題材

にSWOT分析が役立ったということは、この種の成果に大きい作用を及ぼした」

というお話しでした。

筆者の SWOT 分析適用談を紹介しましたが、今は IT 化が進み、この種の泥

臭い手法の適用は IT 上で素早く解析が可能になりました。そこで、以下、IT
時代のマーケッティング手法の活用法を例示させいただくことにします。この

種の手法の存在を紹介する意味は、ある意味、生産管理を進める関係者が新製

品や現状製品の動向がどのようになっているか？を知り、生産管理面で先手管
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理を行う題材の一部にする必要があります。要は売れる理由と、売れる状況の

把握、また、対策が生産管理という業務に深い関連を持つため、「関係者一任」

ということで、受け身になり勝な対応を避けるためです。

まず、図 2-43 ですが、これは市場でアンケートを聴取してまとめる対策に IT
を活用した事例です。従来方式の場合、アンケート用紙に記入したデータを PC
に入れ大型コンピュータで解析する方式が採られてきました。だが、この方式

の場合、1 万件ほどの解析に対し、数億円の投資と、毎回 2,000 万円は下らず、

しかも、解析結果の入手まで 2 ヵ月程度を要する状況でした。しかし、図の右

側に示した、販売員が店頭でお客様に聞き込みをしながら、携帯電話の情報を

時々刻々タイムリーに集計する方式が開発されました。PC へのソフトの投入費

用は百万円程度でインターネットを介して可能なシステムです。ここでは、即

時解析されたデータを基に営業販売戦略が練られ、即座に販売店に指示、PC の

販売では PC と共にデジカメを購入されるお客様のため、PC にデジカメを隣接

販売した結果が即座に売上対策に反映する模様が紹介されていた例などが紹介

されてきました。

次の図 2-44 はコール・センターの例です。IT は時間と空間を超えるというこ

とから、かつて産業が少ない沖縄にコール・センターを持つ企業や、中国に置

く企業まで登場する時代になりました。コール・センターはクレームや相談な

どを受け付けるところですが、「クレームを新製品に活かす！」という活動を進

める企業が多い例です。事例としては、ダイキン工業が事例紹介した例があり
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ます。ここでは、コール・センターの情報に加えて、社長命令で、新製品開発

関係者が顧客を訪問した結果、「ランニング・コスト低減要求」を重視した開発

で、目標 40％の省電力モーターの開発に着手していましたが、1 年で 60％を上

回る省エネ・エアコンを誕生させました。すると、不況の中で信じられないほ

どの快進撃という形で販売実績を伸ばしました。この例は「実務的な VOC が技

術開発にかに必要か？」を示した例です。

このような例と IT 利用技術の更なる進化が関係して、現在は、図 2-45 に示

したような Web を用いたコンサルテーション営業形態の IT 利用技術が進展中

です。

筆者のような個人でも、産業界支援に IT を運用する技術環境が整っている時

代です。かつて、筆者は、産業界の問題解決のため、出版社の支援もあり、都

合 70 冊も書を発行するという幸運に恵まれました。その背景には、その時代毎

に要請が大きい課題かったため、各社に呼びかけ研究会に集まった皆様の支援

を得てきた対策が大きく関与します。また、産業界に研究内容をお役立ていた

だくため、書籍や雑誌、事例集の販売を行ない、最新の問題解決技術の普及に

努力してきたことも関与しました。しかし、個人企業である(有)QCD 革新研究

所が雑誌販売まではとても手がでません。だが、筆者は、IT と Web はこの壁を

大きく破ってくれることに、つい最近、気づきました。釣り仲間の友人がホー

ムページを改訂してくれたため、アクセスが多くなったことも関与しますが、
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当初、「メール・マガジンは単なるニュース提供、エッセイのような内容をチャ

ットやツイッター的に関係者に送る程度のもの」と解釈してきました。また、「メ

ール・マガジンでは、どのように良い情報でも読む側がファイルしない限りシ

リーズ化したり、バック No.の入手が困難です。しかも、図表の掲載は難がある」

と捉えていました。だが、メール・マガジンをインデックスにして、URL：qcd.jp
上で、図表の掲載やバック No.情報が取れる仕組みがつくれます（2013 年 11
月よりサービスを開始）。これは、シリーズで個人雑誌をサービス可能な方式で

す。今後、今まで蓄積してきた情報を社会と国際貢献のため、紹介して行く積

りですが、この種の方式は、プログ的な内容に似ていますが、各社の製品 PR や

購入品のメンテナンスなど、多くの面で利用可能な方式ではないか？と思い、

ここに紹介しました。なお、この取り組みは、生産管理という業務と直接の関

係は薄い内容ですが、協力会社を段階的に指導～育成する方式に応用できない

か？と考え、ここに記載した次第です（また、もし、機会があれば、この種の

活動内容も URL：qcd.jp に紹介したい、と思っているところです）。
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（２） 生産管理指標と経営改善

ここまで解説してきたように、生産管理という仕事はキャッシュフロー・マ

ネジメントそのものを対象にした仕事です。この種の要点については、既に図

1-5、2-9などを用いて、物づくりのプロセスとお金の流れを紹介してきました。

そこで、以下、その状態（程度）を生産管理部門が、どのように評価して日々、

または、将来の生産管理の向上に役立てるか？という視点を設け、関連事項を

整理して行くことにします。

① 経営指標と現場活動指標

企業活動の大きな指標には、収益確保を含め、数種の重要な指標があります。

図 2-46の上部はその種の指標を示したものですが、これは、企業全体の活動内

容を評価する指標であり、これを『マクロ指標』と言います。工場には製造部

やラインがあります。そこで、企業全体を構成する「製造部やラインの状況が

どのようになっているか？」を下位展開して見る必要が生じます。その目的は

下に記載した三比主義を用いる例が多いわけですが、問題点の発掘や、伸ばす

分野に人・技術・資金や時間などを集中して強化するためです。

【三比主義】

(1)予算対比：各部門や製造ラインで定めた目標達成度を見る。

(2)前期対比：前期と今期の活動を比較して伸びや低下などを評価して対策を

図る。

(3)他社や他所対比：類似産業や似たライン、部門などと活動指標を比較して
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問題点や改善点を探り、定めた目標達成へ向ける活動を進める。

これ以外に、自動車のエンジンであれば燃費や使用エネルギーを科学的に把

握して、理想状態－現状＝改善ギャップととらえて改善を進める『理想対比』

という指標があります。この指標の応用は製造現場のあるべき姿をとらえ、改

善を図る方式ですが、『絶対対比』と呼ばれ、図 2-47 にイメージとして示した

ように、『ターゲット・コスト対策』という形で多くの企業が活用してきた指標

です。

マクロ指標の下に位置する『セミ・マクロ指標』には、多くの指標があり、

この種の指標は、人・物・設備が時間や金（資金：材料費や電気代、副資材や

各種通信～記録用紙まで）、多くの活動要素を駆使する技術が直接関与して行う

物づくりに関与する指標の集合体という形で管理されます。具体的な指標は表

2-10 に示した通りです。なお、この指標は個々の製造工程や設備などを評価す

る手法であり、生産管理部門では、図 2-48に示したように、部門間をまたがる

問題の発掘や改善、生産計画策定の上で管理すべき独自の評価と組み合わせな

がら活用します。

以上、マクロ指標：セミ・マクロ指標：製造現場の活動指標を紹介しました

が、これらの指標はバラバラで存在するのではなく、先の図 2-46に示したよう

に、必ず、受けから下へ展開されると同時に、下から上に積みあげて、相互に

関連を持つ形で経営貢献度を評価する指標として活用します。「企業や工場が優

れる」「スムーズ（円滑）な生産遂行が重要だが実態は？」とか、「工場のネッ
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クは何か？」というムード的な質問が関係者からなされた場合、「具体的に、ど

の指標が問題であり、何をすべきか？」を示し、具体策と、指標向上の実務を

プロモートするためにも、生産管理関係者は ITを用いた生産管理システムを用

いて、この種の状態や目標達成度を提示したり、予測したり、改善点を提示し

てゆく環境整備と行動が求められます。
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さらに、人によっては「この種の仕事は経理の仕事である」と言う方もおら

れます。しかし、経理部門では 1 ヵ月とか数か月まとめて結果を報告する形態

が一般的です。そうなると、手を打つタイミングが遅くなり、時には死亡診断

的な資料提示になる恐れが生じます。しかも、経理がまとめるデーター・ベー

スは生産管理部門から提出されるデータであることや、日々の変化から先手を

打つ仕事が生産管理の実務であることを考えると、この種の指標には目標達成

の程度を定め、危険域になりかけたらアラームを発して関係者に早期な対策を

促すべきです（これを先手管理と言います）。また、この種の指標は日々の生産

計画時に目標値と共に設定すべき内容です。その理由は、日々の生産計画＝日々

予算、すなわち、生産計画とは、現状で最もムダが少ない人・物・設備・金・

情報と時間活用を編成して行く仕事であることを知るなら、「先手管理のために

この種の指標をどのように定めて活用すべきか？」が生産管理部門の重要な仕

事になるためです。

②企業におけるキャッシュフロー全体の流れと生産管理業務の関与

日本では、2000年 3月から、大手企業にキャッシュフロー報告書（以降 CF）
の提出が義務付けらました。この制度はバブル崩壊時に、銀行を始め多くの企

業で余りにも財務上の不正が多かったためでした。その種の不正を行った企業

（株式会社）が、財務報告義務となっている PL：損益計算書と BS：貸借対照

表だけでは見抜けないため、付加された制度です。CFを扱う内容の総てが生産

管理業務の担当範囲では無いわけですが、特に、仕掛や在庫などの棚卸資産の

扱いを知らないと、時には意図しない状況で、不正に協力したことになりかね

ない危険に陥る例があります。そこで、以下、簡単に CF構成と意味する内容を

示した後、生産管理部門の関係者が扱う管理業務の範囲を解説することにしま

す。では、表 2-11 の CFをご覧下さい。まず、生産・販売キャッシュフロー（一

般の著書では営業ＣＦと言う）ですが、これは、ある期間営業（生産＋販売）

活動した結果で得た資金としての利益の実情を示した計算する方式です。ご覧

いただくと、お判りの通り、PL：損益計算書では、税引き後に役員賞与や株主

への配当を払う方式ですが、翌期に回す利益から引かれるお金ことを考えると、

後に引くコスト対象金額なので、CFでは原価として扱う処置をする点が PLと

異なります。その理由は、償却費は設備購入という BS：貸借対照表の固定資産

を再投資するため、法で定めた定率法による算定値を計算して、「法人税を払う

前に原価の一部に入れて、蓄積しなさい。この分は再投資に預金する額と認め

ますので、税金計算の際に原価として一時的に上乗せしておけば、税金を安く

します」という内容であって、実際に企業外に支払いがなされる対象では無い

ため、CFの生産・販売 CF（営業 CF）の欄では戻します。
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また、このように PLを計算しなおすと、生産・販売活動で得た真の利益が残

金となります。

「このようにして、真の利益という形で手元に残った資金は、企業発展のた

めに使うはずである」として、その資金の使い方を投資 CF欄に明示する。また、

「もし、借入金が問題で資金繰りが出来なくなり倒産するということはないで

しょうね！」というチェックが、次に続くというのが財務 CFです。このように、

キャッシュフロー報告書では、「手持ちの資金そのものがどのようになっている

か？」という実態を報告させる方式です。その要点を図 2-49に記載しましたが、

CFは BS,PLと共に、図 2-50のように見るべきです。

企業が得た資金は、次々と未来の投資や物づくりのために使われるわけです

から、図 2-50の右下に記載したように、まず、(ｲ)お金を集める。(ﾛ)物づくりの

ために、土地・建物・設備を準備する。これで生産の条件が整うので、(ﾊ)生産・

販売活動を始める。そこで得たお金はまた、(ｲ)となり(ｲ)→(ﾛ)→(ﾊ)・・・となる

という循環になります（この解説で、「CFは BSと PLで見えないお金の流れと

存在を「見える化」した方式である」という内容を解説させていただきました）。

土地ころがしや資産隠しと言った法を逸脱した故意による犯罪行為は後に解

説することにして、では、まず、生産管理の方が、知っておくべき、また、管

理部門が関与することがある PLの中で扱う仕掛・在庫の扱いと、時には粉飾決

算になりかねない税法上の注意を紹介することにします。
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③注意すべき棚卸資産の不一致事件と粉飾決算の実情～発覚まで

工場では、材料を買って、現金化するまでを“棚卸資産”と呼びます。ここで、

ひも付きということで確実に売れる製品を製造している場合は問題ないわけで
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すが、それでも、材料の購入に自己資金で足りずに、銀行などから借入金を行

うと金利という支払いが生じます。この状況は先に図 2-12で示した通りですが、

税務では、ここに「何のために仕掛や在庫という棚卸資産を持つのですか？」

という質問が加わります。「要は、売るために製品を製造した」と企業側の方は

答えるでしょう。これに対し、税法側は、「それなら、その一部を売上とみなし

て税金をかけます。では、そのために、棚卸資産は国が定めた税法に従った計

算で利益見積もりをして下さい」となり、表 2-12のような計算を定めています。

この計算法は、税を掛けるためには有効なのですが、時に、「売れて始めて現金

が入る」という直接原価計算の内容から大きく逸脱した計算結果となることが

あります。

では、その種の例を紹介することにします。表 2-12 をご覧下さい。このモデ

ルは、3 期とも同じ売上高だったこととしたものです。この工場では、「2 期目

に大きな工事があり、生産が出来なかった。このため 3 期目の販売に対応する

ために作りだめをした」例です。常識的な考えをすると（直接原価計算方式で

は）、売上高も製造原価が同じなら、3期とも利益は同じになるはずです。

ところが、税法で定められた利益計算の結果、2 期目は大きな利益(2000)、3
期目は利益がゼロとなります。税法では、2期目は作りだめをしたに過ぎず、売

上高は増したわけではないわけですが、また、売上が同じなら、材料費など変

動費は、作りだめした分だけ多く掛かってしまい、その分を 2 期に支払えば、

当然、第 2 期では、在庫を抱えながら売上高は同じという扱いをします。そう
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なると、利益はマイナスになるはずですが、税法では、大きくプラスとなる計

算にして税を先取します。これに対し、第 3 期では、既に、材料費などの変動

費は第 2期で支払済み、1.5倍もの売上高をするわけですから、利益は大幅に増

すことになるはずですが、税法による利益はゼロとなります。このように極端

なモデルを想定すると、税法上、棚卸資産は、実際に得る売上高－実際に使っ

た原価＝実際に得た利益という実態とは、大きな差になることが判ります。

CF キャシュフロー計算書が義務付けられる前、この構成を利用した利益隠し

の計算が多くの企業で行われました。要は、「赤字になると株主から攻められる。

それなら、今回だけ、売れる先はないが、在庫を持とう。来期になって売れれ

ば文句はないはずだ、・・・ということで、売れ先が確実に決まっていない状況

で製品をつくり、在庫して、見かけ上の利益を得る」という経理上の操作をす

る例があります。「翌期、在庫や仕掛が本当に売上高に変化すれば、問題は発覚

しない」と考えて行う税法違反行為の例です。だが、この繰り返しは極めて危

険です。その理由は、「売上高を実際に得るということは無いで仕掛や在庫をつ

くって、見せかけの利益計算を提示しても、その仕掛や在庫の生産にお金を使

い。手持ちの資金や借入金は、やがて底を尽く！」という現象になるためです

（先に記載のように、1980年代のバブル崩壊時に、日本の経済に大きな影響を

与えた大企業にこの例が出ました。このため、2000 年 3 月、CF 計算書の提出

が大手企業に対し報告が義務付けられました）。

では、この種のカラクリを CF ではどのように察知するのでしょうか？また、

出来るのでしょうか？では、その種の問題を専門的に研究されておられる前川

氏の著書からモデルを抽出して、粉飾決算の状況と、その見破り方を紹介する

ことにします（このモデルは赤字を隠すため、棚卸資産をつくり、利益が出て

いるように見せかけた例です）。粉飾前の実情は、売上高が 13,384（百万円、以

降、単位は省略）で利益は 5,551 でした。大赤字です。多少とも利益が出てい

るようにするため、この例では、仕掛や在庫、売掛金を粉飾する策にました。

ここでは、売上金の実態が無い 18,000 を加算するために、棚卸資産 6,000、売

掛金 6,000して、何とか実態の無い売上高を偽装した結果、粉飾後に利益 1,349
を確保したように見せかけたわけです。詳細はともかく、このモデルは、先に

紹介した在庫・仕掛をベースに利益が出る形で税法の悪用を進め、何とか利益

が出ているように、世間に紹介する資料化を進めた例です。

この例の場合、棚卸資産をチェックしても、PL：損益計算書と BS：貸借対象

表では、問題は無いというふりが出来るかもしれません。しかし、P.156の、「本

当に使えるお金が手元にどれだけ残っているのか見せて下さい」という CFの内

容でこの偽装を見ると、簡単に矛盾が発覚します。営業＝生産・販売キャッシ

ュフローの欄をご覧いただくと明快なのですが、仕掛や在庫は実際に現金化さ
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れていないので、どのように売上高が上げても現金の流れが無いので資金不足

の状態が暴露しまいます。

このように、PL と BS で粉飾しても、営業キャッシュフローという生産・販

売の活動では、見せかけの利益は現金では無いことが発覚してしまいます。「生

産管理はキャッシュフロー・マネジメントである」ということを先に紹介させ

ていただきましたが、現金＋物が一体化された対象を見る方式が CFあり、この

状況、すなわち、工場と市場の販売～生産財の再購入総ての現金の流れは、ご

まかしが効かない形でキャッシュフロー報告書には示されます。
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④ 故意では無いが、発生する生産管理上の仕掛・在庫に関する不正行為

故意で行う“飛ばし”という循環取引についても多少の解説を加えることにし

ます。この種の内容は生産管理を担当する方々が関与する例は極めて稀と考え

ます。その理由は一種の悪意を持ち、財産隠しを図る不正行為だからです。し

かし、意図しないで犯罪になるメカニズムもあり、注意すべき一面ということ

で紹介することにしました。

この種の不正行為を小説やテレビ映像にして有名になった半沢直樹は、その例

です。さらに、著書にも、林總著「MBA経理課長・団達也の不正調査ファイル」

や、西浦裕二著「企業再生プロフェッショナル」日本経済新聞社などに、不正

行為を繰り返す事例や、その見破り方が小説風に紹介されていますが、その構

成を紹介させていただくと次のような内容になります。

財産隠しの実態は、製品や在庫を販売実態が無い状況でグル、グルと回す架空

取引です。この構造は、例えば、A 社が販売対象の在庫品に架空の利益を加算

して X商品の名で B社に売ります。しかし、この時、製品 Xの移動は全くなく

（架空の販売）、伝票上の販売記録を偽装の形で残します。次に、B社も、購入

した製品 Xに自分の利益を上乗せして C社に売るわけですが、当然、ここでも

製品 X の移動はなく、架空で伝票処理をします。これを何度か繰り返えすと、

あたかも、損益計算書上では売り上げが存在するように見えるため、偽装の販

売が発覚しない間は、各社の販売は成り立っているように見せかける、という
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構成です。発覚を難しくする理由は、1年や半年の中間決算時で無いとチェック

が出来ないこと、また、架空企業の B社や C社は調査しない限り、本当に販売

した実態が判らないという点です。製品 X は、偽装の販売の度に各社の利益が

加算するので、当然、値段は高くなります。このような偽装をしてまで、偽装

をする理由は、「製品 Xが高くなっても、やがて、A社の業績が戻ったら、その

値段で買い戻せば循環取引の内容はごまかせる」という状況を考えて行う偽装

工作です（いわゆる経理操作と名がつく“飛ばし”は、このような架空取引の

繰り返しを意味します）。したがって、税調が入った捜査では、「物と情報の一

体化があるか？B社や C社がという企業の存在（実態）があるか？」を確かめ、

この種の調査で矛盾が発覚すると犯罪として処分されることになります。正に、

山一證券の倒産劇はここに記載した内容でした。この例では、この種の内容の

隠ぺいのための偽装工作を極秘にした、『闇の集団』と名付けられた経営陣を構

成していたことが、事件発覚と共に報じられましたが、悲しいことに、企業は 1
夜にして企業は倒産、この種の実情を知らない 1 万人の従業員が解雇となりま

した。

以上が飛ばしという循環取引です。だが、ここで、この種の問題を紹介した理

由は、悪意を持たないで活動する生産活動で、在庫、仕掛の不一致が犯罪にな

ってしまう例があるためです。では、図 2-51に従って、その種の摘発を紹介す

ることにします。

この中には、先に紹介した飛ばしという悪意を目的とした例ばかりではありま
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せん。先に図 2-15や落語の『花見酒』で紹介したように、日常の生産活動で仕

掛や在庫情報が一致しない状況を放置した、または、生産管理上、工場や倉庫

などにある物と情報が一致しないために犯罪行為となった例が含まれます。こ

の種の例の場合、実態調査をしても、誰に聞いても、不正になった理由が解析

できないことがあります。要は、物と情報が一致しない状況が大きくなってし

まった例です。このため、苦し紛れに、つじつま合わせを行い、実情に近い形

で伝票を修正した。しかし、矛盾は矛盾のまま、その理由は不明である。やが

て、差が大きくなり税務監査で発覚するという例です。このような場合、税調

は、ひとつでも矛盾があると、法定めた手続きを発動、徹底的に財産隠しを摘

発するという行動に入り、処分は図 2-52 のような判定をします。このように、

悪意は全くないが、生産管理システムの不備が、動態管理という物と情報の不

一致となり、そのまま犯罪行為となってしまう例が発生することがあります。

生産管理という業務の大半は、物と情報を管理しながら、注文に対してムダの

無い生産計画を策定し、生産状況をフォローする仕事です。また、この集計結

果が経理に行くわけですが、その中に不具合があり、大きくなると、たとえ、

悪意が無くても擬似的な犯罪行為となる危険性については、生産管理を担当す

る関係者は知って対策を済ませておくべき対象です。
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⑤ 参考になるアメーバー経営

すでに物と情報の一致対策は図 2-27～30 を持ち手、JIT や５S を利用した生

産計画＋フォローや置き場管理などの対策と共に、その対策内容を例示してき

ました。この種、仕掛や在庫の不一致が起き難い生産管理方式を持いる企業や

工場では、それでも財産隠しを行うというような特別なケースを除き、棚卸資

産の不一致は、通常の生産・販売活動の場では、問題の発生は極めて考え難く

い内容になるはずです。そこで、さらに、追加事項という形でアメーバー経営

による直接原価計算＋キャッシュフロー計算を巧みに使った『アメーバー経営』

を紹介することにします。この手法は京セラの稲盛名誉会長が発案した原価計

算法です。その経緯は下に示した内容と共に、多くの書が発行されています。

京セラの場合、「特長として、常に新製品開発で市場対応する環境で、1 年後

に経理が集計したデータを見ても、今後の題材にならないこと、さらに、PL：
損益計算書や BS：貸借対象表で利益や資金面で問題にならない構成を示しても、

これから製品を生産するには、手元に資金が無ければ何もできなかった」とい

う理由が関与しました。このため、最初からキャッシュフローを考えざるを得

ない状況だったようです。また、当時、まだ、無かったキャッシュフロー計算

書を稲盛思想で具体化させて行く必要があったことが、『アメーバー経営』とい

う新手法を世に出したキッカケとなったそうです。

現在、『アメーバー経営』の構成を見ると、図 2-53のキャッシュフロー計算書

の構成をそのまま利用意してきた一つの事例ということになります。京セラで
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は、税金支払いという税法の制度は別途、経理の専門家にお願いする二重の原

価計算をします。この中でアメーバー経営方式は、物と情報を一致させながら、

営業や製造現場を小社化した集団形態にして、つぎつぎと、生産した製品を後

工程である小社に販売するという形態を取ります。キャッシュフローと共に、

個々の活動の評価を直接原価計算で示してゆく方式です。では、図 2-54と共に、

その形態と運用を解説することにします。なお、この図は稲盛氏の著書 2 冊著

書の要点を筆者がまとめた内容です。ここで注目すべきは、製造現場でコント

ロールできない固定費は対象外にしている点が直接原価計算を効果的な仕組み

を構成しています。直接原価対象は、主に、材料費と経費です。また、人が活

動して知恵と努力で総労働時間をベースに活動した結果を評価する点はアメー

バー経営の特徴です。その理由は、効率良い生産と不良など生産財をムダにし

なければ、必ず標準として定められた原価値(一種の活動ポイント)の数値が良く

なり、別途計算する BS,PL,CF の改善効果が高くなる仕組みになっているため

です。生産管理という仕事はキャッシュフロー・マネジメントを実務として実

践する仕事です。そうなると、この種の原価計算も配慮した指標管理を知って

おいていただきたく、直接、または間接に関連する内容の総てを、ここに記載

させていただいた次第です。
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２－２ 解決へ向けるべき生産管理部門が抱える問題と対策

ここまで、「生産管理という仕事は工場長の代行という形で工場の入り口から

出口までの総てを縦にみる仕事であり、顧客直結で定められた納期を守る仕事

を中心に、その実態はキャッシュフローをマネジメントする仕事である」とい

う内容を何度も解説してきました。事実、生産管理という仕事が持つ特徴的な

内容は、各部門が横組織とするなら、それを縦につないでスムーズな生産を行

い販売につなげる業務という立場です。そのため、ここには、独特、かつ、組

織の壁やミゾに落ち込んだ問題を拾い上げてつなげるという需要な仕事が残っ

ています。そこで、以下、その種の問題を例示しながら、その対策法と、生産

管理関係者がレベルアップすべき要件を紹介して行くことにします。

（１）生産管理が抱える、泥臭い部門間の壁に残された問題の整理

図 2-55 はメーカーの活動と関連する各部署、すなわち、組織を示した図です。

この図を見て判ることですが、品質に関する問題は品質管理部門、設備に関

する問題は品質管理や品質保証部が扱う、・・・製造は各責任部署が分担して担

うわけですが、部門間に残された問題や、例えば、不良や故障が発生した結果

納期遅れになる対策、という積残した問題を担当するのは生産管理以外にあり

ません。本来、生産計画策定時に皆が知恵を集めて策定した生産計画が乱れた
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結果、納期だけでなく、原価までが高くなってしまう問題に警告を発しつつ、

再発防止のお願いをしながら、再度、対策を立て、関係者の協力を得なければ、

生産の遅れの問題は解消しない状況に陥ります。

このような状況を整理すると図 2-56 となりますが、これを製造現場では「職

場間のミゾに残された問題」と言います。はっきり言って、先に例示した各部

門が取り扱う問題は問題の内容や対処すべき事項が明確なのに対し、生産管理

部門に残された問題の中には、判っていても、各部門に投げられることを嫌う

例が多々発生します。例えば、設計の遅れがあったとします。しかし、納期は

無い。そうなると、製造工程や検査工程などに日程上のしわ寄せが行き、結果、

この部門が残業や休日をしないと納期通りの出荷ができないというや、設備故

障で生産が停滞したため、関係者を集めて生産計画の変更をするといったこと

が起きると、「設備保全部門として故障は直すが、計画変更の調整は生産管理部

門によろしく」となります。このため、時には、関連部門からの不満や反発な

ども受けながら何とか納期調整を図る。だが、本音としては「故障など出さな

いように、設備管理をしっかりやれ！」と言いたくなります。しかし、生産管

理の立場では、「早い復旧を頼む、専門部門を信頼するから○○時には、復旧し

て生産できるように！」といった激励となります。このように、製造部門は生

産管理部門に対し、「残業は無いといったではないか！」という不満を受けなが

ら「今回限り！何とかして欲しい」ということで製造部門に生産部門が頭を下

げて協力を求めることになりますが、この種の例は生産上で多々発生します。
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生産管理部門の本音としては、「君たちの責務だろ、いい加減にして欲しい！」

としたいわけですが、お客様のため、何とか頼み込み、納得してもらい対処を

願うわけです。このため、図 2-57 に示したように、「工場長代行の形でキャッ

シュフローをマネジメントする」という高尚な仕事を始めとして、夢の実現に

努力している生産管理担当者の皆様が、実態としては、泥臭い仕事に追われる

日々を過ごすという実態を残す例が、問題対策をスムーズに展開していない製

造現場を受け持つ生産管理部門と担当者には、多数、押しかけきます。しかも、

お客様と工場生産の間で板挟みのようになり奔走しなければならない。「不満の

持って行き場が無い」という例です。

一般論は以上です。だが、では、「どのような問題があるのか？」さらに、「対

策をどのように進めるべきか？」という点に関して筆者の体験を含め、事例を

紹介することにします。図 2-58 と 59 はその例、筆者が生産管理を担当してい

た時に経験した項目です。ここには、項目だけを記載しましたが、そのひとつ

を取っても、当時、それぞれ大変な問題でした。双方に悩みながら対策を探る

必要があったわけですが、ここには、感情的な論争になった例もありました。

なお、ここでは、その詳細の記載は省略させていただきますが、それぞれ、組

織と立場、業務内容と責務を割り引いても、客観的に見ると致し方が無い内容

と見ることができる内容であり、IT など、多くの技術改善を図り、問題解決を

図ることが問題解決に必要な対象です。この種の問題の対策は、結局はお客様



166

には関係が無い問題なので、問題から逃げずに対策の手を準備して、相互に納

得行く線を見つけ、一段高い視点から問題を見て、相互理解と共に、何らかの

解決策を見つける策を選択すべきです。特に、この種の問題の対策に当たって

は、人間関係論にしないで、原因を除去して行くことが大切です。

この種のぶつかり合いに当たって、誠意を持ち、納得が得られる対策が進む
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と、生産管理という立場では涙する感謝と共に物事が進む例が生じる例があり

ます。筆者の例では、個人的な日程と家族や親せきとのお付き合いを犠牲にし

て、休日に出勤してでも生産を進め、お客様のために納期を守るといった努力

や、米国の地でも、今まで外部に依頼していた設備の保全や改修の一部を、長

期連休にも関わらず、ある意味ではボランティアとも受け取れる形で休日出勤

して対処していただいた例などがありました。この時、関係者の方々が「工場

飛躍のプロジェクトを自ら進めよう！」と言い、業者ではとても手を付けない

改善まで進めた結果、生産開始時に、不良撲滅と生産性を飛躍的に向上させて

いった例を目の当たりにした時の感激は、今も脳裏に残る思い出です。お金で

はとても買えない人の努力とは、この種の問題を明確にして、皆で対策を探る

努力が、産業人としてお客様と工場、仲間のために何をすべきか？を気持ちの

面でもひとつになる基盤づくりになって行くように思います。そこで、以降、

このような体験と、同種の悩みを解決していった先輩談を参考に、筆者達は図

2-60 のような図を作成して、ここまで記載した問題の軽減化に対し、行動方針

を定め、個々の問題に対する対策ノウハウを整理すると同時に、技術改善とレ

ベルアップ、IT を駆使した生産管理面の改善を進めてきました。

この種の悩みや問題、苦心は生産管理という仕事を担当すると必ず起きる事

象です。そうなると、生産管理の業務に当たる皆様は、「問題解決策の蓄積や実

力向上が軽減策となる」と信じて、お客様と工場関係者の皆様のために、中心

となって問題解決に当たる道を選択すべき、と考えます。
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（２）生産管理部門の本音と、問題対策の期待

外部志向で工場を見た場合、図 2-61 に示したように、企業内でどんなに言い

合いや喧嘩しようが、どんなにトラブルを抱え、汗水流して対策に努力しよう

が、製品をお買いいただき、お使いになるお客様には無関係の話です。要は「自

分が期待する製品を問題なく、期待通りの納期と価格で提供してくれれば良

い！」ということになります。さらに、潜在的なニーズを満たし、製品使用後

の使い勝手やフォロー、使い終わった後の処置内容、特に、地球環境に優しい

製品となり処置への対処こそが、企業が物づくりを進める責務であるためです。

そうなると、「同じ物づくりを進めるのなら、皆が、楽しく、次々と現存する

問題に挑戦し、誰が見てもお手本にしたい、また、働く皆様も誇りに思う仕事

に高めて行く」という対策が必要になります。当然、この主役は各部の部門長

の責務です。だが、工場全体を眺め、部門間の調整を図り、ライバル他社だけ

でなく異業種や顧客要求、さらには、協力会社を含めた諸問題を総合的に見な

がら全体のバランスを取りつつ各種の改善を進める部門、しかも、製造現場に

直結した対策を進める部署は生産管理以外に無いはずです。確かに、生産技術

や品質管理・保障部、・・人事や経理部門なども全体を見ています。だが、それ

ぞれの立場と範囲を定めた問題の対策であって、品質＋コストと収益確保＋納

期＋安全＋エコ＋志気といった生産の要素を総合的に顧客志向の立場で見る部

門は、やはり生産管理関係者となります。そこで、生産管理の皆様に参考にし
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ていただきたく、その種の意義と活動の在り方、すなわち、生産管理部門関係

者の工場における立ち位置を図 2-62 にまとめることにしました。

この図でお伝えしたいことは、生産管理という目に見にくい対象を扱う部も

が工場で極めて重要な仕事を担っているという点です。トップから宣告されな

くても、仕事自体、工場全体を見て、各部門との調整を図りながらお客様の要

求される納期につつがなく製品をお届けする仕事です。加えて、生産計画とい

う経営面でムダを極小化した予算を毎回つくり、物づくりや原価を高くする要

件を事前検討段階で出来るだけ取り除きつつ、物＝資金を円滑、かつ、短い時

間で工場の入り口から出口まで通すというキャッシュフロー管理を行う業務で

す。要は、この仕事は工場長の代行という形で、全体をプロモートする管理を

実務で行うという責務です。このため、多くの企業では、次期工場長育成のポ

ジションと考え、人材を投入～評価してきたという経緯を持ちます。さらに、

ここに、お客様の状況を知って、工場内の多くの要件を整理し、関係者が納得

するまで実施計画の練り込みを行う仕事が加わります。そうなると、どうして

も、関係者が実施をしぶるが、実施の必要が高い仕事については、時には、工

場長代行という立場を使って命令の形で強権を発動しなければならない例が発

生する事態が発生することがあります。時に、各職場の事情や立場を理解はし

ているが、また、関係者に不満があっても、全体最適のため、犠牲を強いる例

が発生することがあります。だが、これも生産管理の仕事です。しかし、先に
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解説したように、その種の事象を繰り返すべきではありません。そこで、この

ような問題の軽減策に関係者を巻き込んで邁進するというリーダー役も生産管

理の仕事になります。では、つたない体験談ですが、その種の例を紹介すると

にします。筆者の企業に在勤の時代に、ある工場で生産管理を担う次世代リー

ダーが集まりアングラで将来の工場の在り方を検討したことがありました。以

下は、そこでの話しです。

「今のような生産形態で果たして生き残れるだろうか、生産計画は毎月組むが、

産業界は不況、お客様は市場の変化をぎりぎりまでご覧になり注文を寄せてい

ただく状況で、今まで経営トップが頼りにしてきた「在庫を読む」という方式

は成り立たなくなるのではないだろうか？現在、納期面ではお客様にとって大

変なご負担をお掛けしている。確かに、企業側は在庫調整という形で材料メー

カーが予算を組む方式には安心感がある。だが、短納期対応が出来ないとお客

様自体が下手をすると不要資産の形で使わない材料を抱える。また、当社が「1
ヵ月まとめてご注文をお願いしますので、もし、期限までにご注文をいただけ

ない場合、生産の都合で来月の生産までお待ち願いたく、・・・という生産形態

では、お客様にご迷惑をお掛けし続けることになる。他社に先駆けて少なくと

も、半月サイクルで変更をお受けする体制にせねば！」「君の話は判る。だが、

納期短縮は経営メリット計算が難しい」「そうだ、経理に計算させると金利がわ

ずかに低減する程度、これで、会社のトップは意志決定しないだろう。多分、

在任中は、この対策で成果がでないと責任問題になり。そうすると、先送りせ

ざるを得ない。また、他社が我が社と同じ 1 ヵ月サイクルの生産計画なので、

無理をしてまで、原価低減面で成果が期待できない納期短縮に精力を注ぐとは、

考え難い」「お客様のご事情を見ると、早期に、経営トップが動かなくても、将

来を担う我々が先兵を切って、納期半減化に取り組むべきである」「だが、PL
だけを重視する経営陣に対し、キャッシュフローの効果や、売れる時に売れる

だけ造ることが受注を増やし、他社に優位に立つはずであると説明しても説得

だけで時間が過ぎてしまう。第一、トップ交代すると、また白紙からの説明に

なる。そうなると、手間は掛るし、ようやく説得した時には、また、トップ交

代の時期になってしまう危険がある」「そうだな、今までがそうだった。特に不

況になると、工場トップ人事の交代が激しいいからな！」「しかし、この対策を

進めないと、お客様には迷惑を掛け続け、仮に、他社が短納期戦略で出てきた

時には、既に、受注は奪われ、とんでも無いことになる」「納期短縮が利益増に

なりそうなことは判るのだが、そのような説明を的確にした事例や理論が少な

い状況だ、感覚的な説明では経営者は動かないと思う」「しかし、優秀なトップ

や効果的な理論が出てくるのを待っている内に、我々が定年になるばかりか、

手を打つのが遅いだけお客様に迷惑を掛け続けることになってしまう。こうな
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ると、受けからの意思決定を待っていても何も起こらない状況だと思う」「なる

ほど、誰かが猫の首に鈴をつける活動をするか？アングラでテストして成功談

を示すかしか方法は２つしか無い。どうだ、皆で協力するので、君の所で納期

半減を進め、どのような成果が出るかテストのような形で進めないか？・・」「そ

れしか無いようです！是非、協力をお願いします」という内容を数回に渡って

討論した結果、筆者の担当する職場で、上司の了解のもと、何とか、他の合理

化効果を集め、とんとん（利益は少ない）の利益率でしたが、実施するための

投資案を策定、認可を受け実施にこぎつけました。この取り組みは、現在のよ

うに、まだ、JIT や SCM の理論体系も納期短縮の効果もまだ無かった時代の取

り組みでした。だが、実際に納期短縮が半減化すると、受注環境は大きく変化

しました。

今までは 20 日締めで顧客注文を受け、1 ヵ月の平準化生産計画を立て、生産

もこれを受けた形で残業などの計画を組んで実施してきた、過去式の生産計画

設定方式ですした。この方式は、ある意味、工場の立場では、1 ヵ月の生産計画

の見通しが経つので、生産規模が確定できるので、製造現場の準備や平準化生

産など、多くの検討事項が確定できるため、便利な生産管理方式でした。しか

し、関係部門の協力を得て、納期半減が可能性に確信を持てる環境を整備し、

主要なお客様から順に、「半減納期対応生産が可能になりました」とお話しをし

た、とたん、20 日の生産計画を組む時点で先の 10 日程度の注文だけが、確定

できるのですが、その先が読めない形態に変化しました。要は、お客様の大半

が、納期が 1 ヵ月単位の時、1.5～2 ヵ月先の注文を先読みして注文されていた

わけでしたが、「2 週間の納期になるなら、多少の安全在庫を持ち、変動部は 2
週間の納期に合わせて注文すれば良い。市場の変化が大きい時代に変化したの

で、ぎりぎりまで市場の様子を見て材料の発注を掛けることが損出を防ぎ、ピ

ークを逃がさないで市場対応が出来る」という対策を選択されたためでした。

不況時、それ以前の磨棒鋼部門の（工場：コウバ）の受注量は 650 トン、損益

分岐点すれすれの操業だったわけでした。だが、納期半減化と共に、毎月 20 日

に行う生産計画会議では、1 週間は満杯でしたが、先が読めない状況となりまし

た。製造現場の関係者は不安を抱える状況です。だが、筆者は、「1 週間後の状

況ははっきりしないが、生産管理部門としては、生産計画を 1 ヵ月フル生産の

準備で頼む！」としました。当然、先行きは不安、また、確信はなかったので

すが、「お客様が訴える重要問題に対応すれば必ず、ご注文はいただけるはずで

ある」と思った処置です。当然、この対処は部門長他、我が工場（コウバ）の

トップで事前に十分検討して意思決定していた内容を告げたわけでしたが、多

くの企業が不況の中で注文を取るのに苦労する中、我が部門は 800 トン/月生産

の連続となりました。また、この時、全く予測しなかった決定ですが、時には、
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「満杯生産のため、消化できない分はライバルへご注文願う」という営業活動

を願う状況まで発生しました。

我々アングラ集団は、当時、ここまで納期短縮の効果が大きいことを予測で

きないレベルでした。だが、当時、お客様から「市場の変化をぎりぎりまで見

てから材料の発注を決められる方式を具体化してくれた君たちの工場は、我々

に考える時間とリスク軽減という最大のサービスを提供してくれた。だから、

不況になればなるほど、お宅に頼るのでよろしくお願いしたい」というお言葉

は感銘的でした。また、この時に納期短縮の意義を実感しました。その後、こ

の話を基に、我々アングラ集団は、納期短縮テスト後に図 2-62 を作成したわけ

ですが、このように、生産管理を担う皆様は、市場に一番近い情報を常に駆使

する立場にありです。そうなると、今後も、この図に示したような内容を基に

した活動を進められることを願う次第です。

JIT・SCM 時代の現在、「納期短縮は顧客開拓の重要な武器である。逆に、短

納期体制を利用して、製品開発を行うべきである」ということが常識的になっ

ています。このため、かつて、新製品開発も、数か月を要して、入念な市場調

査を行い、慎重な分析をして新製品開発計画を稟議書化して経営会議に掛け、

トップのご意見とご決定を得て開発開始という形態が主流でした。だが、その

後、筆者が勉強する中で、現在、世界で 1～2 のシェアーを競う PC メーカー、

デル社の社長マイケル・デル氏の著書に、「16 ビットから 32 ビットに変化した

時代、16 ビットの IC チップを大量に抱え倒産の危機にあった。短納期生産～

販売の時代に仕掛や在庫は極小化した生産・販売体制を思い知らされた」とい

う文面を拝読しました。現在のように、VOC（市場のお声を聴く）＋IT による

情報分析の進化＋直接市場に出た製品の変化から短期間になった製造プロセス

を介して製品を市場に登場させるという仕組みが具体化した時代にあっては、

日々変化する状況に、新製品を短期に市場に出し、売上高＝選挙で言うならお

客様の意見ととらえ、VOC 製品開発の実現確立とチャンスを整える時代です。

そうなると、仕掛や在庫を抱える以外に、「納期が短いという生産は市場ニーズ

に的確な対応が難しい企業体質を抱えている」という危険に注視すべきです。

現在、短納期対応は顧客重視の生産・販売体制だけでなく、市場の変化に柔

軟に対応しながら、市場の声を聴く、さらに、そこから、売れる新製品の種を

見つけ、短納期生産基盤を利用して製品化する。製品化すれば、お客様の購入

の状況から、真のニーズ、さらには、今後の新製品ニーズを探るという戦略的

な生産管理の活用展開の時代となっています。すでに、この種の事例は、コン

ビニのセブンイレブンだけでなく、斜陽産業と言われる業界で右肩あがりの成

長を示すタビオが示している状況です。当然、音響機器や家電品、ビデオやデ

ジカメなども、この種の環境下で製品競争を激化中です。
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（３）生産管理関係者が身につけるべき知見と行動力

ここまで解説した内容で、「生産管理という仕事がいかに広く、多くの部署に

関与する重要な仕事であるか？」について解説しました。そうなると、「それに

応える人材育成を如何に図るべきか？」という点がクローズアップします。当

然、その種の対策要件は各社各様です。だが、ここで、工場で仕事を進める底

辺から経営トップ戦略まで、生産管理という業務に多少とも関与する方に知っ

ておいていただきたい事項を羅列することにします。

① 生産管理担当者に必要な実力向上項目の基本と扱い

まず、図 2-63 ですが、これは日々の生産管理（狭義の生産管理：工程管理）

を担当する皆様が仕事をする上で必要な項目を羅列したものです。生産・販売

予測は IT システムを完備すれば、どの企業でも行ってきた基本的な解析資料が

提出可能です。これをどのように読み、日々の動きだけでなく、市場の動きを

とらえるか？何がリスクとなり、何が将来の対策として必要か？といった内容

のどこまで提示して行くか？または、出来るか？が、ここに記載した項目の活

用法ということになります。

生産計画は概ね、3 ヵ月程度を大日程と呼んでいます。3 ヵ月先を見て、設備

改善や人材育成を図る必要性を判定するため、生産における負荷や、新製品や

新技術の影響を見る必要があるためです。中日程は 1 ヵ月程度、この計画策定

は 1 月の状況を見て、残業や生産のピークを予測した各種の対策を先手管理の
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考えで対策する題材を得るためです。また、関連部門に知らせて各種の事前準

備を願うことを目的に、生産負荷と能力と対策を検討するというのが一般的で

す。以降、図 2-64 に示したように、これに続く小日程計画の実務は、週計画～

日々計画の策定と達成となりますが、「日常的に行う仕事は決められたステップ

を踏み、繰り返しながら、将来への高まりに努力する」という内容になります。

なお、ここには、先に解説したように、IT などを駆使して、常に最適の人・物・

設備を時間管理でムダの無い内容、すなわち、日々予算という形で作る努力が

必要です。

以降は P-D-C という生産遂行に伴う管理項目ですが、計画／実績＝1 にする

ことが計画通りの生産順守です。加えて、製造を中心に、開発・設計～購買～

出荷まで、多くの関係者に対して、常に、一元化した最新の現状を報せて、情

報共有化と共に、変化や異常を察知して達成に努力を進める仕事が加わります。

このため、関係者間の調整を取るといった活動が必要です。なお、製造現場で

は、常に生産力の向上がテーマです。そうなると、計画：現状の標準／実績：

現在の実力＝1 という評価式を用いて、もし、計画達成にムダがあったら、改善

課題という形で項目と問題を数値化して関係者に対策を促し、向上に努力願い

達成度を 1 にする対策をプロモートするという生産管理の責務を進める対策が

必要です。さらに、常に、計画をクリヤーするレベルになった場合、すでに、

過去の実力を上回る現場力を持つわけですから、計画：現状の標準のレベルを
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向上して、新たな目標で達成を進める内容に日々計画を改訂すると同時に、高

い目標達成に関係者を集中させて行く活動も加えるべきです。

企業でよくお聞きする話しの例に「生産低下に伴い、実力が低下した。この

ため、その後、生産量が増加した対応が取れない。生産量が回復しない！・・・」

という反省を語る方がいます。だが、この場合、製造現場の人員と時間は標準

時間通りに配員すべきです。生産量低下に伴い、例えば、1 日 8 時間の仕事が 6
時間分しか無ければ、6 時間をピンピン生産で行い生産を辞め、残りの 2 時間は、

改善を進めるたり、人材育成を図るべきです。生産量低下に対してこの策を採

らない場合、ムード的にダラダラ生産となります。志気の低下だけでなくケガ

人まで出す危険な環境になってしまいます。

不況、生産低下時にピンピン生産すると、製造現場から「キツイ！」という

不満が出ることがあります。だが、「きつい仕事は改善要求」です。要は、ピン

ピン生産は、生産管理が不況時に行う現場問題の顕在化対策に利用する方式を

適用すべきです。「生産は低下した状況ですから、改善への余力がある。改善の

チャンス到来」という捉え方です。ところが、企業によっては「不況の時には

金が回らない」と言います。しかし、ここでも「金の無いのは知恵が無いのと

同じ！」と考えるべきです。それで努力した結果、本当にお金(改善費用や資金)
を要する対象は、生産量が増した時に発動するだけのことです。ところが、改

善力が遅い企業は「生産が増えると金は回るが改善の時間が取れない」という

方までいます。だが、この種の管理者は、常に改善しない理由を見つけている

（言い訳を言うだけ）のであって、練習をしない集団競技を行うチームの実力

向上が進まない状況を意味します。この種、愚痴を生産管理部門が聞き、放置

すべきではありません。「改善は早くやれば、早く楽になり、高みへ皆を導く基

盤になる」ということにこそ信念を持つべきです。生産管理関係者は、常に、

製造上の問題と解決策を探り、関係者を説得～誘導して、改善に注力するのが

仕事です。この役割は、集団競技のチームを受け持つ監督や、コーチの仕事に

似ていますが、正に、生産管理関係者はこの任を担っています。そうなると、

図 2-63 の内容を、ここに記載したような扱を進めることが、重要になりです。

② 経営戦略面の理解と、生産管理者の実力向上項目

生産管理業務を担当される皆様の経歴や実力が及ぶ範囲、さらには、職権が

及ぶ実情は、個々の企業や生産環境によって異なります。しかし、どのような

企業においても、生産管理という仕事は、キャッシュフロー・マネジメントと

いう仕事に直結し、工場長代行の形で多くの部門の仕事をプロモート仕事であ

るという事実と位置づけは変わりません。そこで、図 2-46 を示し、積極的に実

務展開して将来を切り開く道と対策要件に関する内容を紹介することにします。



176

この図は、個々の中長期に渡る企業体質向上と日々の生産管理の間に、生産

管理関係者が学んだことをひとりとなり活動を経営革新との関連で図化した例

です。内容は極めて当たり前、産業界で成功し、各社のお手本になる活動をし

てきた企業の行動様式の要素を絵にしたものですが、表題に『サイクル：循環』

と記載した意味は、このサイクルを円滑に回し、より高みに持って行くための

活動を意味したものであり、継続的な改善活動を意味します。

では、「この図を円滑に回して、顧客信頼度と社会貢献度を高めつつ高収益な

経営体質をつくるために、具体的に企業という組織体で何をどのようにすべき

か？」という解説に入ることにします。図 2-66 がその全体像です。なお、当然

ですが、生産管理という業務をどのように拡大解釈しても、経営革新を示す図

であるため、カバー域は部分的になります。しかし、経営革新全体を理解しな

いで、狭義の生産管理という仕事だけに絞った仕事をしていると、経営貢献度

は薄く、重箱の隅をつつく程度の仕事になってしまいます。このため、生産管

理を受け持つ皆様は「鳥瞰図的に森を観て、個々の樹や池、遊園地や休憩所な

どを見る」という見方で生産管理の仕事と、他の仕事や問題の位置づけを見る

必要が生じます。以下、解説する内容は経営全体となるわけですが、皆様が関

与する個々の生産管理業務は、ここで重要な点は、経営改善全体を知った上で、

その『立ち位置と範囲』を検討願う内容です。

では、図 2-66 を基に中期経営革新を構築する手順を解説することにします。
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一般に、企業は経営理念を基に活動します。しかし、活動する時点で市場や顧

客、社会情勢や経済環境など、その種の変化要件を考慮した展開内容を検討す

る必要が生じます。この種の概念（コンセプト）上の修正や行動方針のウエイ

トづけを済ませたのち、大きな枠で囲われた現状分析に入ります。左端は市場

における製品環境やライバルやシェアーなどの状況と、企業内の損益の実情、

さらには、製品ライフサイクルなどを分析の後、中央にイメージとして示した

目に見にくい社内外の改善要求や問題、外部からのクレームなどを収集して分

析します。この種の情報は目に見にくい問題と対策ということで、先に示した

左側に位置する数値解析の中身を見直します。これを、ベンチマーク設定と言

いますが、右端の表は、経営課題として抽出した要件、すなわち、各項目をレ

ベル評価という形で整理する内容をイメージ化しました。一般に、製品、開発

や製造技術、工場管理技術を向上させ、達者にしのぐレベルにすれば、製品や

企業活動、競争力は増します。このため、対策方針を定め、改善すべきキーと

なる項目が現在、どのようなレベルにあるかを整理します。ここまでが、現状

分析ですが、このような現状分析の後、先に定め、修正を加えた企業の活動方

針を見直します。これは、粗い中期経営計画となります。

また、以降の活動に裏付けが必要になるため、枠の中央、右に示した、品質

（Ｑ）、コスト（Ｃ）、納期（Ｄ）の定量的な解析と目標の設定を行います。さ

らに、各種の改善、レベルアップのためには、具体的な対策案が必要になりま

す。そこで、縦軸に生産の 5M＋I（人・方法・計測・設備・物＝設計の英語の

頭文字を示した 5M と情報・管理を意味した I）を縦軸に、横軸には、縦軸の改

善が進んだ結果、品質（Q）を始めてとした経営改善された場合の経営改善効果

の項目を列挙しました。この縦軸と横軸で構成されたマトリックスをアイアバ

ンクとして使おうというイメージがアイデア貯金箱ですが、ここに、全員参画

で問題とアイデアを集めます。当然、改善案は、重要性・効果・実施容易性な

どのウエイトづけを行い、実施可能な内容を抽出して、実行に移す準備をしま

す。

しかし、経営活動には、目に見にくい問題が多々内在します。そこで、その

種の内容は、問題点や改善希望要件などをカードに書き、KJ 的な方法で図化し

ます。この手法は、後述する手法ですが、ジグソ・パズル的なつなぎ合わせを

行い。個々の問題がどのような関連や集合体になり、何を攻めれば、感性的な

問題も解決するか？を検討する資料をつくります。それが、中央の右に示した

図ですが、このような対策を行うことにより、中期経営計画を具体化する題材

が揃います。また、このような分析の結果、先に示した表 2-2（再度、掲載しま

す）にまとめ、中期計画の具体的目標とします。



178



179

そうなると、先に示した図 2-65 の手順で達成努力となるわけですが、達成は、

毎期の予算と直結した行動で無ければ、経営活動が二重になったり、経営と離

れた改善活動になる危険が生まれます。そこで、中期経営革新目標の第一段階

という形で、今期の予算に改善目標を置く、目標達成に対し、上から下まで火

の用心とならないように各部門に展開する。単に展開しただけではアドバルー

ン的な目標があるだけに留まるため、今度は、各部門の課題を明確にして、そ

の種の課題が達成された場合に得る経営効果を計算して集計する。集計結果を、

今期の目標として定めた予算に照らす、不足なら対策案を追加するなどという

対策を、図 2-26 の右下の中央の図のイメージで行います。この種の手続きの詳

細は、TP 展開図として、後の項で詳説します。だが、いずれにせよ、このトッ

プダウンによる目標の達成要求を、ボトムアップ活動で何度もすり合わせる必

要が生じます。このような中で、部門間の連携が必要なテーマが発生する場合、

右下に示したマトリックス組織活動で対策する。だが、各部門の目標は達成に

最も有効な対策手法を割り当て、総合目標という今期の予算達成の施策という

形で個々の対策テーマを定め、プロジェクト・リーダーを中核に達成へ向ける

実務が必要になるわけですが、これが、図 2-26 の右下に示した 5W1H による個

別施策の登録と実行管理です。

以上が、中期経営計画策定の手順です。ここに生産管理の皆様がどのように

関与するか？については、各社各様になるわけですが、少なくとも、現状分析

に必要なデータを提供する。ベンチマーク設定に、「お客様やライバルの状況か
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ら見て、どのレベルにすべきか？」という意見具申などが必要になることにな

るため、経営との関わりという意味で中期経営計画策定手続きを紹介させてい

ただきました。

③ 夢ある生産管理実現に参考にしていただきたい事項

ここまで「生産管理は工場の未来をつくるヒントを抱える部門である」とい

う内容を整理してきましたが、その内容に関し、多少とも読者の皆様に参考に

なりそうな事項を整理することにします。図 2-67 は人生訓です。筆者は、この

文面を、秋田の企

業支援を進める時

にラーメン店で見

ました。出典は不

明でしたがメモを

取り大切にしてき

ました。その店は

お客様にも評判が

よく、繁盛してい

ました。多分、こ

の内容をベースに

活動されてきたた

めと思います。ま

た、単にお題目

的に人生訓を紹介するだけでは無意味です。そこで、筆者は、「夢なければ・・」

から「理想立てねば」までを中期経営計画の策定、オリンピックで言うなら金

メダル取得のような目標と解釈しました。それ以降は年次計画の設定～達成努

力です。要は、中期の高い目標に向かって図 2-68 のような段階的な目標を立て、

P-D-C という管理システムを利用してスパイラルアップ、または、ステップア

ップして、最終的に理想目標を達成する取り組みの手順化です。

この種の図は単なるイメージです。だが、ここに具体的な目標と施策を定め

る際に生産管理部門が収集したデータを提供する。達成に至る事例やベンチマ

ークなどを提供することが、それぞれ、その道の専門家の調査や研究、取り組

みを的確化する題材になるはずです。なお、このような取り組みを、筆者が関

与する JMA で行った研究会の中でも、度々、紹介してきたわけでしたが、不良・

クレームゼロ対策研究会を進めている時、ISO9001 の審査員補の資格取得の必

要性が生じました。そこで資格取得の研修を受けたわけでしたが、2000 年に行

われた ISO9000 シリーズの改訂の規定に図 2-70 が示され説明を受けましたが、

夢なければ方針立たず

方針なければ理想立てず

理想立てねば、目標作らず

計画立てずば行動取らず

行動せねば成果なし

成果なければ喜びなし！

喜びなければ次の目標立てず

目標なければ計画作らず

Ｐ

計画

Ｄ

行動

Ｃ

確認

計画なければ

管理なし！

図2-67 人生訓にいる“夢を実現に向ける活動
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内容は全く同じでした。

興味深いことに、品質マネジメントシステムは世界一流の品質レベル達成を

ガイドしてきました。しかし、1994 年の規定発行で認証に努力した企業の大半

が ISO9001 の認証の取得が目的とした書類づくりでした。ISO9001 は取得した。
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しかし、その種の企業では不良は減らない。要は、ISO9001 の取得が経営改善

活動に貢献しない例です。そこで、このような状況を懸念した ISO の国際機関

の関係者は、「意図が異なる」ということで改訂したのが、ISO9000 シリーズの

2000 年改訂版です。ここでは、具体的な内容として、ISO9002 という新製品開

発を持たない規定を排除し、ISO9001 に統合する。なお、この際、新製品開発

と図 2-70 に示した内容で ISO14001 が既に提唱してきた取り組みを製造ライン

直結で行うという、規定が改訂の要点でした。

図 2-70 の構成を簡単に解説することにします。図の右側の品質計画はその上

に追記した「一流品質を狙う」ことを目的にしたものです。加えて、左端の品

質改善は現状分析、その間、ステップアップして品質改善から品質計画達成に、

先の図 2-69 が ISO の国際機関から提唱されました。その中身は、「ステップア

ップした階段上から落ちないためには、品質保証を確実に行う処置と品質管理

者を設けて確実な品質管理をしなさい」という提唱です。さらに、「この進行に

は有効性と効率の配慮が無ければならない」ということが強調されました。要

は、「夢やお題目の品質一流化を求めていても無意味な活動とみなす」という注

意です。また、この考え方を受け、多くの産業界では「品質一流化を達成する

ための活動を、当然、納期短縮や原価改善と統合化して進めるべきである」と

しました。

２－３ 夢ある工場生産へ向けて

生産管理の一流化対策は、工場の発展と夢の実現と一体化した内容となりま

す。かつて、筆者が生産管理という仕事に取り組んでいた大半の夢は生産管理

システムを対象とした IT 化対策でした。しかし、現在、既にこの夢は達成され、

当たり前のように、生産管理業務では ITが活用されている環境に変化しました。

技術が進展し、市場の変化がある以上、製造業には常に新たな問題解決が求め

られ、この種の進化は終わりなく続くと思います。そこで、現時点で理想工場

とされる取り組みと事例を探り、簡単に解説することにします。

（１）生産管理の仕事に必要な図化対策

産業人であれば、「製造業が発展して行くためには如何に持てる力と持ち味を

伸ばすかが重要であるか？」という自然原則は既に衆知の内容と考えます。こ

こに人づくりと従業員のベクトルを合わせた夢への実現が関与するわけですが、

全員参画の文字に代表されるように、「高い目標を早期に達成するためには、い

かに考え方と気持ち、行動を一致させた活動が必要になるか？」が重要になり、

その浸透程度が重要なテーマとなります。そこで、以下、この種の対策を大き
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く左右する図化法による表現の必要性に関する技術を例示することにします。

図 2-71 の右側は、米国における情報伝達の効率化対策を実験的に行った報告

です。驚くことに、言葉だけの伝達では 40％だったものが、図表の活用により

90％もの伝達効率化を得たという事例です。

ここまで、多くの図表を駆使して生産管理に関する仕事の重要性や対策要件

などを紹介してきましたが、その理由は、人は大脳により活動し、文章や箇条

書き方式にプラスする形で図表を用いた表現が読者の皆様に内容をご理解願う

上で有効なためです。この内容は、既に図 2-71 の右側に記載した内容になるわ

けですが、矛盾なく、生産管理の重要点を正しく伝えたいという内容になりま

す。これは、『情報の科学』の内容の紹介ですが、生産管理という仕事の大半は

情報を扱う仕事です。そこで、仮に、次ページ示したような事象が起きると、

生産管理では無意味な混乱となってしまいます。また、相手に無意味な情報を

やたら多く投げかけても良いというものではありません。時間の浪費だけでな

く、的確な行動にはつながらないためです。このような意味から生産管理シス

テムにおいても「必要な場所に、必要な時、必要な情報とチェックポイントだ

けを、必要なだけ提供する」という JIT 情報提供による対策が重視されてきま

した。また、このため、「工場の将来の活動に重要な情報をどのように伝えるべ

きか？」ということが次の対策要件になります。図 2-72 の左側はアメーバーと

いう単純なモデルですが、まず、このような理解、すなわち、「情報を得て活動
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して目的を達成する。情報はこのための資源であり生産管理の仕事の大半は情

報提供とフォローアップ、情報伝達内容を駆使して、例えば、納期・品質・原

価など、経営目標の達成度の評価である」という要件です。この内容を簡単に

言うなら「情報とは活動して目指した目標を達成する題材である」となります。
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つぎに大切な点は、「相手に取って有用な情報か否か？」という情報のレベル

です。既に相手が熟知している情報の提供は不要、たとえ、重要でも余りにも

高度な情報の提供は歓迎されません。その意味で、情報を提供する生産管理の

皆様には、JIT 情報提供のレベルと質の評価が期待されます。このため、生産管

理のような情報を媒体に仕事をする部署に対し、図 2-73 のような図が示され

てきました。要はムダな情報は排除して工場の活動に有効な情報を的確なタイ

ミングで提供するという取り組みです。生産管理という仕事においては、情報

の種類は多数あります。そこで、再度、先に紹介した工場革新計画と図化の関

連に話を戻すことにします。

ここで図化法を用いた経営トップの意思決定の事例を紹介させていただくこ

とにしたいと考えます。図 2-74 はその例ですが、前・GE 会長ウエルチ氏が GE
社を大きく変革する悩みの中で作成した図です。図は極めて簡単ながら GE 社

の変革の基本になった図です。３つの○で囲われた製品群は、当時、ウエルチ

氏が目ざした「GE らしさ」を象徴する製品群です。枠外はリストラと共に、

GE では取り組むべきで無いということで後に撤退を決めた製品群です。ウエル

チ氏は、当時、GE の大改革を進める最高トップでした。徹底的な製品と取り組

む人材の発掘などを現状把握の形で行い、タウンミーティングや個々人との本

音の対話を進めてきましたが、偶然、奥様と食事中に、突然、思いついた内容

をナプキンにこの図の形で描いたそうです。その結果、単純だが明快なこの図

が GE の将来像を関係者に訴える題材になり、大改革が急速に進みました。
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先に中期経営計画策定内容を紹介してきましたが、これは、未来を決める図

です。当然、各社で各様になるわけですが、この種の図化された内容は、関係

者に正しく理解され、活動して成果を得る題材にする必要があります。当然、

その種の図を企画書の形で直接作成する業務を担当するか否か？は各社の事情

によって異なります。だが、最終の図に必要な情報を提供する生産管理を業と

する皆様も、その要件を理解した行動が必要になるはずです。そこで、図 2-75
を示し、対策に役立つ内容を例示させていただくことにします。

これは、セコムという、当時はまだビルや住民の安全対策にニーズが無い時

代に社長である飯田氏がたどられた経過と図化の必要性に努力された内容を筆

者なりにまとめた例です。まず、「セコムが目指す安全管理とは何か？」につい

て徹底した調査をしたわけですが、その情報をジグソ・パズルのようにつなぎ

合わせてまとめた経緯を図の左上に記載しました。セコムでは文章による報告

や伝達が少ないそうです。その理由は「情報伝達の正確性と相手の理解度など

が文章に比べてはるかに優れるため」としていますが、飯田氏の企業創設にか

かわる図化文化が大きく関与することが紹介されてきました。この経過を見る

と、図化法の利用はロジカルに物事を正確に伝える技であるということが判り

ます。そこで、ロジカル・シンキングという学問を基に、この構成を分析した

内容が図 2-76 です。ここには、図の表現法も注意書きのような形態で記載しま

したが、ここまでの解説で、生産管理を担当される皆様に参考にしていただき

たい図表化による表現の必要、有効性の紹介とさせていただくことにします。
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では、生産革新に対し、何が必要か？という例を紹介することにします。図

2-77 はその種の表現方法の例です。
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よく、「生産革新と新製品開発は車の両輪である」と言いますが、その内容を

図化した例です。特にこの図が各社の中期経営計画策定に関与するわけでは無

いわけですが、産業界で一般的に語られてきた内容も図で示すと内容と実施事

項が明確になるのではないでしょうか？

（２）ダントツ物づくり、その事例に見る要件

では、次に、未来の工場の在り方に関する事例と図化解析を用いて製品のダ

ントツ化の事例と要件、そのあり方について例示することにします。図 2-78 に

示すように、21 世紀の現在、日本における物づくりは良品生産が当たり前とい

う段階を過ぎ、お客様に感動を与える物づくりの段階に入りました。

海外の一流企業でもこの状況は同じです。その一例として先に図 2-79 に GE
社・前ウエルチ会長の活動を例示しましたが、ここでは 6 シグマという活動が

展開されました。6 シグマは 100 万個に 3.4 個以下の不良に押さえるというダン

トツ製品レベルを狙った活動ですが、ウエルチ氏によると「1995 年までは、儲

からない製品、GE で取り扱うべきで無いと判断した製品の選択と、IT が進化

した情報化が進化した時代に、本社や事務所でつまらない資料や会議を行う仕

事は辞める。したがって、この種の仕事をする方は徹底的に省略し、リストラ

という構造改革と共に、付加価値を生む製造現場、または、顧客直結の販売や

新製品開発を行う業務に振り向ける」というものでした。6 シグマ自体は品質改

善の手法に過ぎないわけですが、GE 社でウエルチ氏が活用した内容は、モトロ

ーラーが開発した 6 シグマを経営戦略の形で使い、次世代経営トップ教育の題
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材にした点が特徴的な内容です。要は、多くの企業が真似て導入し、余り成果

を得なかった。担当者に研修を丸投げして、統計遊びということで資料づくり

や発表会中心の活動にさせなかった点に我々は注目すべきです。
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ウエルチ氏は経営の意思を伝えるため、まず、6 シグマ導入で GE の収益がどの

程度増すか？をシミュレーションし、ブラックベルト以下の資格設定をベース

に顧客志向の製品開発の在り方を自らトップ教育を進めながら、GE の製品づく

りと販売に的確な意志決定や活動をするキーパーソンの選択を進めました。こ

の詳細はウエルチ氏の著書「我が経営」に詳説（日本語訳の著書も出版）され

ています。ここで、この活動の詳細は著書を紹介する程度に致しますが、図 2-77
の実践例のひとつという内容です。

GE の例は巨大企業の取り組みです。そうなると、「ダントツ製品戦略の展開

は国内の大手企業に限った対策の紹介なのか？」と誤解されそうです。そこで、

国内で急進展する中小企業の事例を紹介することにします。

① 今治の七福タオルの取り組み

一般的な見方をすると、「繊維業界の一部分野であるタオルの生産・販売は斜

陽産業の例であり、中国に押される産業となり、撤退分野である。問屋販売で

は、良品生産は当たり前、常に安値でたたかれるだけ！」という説明になるか

も知れません。しかし、図 2-79 に示した取り組みは全くこの例に当てはまりま

せん。

例にもれず、七福タオルのタオルも、かつて、問屋販売でした。だが、1978
年に 500 社ほどあったタオル・メーカーは 2008 年には 100 数十社にまで落ち

込みました。この渦中にあった七福タオルは、ダントツの吸水性を持つタオル

生産を行っていました。だが、他社同様に、どのように高品質でも安値抗戦に

押される状況でした。そこで、東急ハンズに製品を置く。さらに、ホテル仕様

ということで吸水性の高いタオルを独自・直接販売したわけでした。この時の

バスタオルの販売価格は一般品が￥2,000 のところ七福タオルは￥3,500 でした。

だが、品質の良さがお客様に認められて、飛ぶように売れました。また、この

時、七福タオルは、企業名と電話番号をタオルに PR したタグを付けました。す

ると、直接、お客様から七福タオルに注文と要求が入りました。やがて、この

状況は増し、七福タオルは市場直結型の生産に変化しました。要は品質のダン

トツ性がお客様に認められたわけでした。このような経過の中で、米国の見本

市に出展、やがて、ハリウッドスターが購入、スター達の口コミで販売を伸ば

すと同時に、デザインに対する各種の要求が七福タオルに舞い込むようになり

ました。七福タオルの製品は、吸水性以外に、色染めした縦糸と横糸を用いた

織り込みができます。他社は、縦糸は白糸、染色した横糸を編む方式です。だ

が、七福タオルの製品は、これよりデザイン性がはるかに優れるため、更に、

市場と収益の拡大となりました。生産管理的に七福タオルを見ると、問屋とい

う仲介業者をカットした顧客への個別直接販売となります。中間マージンは不

要、問屋に抱えた在庫の引き取りや急な発注対応は無い取引です。納期も問屋
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経由で無いため短納期、しかも、お客様との直接相談で新製品の開発～販売が

出来るという形態となります。

② 平田ブタの取り組み

図 2-79 の右側に紹介した平田ブタもダントツ品質＋ダントツ納期の具体例で

す。一般に、食品業界は激しい価格競争の渦中で生産者が収益確保に苦しむ状

況です。これで TPP に移行した場合、どの程度の食糧生産者が生き残れるか？

が課題になる状況です。だが、その構成は図 2-28 がひとつの解を示しています。

要は従来の物流形態が 5.21 倍もの価格高になるという実情です。確かに、JA
を利用した集配は物流・販売面で農家の負担を軽減してきました。

この問題に対し、平田ブタではパンダに似た高品質の金華ブタを直販店で販

売する方式を進めました。驚くことにブタ肉 100ｇが￥1,200 です。さらに、減

反で空いた土地に資料用の米を生産する戦略を展開したわけでしたが、米の産

地は山形、ブランド米を食べている金華ブタは肉質をダントツ化させる要因に

なっています。一般に、肉は売れない部分は安値で処理する、最悪の場合には

廃棄するという例が多い状況です。これに対しても、残肉を付加価値の高いハ

ムやソーセージにして歩留りという捨てる部分のゼロ化を進めました。

③ 秋田県、大潟村・涌井氏のあきたこまち販売

この例も品質＋納期ダントツ化対策で邁進する顧客直結販売で躍進中の例です。
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涌井氏は大潟村で減反政策に際して大変に悩んだそうです。もともとが、湿地

帯を開拓して米づくりの農業を招く政策の中で現地入りした涌井さんでしたが、

ようやく軌道に乗りかけた時に減反政策が発動されました。

他の地区であれば、農地を畑に切り替えて野菜や果物の生産という選択も可能

です。しかし、米以外に出来ない湿地では廃業の圧迫を受けざるを得ない状況

に陥りました。農業はオーガニックがキーワードです。無農薬で安全、安心の

対策ですが、膨大な手間が掛かること、販路の開拓が無ければどのようなダン

トツ化を進めても米は売れません。加えて、あきたこまちは新潟のササニシキ

などに比べブランドというレベルでは評価が低い対象でした。そこで、涌井氏

は農家を結集して無農薬対策と直販の努力を進めたわけでしたが、当時として

は農業関係者の直販はヤミ米の販売に匹敵する行為ということでかなり地域の

いじめに遭いました。しかし、勇気を持ち進めたこと、お客様の炊飯器を総て

揃えて最良の米の炊き方を工夫して伝える努力、独自に厳しい品質基準を設け

た仲間の農業指導を図っていったこと（現地の JA の評価では仲間の最低基準が

JA の最高基準だったこと）、さらには、お客様の要求で不洗米の生産要求に応

えつつ、この処理で余ったヌカからアルコール生産を行うといった取り組みを

進めました。現在、涌井さんの取り組みは農業関係者のお手本、国も推奨する

農業生産～販売モデルになっています。また、お客様と農家の双方に有効なビ

ジネスモデルは、やがて農家を襲う TPP への対策を示唆する活動の例となって
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います。

以上、3 点ほどですが、ダントツ品質・ダントツ納期の例を例示しましたが、

この種の例は、現在、毎月、テレビなどでも放映される事例の先端を切った例

として、また、生産管理の在り方を SCM というシステムの面で見直し、各社の

革新戦略を先へ進める題材になると考えます。

（３）全員ダントツ・モノづくり実現活動の見える化

製造業に「現状に留まるは悪となる」という言がありますが、全員参画の形

態をつくり明日へ向けて製造革新の階段を上る対策は極めて重要です。そこで、

以下、御社で、ある目標が定まったと仮定して全員でベクトルを合わせた活動

について、JMA の TP マネジメントによる展開図を利用して進める方式を例示

することにします。

① TP 展開図による全員参画改善の見える化

まず、TP：総合生産性ですが、これは次ページに示した算式で将来目標や高

まりの在り方を評価する方式です。

この方式は 1980 年末頃、世界的に有名になった日本の小集団活動がやがて衰

退期になりつつあったった段階で、日本の生産性向上を大きく進める新たなマ

ネジメント体系を作ろうという JMA の集までスタートしたプロジェクトで具
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体化された方式です。筆者は 1990 年に JMA に転職して TP 賞の審査員という

資格をいただいて活動を開始する頃には、もう、東京工業大学の秋庭教授を中

心とする審査員グループが体系化を済ませていて、TP 賞を出しながら企業と運

用研究を進める段階になっていました。筆者が TP 賞の審査員に抜擢された理由

は、企業在勤時代に行っていた桑部工場の躍進に筆者が大きく関与していたこ

とと、TP マネジメントを進める上で多くの改善手法を企業に支援する方が不足

していたためでした。このような経緯はさておき、以下、トップダウン＋ボト

ムアップ対策を図り、全員参画と共に、一人ひとりの活動をムダにさせない見

える化・工場革新方式を紹介することにします。

TP マネジメントを具体的に展開するためには、図 2-81 のトップに記載した

毎期の経営予算の明示が必要です。これを手順１として以下、展開内容を紹介

することにします。

【手順１】 総合目標の明示：

毎期の経営予算を記載する。なお、この予算の内容は上に記載した品質、

コスト、納期などをバラバラに設定するのではなく、総ての項目を挙げ、今

期の達成目標の形で記載する。

【手順２】 目標展開

   「上から下まで火の用心」というお題目管理や、関係者がバラバラの活

動にさせないため、予算を基にした総合目標を各製造プロセスや部署に、
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イメージとしては、上から下に展開する。同時に、展開された部門では、

解決すべき問題や課題、達成目標などを見積もり、今度は下から上に積み

あげて、総合目標の達成状況を見る。このような内容を数回行い、トップ

ダウン＋ボトムアップの融合化を図る。

【手順３】施策の抽出と施策ガイドの提示による目標達成シミュレーション

各部門に展開した目標や課題が出そろい、いよいよ改善や対策活動に入

る段階になると、スピーディーで効率の良い手法の提供が必要になります。

この対策のためには、横軸に部門と課題や個々の達成目標値、縦軸に図 2-81
の右端に記載した施策ガイドという文字で示された最適の問題解決手法を

並べ、マトリックスをつくります。このマトリックス上で個々の施策を置

き、経営目標達成シミュレーションを行います。

【手順４】全員参画改善活動の実践

   この手順は、個々の施策対策活動そのものです。

【手順５】成果の集計による目標達成状況のフォロー

   手順３までが Plan とすると手順４は Do という活動、手順５はフォロー

アップによる総合目標の達成管理です。

TP 展開図の運用の詳細は既に URL：qcd.jp の無料文献コーナーにアップ中で

すが、特長として、(ｲ)総合目標達成状況を「見える化」する。(ﾛ)一人ひとりの

活動の貢献度や進捗を、努力をムダにさせない形で引き出す。(ﾊ)職場や階級の

差に関係なく、問題や改善に有効な支援や連携も、この図を用い、目で見る管

理で運営するという方式です。

では、この TP 展開図の運用に参考になりそうな要件を挙げ、多少の解説を加

えることにします。先に TP マネジメントでは、総ての経営指標を統合化すると

いう算式を紹介しましたが、図 2-82 は総合生産性に関するテーマの扱いを、イ

メージという形で例示した内容です。安全対策は定量化が難しい例ですが、こ

のように感性に似た内容を定量的なデータに加算して図化すると、経営陣がど

のように問題をとらえ、改善～対策に期待を持っているかを示すことができま

す。また、優先度までが図化されていると、早い解決に努力を注ぐ基盤になり

ます。

もうひとつ、「TP 展開図に示された各テーマがどのような関連になっている

か？」について、マトリックス化する意義を解説することにします。図 2-83 で

すが、これは、「どのように小さいテーマでも、１つの施策を進めることが何に

つながるか？」をイメージで示した図です。この図は要点だけを記載した図で

すが、お客様のため、仲間と自分のため、企業収益向上と工場革新に各テーマ

がつながっていることを目で見て判る形で示すガイドです。実際の TP 展開図に

は、この種の内容を加えるため、企業により多くの変化をします。このため、
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その個々の内容の記載はここで省略させていただきます（なお、このような図

化にご興味を持たれる方は、また、お手数になりますが、URL：qcd.jp の無料

文献コーナーに紹介された事例をご参照願下さい）。
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さらに図 2-84 は TP マネジメントのステップと ISO9000 の規定 2.3 を比較し

た内容です。ご覧いただくと明白ですが、品質マネジメントシステムに先行し

て創設した TP マネジメントの手順がそのまま生かされた形で品質向上に全員

参画を促す内容を記載しています。この種の手順はどのマネジメントのステッ

プでも似た形です。そうなると、読者の皆様には、既に日本で確立した、実績

も多い TP マネジメントのステップをそのままご利用願うことを推奨したいと

考えます（他にも、バランス・スコアー・カード方式など似た図化法が提唱さ

れています。）

② 目に見にくいボトムアップ問題の吸い上げ

「企業は人なり」という言がありますが、この教えは経営トップに有能な方

を得れば事が足りるという内容だけではありません。まず、企業は従業員のた

めにあり、従業員も皆様の努力によって支えられていることは、ここに説明す

るまでも無い内容と考えます。加えて、経営改善を進めるには決まった段階が

あり、ここへ実務を担当する従業員の方々の共感と努力を集める策が必要です。

そこで、生産管理の皆様にも知っておいていただきたいボトムアップに位置す

る問題の吸い上げ方を紹介することにします。

まず、図 2-85 ですが、これは工場が進展するステップです。工場には 5M と

いう活動要素があることは既に紹介済みですが、効率よく工場体質を高め、ダ

ントツ化を進めるためには、5M をベースとした活動レベルの手順化が必要にな
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ります。

特に全員参画で工場体質向上を進めるには、人心をひとつにまとめる必要が

生じます。図の Men & Women のレベルの強化です。図に記載したように、何

のために工場改善を進めるのか？合意と納得をするに足る行動理念や方針、中

期経営計画の提示が必要です。さらに、この種の内容が製造現場や事務所で働

く皆様が抱える問題や悩みなどの解決に直結していると、従業員の理解と共感

を得るだけでなく、自主、自立的な改善が信じられない程のパワーで進みます。

「このような環境を“やる気の集団”というわけですが、どの方向へ工場トッ

プと生産管理スタッフの皆様が導くか？」が、その上に位置する Method レベ

ルです。企業は仕事の質と効率が品質・納期・原価などの経営指標を高める題

材です。そうなると、徹底的に仕事の方法に改善を加え、ムダ排除の名で知ら

れる理想－現状＝改善ギャップの思想で一流化へ活動を向ける必要が生じます。

これが進むと、仕事はノウハウの段階から計量化のベースに移る必要が生じま

す。これが Measurements の段階です。品質管理ならポカヨケの利用によって

人が注意しながら仕事する内容から解放する。生産管理なら、各種の基準やバ

ーコードなど標準化したツールを使って間違えなく簡単な仕事を進めるといっ

た、もう一段上のレベルに入ります。このレベルが進化すると Machines の概

念に代表される設備化や IT 化で数種の仕事を処理する段階となります。製造現

場では自動化、生産管理では生産計画のシミュレーションや最適化、現場への

生産指示の自動化や実績データの自動収集から解析や管理資料の自動作成、異
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常を早急に関係者に報せて先手管理でリスク軽減を図るといった段階です。そ

の上は製品そのものや、製造方式を大きく変革させるレベルです。以上、工場

が発展するステップを効率よく進めるために 5M で示した段階の存在と活用方

法を示しました。

「では、現場の問題、本音をどのように集め、見える化改善に向けるか？」

といった対策法に話を移すことにします。図 2-86 はその種の取り組みステップ

を手順化した例です。

この方式は、まず、工場革新内容を経営トップが出し、それに向かった意見

集約のために行う例です。先に解説したように、全員参画を前提にした対策に

当たっては、個人的な悩みや問題は別にして、物づくりの現場で仕事をする上

で、困っていること、こうすべきだと考える意見やアイデア、他部署やお客様

から工場に寄せられるご意見や改善要求など、関係者が仕事を進めると必ず発

生する問題があるとします。この種の問題は、工場としてはいつか、出来れば

早く解決すべきテーマです。そうなると、「その種の問題や改善希望などを改善

要求ということでまとめ、図化して行こう」という対策に KJ 法的な図化法を使

います。この手法は各種の小さい問題や改善希望をジグソ・パズルの考えでま

とめる手法です。図には作成イメージを記載しましたが、その手順と体系化、

さらに、工場革新計画と結びつける方式は図 2-87 に示したイメージとなります。

手法を適用する際の詳細は次のページに添付させていただきますが、読者の皆
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様には、この種の対策が必要な時に、ご利用をお願い致します。

【事例の紹介】次ページの KJ 的図化法を進める手順と事例紹介について

この種の図表化は今も多くの企業で活用し、成果を得てきた手法であり、今

も、トップダウン＋ボトムアップ改善を希望される企業の依頼が多く、利用が

多い手法と対策内容です。次ページの図はその例ですが、生産管理システム構

築の時に使った例です。要点だけをまとめたものですが、ご参考いただければ

幸いです。

★注釈：201 ページから 206 ページの 5 枚は資料追加のため、ページの

記載を省略します













207

第３章 生産管理スムーズ化に必要な要件の整理

第 3 章では、生産管理の中では、いわゆる狭義に当たる工場の『工程管理』

に対し、実務的な内容を解説することにします。

３－１ 生産管理と工程管理

（１） 広義の生産管理と狭義の生産管理

以下、再度の説明で恐縮ですが、ここまで解説してきた経営全般に関与する

広義の生産管理と工場の日々管理に当たる狭義の生産管理に当たる『工程管理』

の関連を解説します。また、以下、生産基盤となるスムーズな生産遂行に必要

な環境整備要件である標準時間の設定と管理、さらには、ネック工程対策を中

心に解説することにします。

図 3-1 をご覧下さい。これは、講義の生産管理と狭義の生産管理の関係を図

化したものです。

この図で言いたいことは、講義の生産管理が外部調達や販売に関与する在庫

管理と物流から、開発設計やキャッシュフローという経営管理全体に及んでい

るのに対し、工程管理と呼ばれる狭義の生産管理が範囲を工場に限定して日々

の日程計画などの詳細な管理を行う範囲に限定されている点です。また、ここ

では、現状の実力を配慮した徹底期にムダの無い工程計画を日々予算で策定す

るという仕事が中心になります。さらに、「計画通りの生産が、工場における、
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人・物・設備・・・時間や情報などを駆使していかにムダの無い生産を遂行す

べきか？」という内容を意味する関係上、最適の生産計画を生産計画の策定＝

最良の予算編成の視点としてスタートすべきことになります。これに加えて、

工程管理の仕事には、P-D-C という管理の輪を回しつつお客様の納期に合わせ

た製品提供を行う活動を進める活動があります。この、広義の生産管理と、狭

義の生産管理：工程管理の関係を図 3-2 のように表現する例があるのですが、

この図は先の内容を違った記述で示した例です。

生産管理を生産管理システムという ITなどを中心に進める関連部門と構成す

るネット的な視点で広義：狭義の生産管理の関係を見ると図 3-3 に示したよう

な構成になります。この種の表現方法には、多くの方式があります。また、多

くの表現法がある理由は、工程管理が多くの局面と他の経営管理活動と多くの

連携が必要なためです。では、その実情がどのような関連になっているかを見

て行くことにします。

図 3-4 は「経営方針という大きな概念を基に、物づくりを業とする企業の活

動と工程管理に代表される日々の詳細な P-D-C 活動がどのような関係になり展

開されて行くか？」という内容を図化したものです。マクロ経営管理という左

側の内容は戦略や概念に関するものです。しかし、この内容は、各社で各様で

す。そこで、ここでは、左側の枠内の工程管理に話を移すことにして、大日程、

中日程、小日程という３つ業務の解説に入ることにします。
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一般に、大日程計画は 3 ヵ月先の生産計画策定を意味します。3 ヵ月あれば、

例えば、生産量が増加する場合、人を雇用する。多少の設備改善やレイアウト

改善を図る。また、生産縮小の場合、他の工場で生産していたものを移す。他

社応援や協力会社の仕事を吸収したり、新製品への切り替えの準備などを進め



210

る準備と余裕などが実施できるためです。次の中日程計画は 1 ヵ月程度の計画

策定を意味します。ここでは、差し迫る生産対応に対して、残業の有無、応援

や緊急配転などの指示・伝達による各部門における各種の準備の実行が必要な

ため、また、その状況を関係者に報せるために作成します。このようにして、

いよいよ日程が迫ってくると、日々計画に移ります。ここでは、日々の生産に

対する指示（Plan）となり、活動（Do）、日々のフォローアップ（Check）と日々

計画達成のための各種調整を図る実務が展開されます。

ここまで、広義の生産管理と狭義の生産管理：工程管理の関係について、経

営活動との関連で解説してきました。では、工程管理の詳細に話を移すことに

します。図 3-5 をご覧下さい。この図は工程管理という仕事の詳細を示したも

のですが、Plan という計画内容をご覧いただくと、多くの項目を題材に生産計

画策定に当たる必要があることが判ります。また、生産統制という Do：計画実

行の段階では、現状の力量や各種の条件を事前検討して、出来るだけムダの少

ない内容で生産計画を実施して行く必要が生じることが判ります。

生産計画では、「計画通り遂行」が重視されます。P-D-Cシステムは計画÷実

行＝１に限りなく近づける全員参画活動です。その理由は、もし、未達の問題

があれば次の生産計画時には、その種の問題を解決しておくことが重要になる

ためです。特に、設備故障や不良や手直しの発生、作業者による作業達成時間

のバラツキ、部材が時間通りに届かないことによって生ずる小さなムダも積も
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れば山になるという状況などは、重要な改善の対象項目の例です。改善を終え

ないと、計画が出来ても遵守面で信頼性が低くなり、計画策定～指示の権威が

失われます。当然、これは混乱の対応に追われる状況を意味しますが、この種

の問題が大きくなると、生産現場では、図 3-6 の右下に示した「なり行き管理

＝無計画な生産遂行」になります。特に、ここで問題となる事項は、生産現場

では収益確保を理由に、仕事のし易いものを生産する傾向を誘発することがあ

ります。そのような状態に陥ると、手間の掛かる仕事を後回しにして見かけ上

の生産効率数値を挙げる行動が起きがちです。しかし、この種の活動は問題で

す。お客様の納期順守を乱すためです。そうなると、何としてでも、工程管理

部門が音頭を取り、工場全体のバランスを見て製品生産を行う計画を作り、現

場に徹底する責務を果たさなければならない行動となります。この種の対策に

当たり、工程管理部門としては、物と情報を一体化した動態管理という環境の

中で、計画の進行度合いを見る。また、生産上の異常の兆しをつかんだら即座

に対策を指示して行くという取り組みに活動の大変を置くことが必要です。IT
化が進んだ現在、管理システムを利用したアラーム対策が工程管理業務のスム

ーズ化の武器になるはずです。また、製造現場では、ムダな生産をしないため、

カンバン方式のような『作り過ぎ防止を図る』現場・現物を自律管理する方式

の活用の適用が必要になります。以上、工程管理を日々、製造現場の場で展開

する内容を解説しましたが、その要点は図 3-7になります。
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（２）工場における工程管理部門の位置づけと業務

工程管理部門は、他の間接部門と同様、工場の製造部門をつなぎ、連携を図る

管理業務を担当する部署です。このため、部署は、図 3-8 のように工場長のス

タッフに位置づけられてきました。
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工程管理の仕事は、各工程で製造そのものを行わず、工程間をつなぎ、調整を

取りながら P-D-C 管理を工場全体の視点で指示と管理、統制を図る仕事です。

具体的なの業務は、工場における生産計画を策定した後、どの工程で、何をい

つまでに、どのような順番でつくるか？を指示する仕事です。なお、このよう

に工場全体を見て策定した計画を、各工程やラインの長と調整して計画通りの

仕事の遵守へ向ける仕事を、生産管理では『生産計画展開』と言います。した

がって、この仕事が計画通り進んでいるか否かについて、工程管理部門では、

常に一元化した環境で最新の情報をつかむ。多少とも異常が発生しそうな場合、

先手管理の考え方で工程間の調整を図る。その結果をフォローして行くという

仕事を進めることが重要です。

製造現場の状況は常に変化するため、多くの企業では、工程管理の仕事は 24
時間勤務、休日も枕を高くして寝られない仕事になることがあります。かつて、

筆者もこのような部署で実務に当たったことがありました。さらに、設備保全

の仕事の管理まで担当しました。こうなると、正に「24 時間×365 日稼働の仕

事が続く」という状況でした。このような場に立たされ個人の仕事を楽にする

対策は、①IT 化と共に、工程管理業務とそれを受け持つスタッフの実力を向上

させる。②計画の実施は信頼に足る各工程の現場管理者なので、こことの人間

関係と情報のパイプを太くする。同時に、関係者には自力で現場管理力強化を

願うことに加え、③故障や不良発生や、予定の生産時間（標準時間）を確実に

遵守するために必要なトラブルなどの発生防止のための現場力向上をはかる、

といった内容の達成を図る以外にありません。そこで、対処したわけでしたが、

幸い、筆者が関与した工程管理業務で、この対策技術を持っていたこと。また、

素晴らしい能力を持った方々との出会いがあったため、①～③の対策が進み、

短期間で多忙から解放されました。

どのような優秀な生産管理 IT システムを完備しても、結局は、その種の技術

手段を駆使するのは人です。そうなると、工程管理という仕事の大半は、先の

①～③の内容に、人と技術向上手段、資金投入が図れるか？が重要いなります。

なお、工程管理部門が改善を直接進める例は少なく、この種の問題を数値化し

て示し、関係者のベクトルを合わせた活動を支援して行くことが重要な役目で

す。

話を本筋に戻すことにします。工程管理部門の業務に対し、既に、ITが今のよ

うに進展していない時代から、図 3-9 のような内容がガイドされてきました。

図の右上は生産管理の重要な要件です。要は、あらゆる資源を駆使して、お客

様が必要とされる製品を、要求通りにお届けする。同時に、収益確保という企

業ニーズに貢献する内容です。また、右下は、このために必要な要件を記載し

たものですが、工程管理という仕事をする上で考慮しなければならない事項を
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例示した内容です。そして、図の右側が生産計画の策定に際して行うステップ

です。生産計画策定は、中長期の見通しに立って策定して行くわけですが、中

長期の生産改革はあくまで 3 ヵ月後がどのような生産環境になるか？という見

通しのための資料づくりです。その後の実際の生産に迫ると、当然、各種、市

場や製品ライフサイクルの変化、さらには、企業の戦略の変更やお客様、さら

には、ライバルなどの状況などが変わります。しかし、3ヵ月先の生産計画策定

に当たっては、ある程度、この種の内容を織り込み、生産変動も考慮して、先

手管理の考え方で、各種リスクを図っておくべきです。

その後、3 ヵ月の中長期の計画から、1 ヵ月計画、さらには、日々計画となり

ます。そして、最終的に、計画をつくり、実施し、出来上がった製品の販売～

その内容の良否や改善点を生産統制における日々計画に移ります。ここでは、

フォローアップの内容を評価検討して、更なる高みへ向かいう活動を進めます。

なお、この一連の活動が、シェアーと利益の拡大という経営効果を得る活動に

直接つながっていることに、もはや、ここで再度の説明は不要と考えます。

特に、日々計画による生産の実務では、このような生産計画策定～実行～フ

ォローアップという一連の仕事には、図 3-10に記載した右側の具体策の展開が

必要になります。要は、「誰が、どこで、何を、いつまでに、どの程度つくるか？」

という項目を、個々の製造現場に合意を得る形で提供するという仕事です。し

たがって、ここでは、各部門の意見や問題、希望や部門間にまたがる問題の明
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示から対策が必要になります。要は、工程管理部門の仕事としては、この種の

要件を組み入れ、工場に１つの生産計画に対し、全員が遵守して活動と共に、

ムダを極小化する。また、全員の持ち味や実力をフルに引き出す努力です。

ここで、生産計画策定の裏面に重要な活動があるので追記したいと思います。
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それは「攻めか？守りか？」といった行動様式です。表 3-1はその状況を示し

た例ですが、読者の皆様には、常に、攻めの活動を推奨したいと考えます。し

かし、実務では、常に、理想である攻めの活動が取れれば良いわけですが、諸々

の事情で一部が受け身的になる例が発生する状態が、時に、発生する例があり

ます。また、工程管理業務が生産管理業務の一部である以上、工程管理部門の

皆様には、「未来を切り開くリーダーの部署で仕事をする工程管理部門の方々に、

工場関係者が大きな期待をしている」ととらえ、表に記載した右側の攻めのウ

エイトの増加を期待することにします。

（３）生産管理レベル（自己評価）

物づくりを行う生産技術のレベルの存在と評価については先に図 2-1を用い

て解説しました。例えば、同じ物づくりを行う産業において、不良や故障を出

す物づくりよりゼロの方が生産技術レベルは高く、その間に技術向上のための

ステップとレベルが存在します。生産管理に関与する製造現場の対象項目は表

3-2 のようになります。さらに、マネジメントでは ISO9004 が品質管理レベル

の 5 段階評価が提唱されています。このため、ここでも、生産管理という仕事

を行った結果、製造ラインのレベルを評価する項目を表 3-3 に例示することに

しました。

このように、どのような仕事や活動にも世界最高レベルを定めると、以下、そ

れに達しない仕事はレベルを定め、工程管理の仕事は評価されてきました。工
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程管理という仕事は、仕事の進め方と、仕事を進めた結果得られる要件、すな

わち、工程管理業務のアウトプットがあります。前者は企業と各社・各工場の

製品事情に固有であるため、ここでの紹介は割愛させていただくことにします

が、ここでは後者の要件について生産管理レベル評価だけを表 3-4 に例示しま

す。この種の指標の多くはラインや工場間の比較、さらに、時には他社比較が

可能な項目です。
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例えば、表 3-4 の No.1 の生産リードタイムは「工場に投入した材料がどの程

度の時間で製品化されるか？」といった比較です。このため、例えば、X 社に

おける製造ラインの比較や、数工場持つ企業では、工場間の納期比較などの評

価や改善に使います。No.2 の資材調達期間は、A 社に注文した製品の納期と B
社に注文した納期を比較する例がありますが、No.1 の比較を社外に適用する例

です。しかし、No.7 の直効率は他社の情報が入手できない環境では比較が困難

な指標です。直行率は材料の投入から製品化の間で不良や手直しといった品質

面のトラブルが全く無い状況で流れて行くか否かを評価する方式です。この種

の内容は製品の流れを分析して実態を把握した後、工程管理部門の立場で活用

する場合、「もし、そこに品質上の問題があれば、最高スピードで流れるレベル

を目標に定めて、関係者に改善を求めて行く」といった扱いをします。

以上、現場や経営管理上で工程管理部門が関与する項目とレベル評価の内容を

解説しましたが、これに関する、筆者の体験談を紹介することにします。

対象は自動車の鋳物製品、足回り部品の生産リードタイムに関する内容でした。

それこそ、30 年以上の前のことですが、日立金属㈱時代に 10 工場に対し、主

要製品を定め、1品づつ聞き込みして製品の入り口から出口までを工程分析しま

した。当時、自動車鋳物は 35日を要する状況でしたが、熱処理がネック工程で

した。鋳造した製品を冷却、再加熱して金属の特性を出すという製品は、熱処

理の関係でバスケットつめした後、異なる製品の熱処理温度に応じてまとめた

処理が必要だった（製品毎の要求特性に合わせる）ためです。事実、当時、熱

処理の前の仕掛り置き場に山になった状況で熱処理を受ける中間財が待つ状況

でした。熱処理特性だけなら良いのですが、バッチという、まとめて処理する

熱処理炉の熱効率も関与していたため、このような仕掛りの山と長い製品リー

ドタイムでした。過去、誰もが、このような実態は変更できない金属工学上の

制約と考えてきたわけでした。だが、データ化して各種の分析と共に、経営的

にもかなり改善が必要な状況でした。そこで、筆者が提出したレポートがトッ

プの意思決定に関与し、「熱処理を不要とする鋳物製造プロセスのため、鋳物研

究所を創設してでもチャレンジする！」いう方針が出されました。当時、省エ

ネルギー対策も経営の重要課題でした。そこで、熔鉄にマグネシウムを投入し

てマリアブル化するという海外の技術導入が図られ、5年間の研究の結果、製品

化が具体化しました。以降、熱処理は不要、工場の中央部に大きなスペースが

生まれると同時に、生産リードタイムは 8 時間という信じられない内容に変化

しました。

その後、筆者は、この成果を横目で見る形で、磨き棒鋼の工場に転勤となり

ました。仕事は生産管理システムの構築でした。同時に、生産管理の仕事も兼

務したわけでしたが、ここでもリードタイム短縮の必要からバー材引き抜きの
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ため協力会社へ依頼していた材料の酸洗いの省略を願う状況になりました。こ

の対策は工場における独自の製造現場の研究だったわけでしたが、数か月の苦

心惨憺の結果、酸洗い工程は見事に省略となりました。また、この工程はコス

ト面でも大きな負担になっていました。だが、攻めの工程管理という発想が無

ければ、はっきり言って「馬鹿げたアイデア！」という程度の扱いで無視され

ていたと思います。以上、筆者が直接、または、間接に関与した『攻めの生産

管理』に関する体験談を紹介させていただきました。

現在、多くの企業で多数の技術革新が進んでいますが、工程革新の事例を紹介

することにします。例はインクスの取り組みです。この企業の努力は、2002年

に IT 革新として NHK から報道されました。その内容は、かつて、「ベテラン

を要して最短で 40日を要する携帯電話生産を 10日にした」という快挙でした。

山田眞次郎社長の努力です。山田社長は大手の企業におられた時、米国の工業

展で光造形を見て「これからの金型づくりは変わる！」という発想を得たそう

です。しかし、会社へ帰り関係者の説得に当たったわけでしたが無視されまし

た。このため、山田氏は独立を決心、インクスという企業を創設、携帯電話の

製造リードタイムの短縮を進めました。この時、定年になったばかりの匠に若

手エンジニアを密着させて匠の技能に工程分析を使って分析しました。その例

には、金型の押しピンの精度が「しっくり行く」という内容を「3ミクロンであ

る」という定量・デジタル化を進めた改善がありました。この種の解析を積み

上げた結果、次に製作する新金型は、このデジタル・データを駆使して製作可

能にしたため、短期間の製作になりました。この時、この仕事に力を尽くした

匠は「もう、私の伝承は終わった。ようやく定年後の自由な生活に入れる」と

言われ、会社を去ったとのことでした。その後、インクスでは、この解析結果

を IT化して 10日の生産を実現させたわけでしたが、ここには、生産技術の IT
化と共に、協力会社の加工設備をインクスで遠隔、生産管理するシステムも運

用しました。その結果、翌年の 2003年には、携帯電話製作リードタイムは 3日

に短縮されました。だが、さらに、脅威的な活動は、2007 年に 46 時間にした

努力です。かつて、金型は切削してつくるのが常識でした。だが、光造形を中

核に、金属粉末にレーザー光線を当てて製作する技術が適用されたためです。

「技術革新という仕事に生産管理部門の方が直接手を下して行くことは稀では

ないか？」と思います。しかし、この種の開発に火をつけるデータの提供は可

能です。また、「この種のデータを提供するには工程管理システムのデータが最

も有効な内容を持っている」ということを、ご関係者にご理解願いたく、ここ

に実例を紹介しました。
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３－２ 工程管理に必要な標準時間と工程タイム

標準時間（ST：Standard Time）の活用と設定は、１つの製品生産に掛かる

時間を意味します。この標準時間の活用は、工程管理上、生産計画の策定～フ

ォローを実施して行く上で欠かせない要件です。一般に、「標準時間をどのよう

に設定するか？」という仕事は IE（Industrial Engineering）の範囲であり、

IE スタッフ、または、設定法の訓練を受けた現場管理者の仕事の範囲です。そ

こで、本書では、工程管理上、直接関与する、その活用を中心に、活用意義や

活用の注意点などを解説することにします（設定に関する詳細は URL：qcd.jp
の無料文献サイトに掲載している『IE 手法』をご参考ください。本書はグーグ

ル検索で 1 位なので、直接 IE 手法と入れても検索ができます）。

（１）標準時間と生産管理

工程管理上「標準がなぜ必要か？」という極めて基本的な内容から説明を開

始することにします。図 3-11 はその状況を示したものですが、標準時間が無か

ったら、勢い勘に頼った生産計画となります。工程管理ではこれをどんぶり勘

定と言いますが、仮に、個人がバスや列車などを使った旅行をする場合、時刻

表が無い状態で旅行スケジュールを決めるような状態になります。行き当たり

ばったりで旅を楽しむ方なら、それでも良いかも知れません。
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しかし、企業で行うビジネス界における旅行は、例えば、目的地に○○時まで

に到着しなければならないという責務を負っています。そうなると、許される

特別な理由が無い限り、時刻表に載っている経路と時間を見積もり、そこに発

生するリスクなどを考慮して計画を立て計画通りに移動して、納期という決め

た時刻に到着する必要があります。この例は、工程管理という実務を進める上

で極めて重要な内容になります。では、再度、図 3-11 をご覧下さい。

標準時間は 1 個の製品を該当する工程で生産するに要する時間です。ここに

生産数を掛ければ、必要量を生産する時間が算定されます。工程管理では

［標準時間］×［生産必要数］＝負荷工数または時間

と言います。また、仮にある工程で、この計算が 1 日の生産能力、例えば、8
時間労働の場合、生産に投入可能な時間を次のように計算して算出した能力を

超えた場合、「1 日で要求された生産量の達成は無理である」となります。

［生産に投入可能な時間］×［稼働率］＝生産能力（実・生産対象時間）

［負荷工数または時間］÷［生産能力（実・生産対象時間）］＝１？

逆に１以下であれば、「余裕がある」という状況になります。このことは、ビ

ジネス旅行（出張など）で、約束の時間に間に合うか否か？という状況を判断

する内容に相当しますが、生産計画の場合、生産可能かいなか？納期通りに必

要量（又は、数）が製造可能化否か？を意味します。同時に、この決定を勘と

経験で「エイヤ！」とやった結果、後日、大問題を起こしたり、逆に、無意味

な空き時間が埋まれ、あわてて活用法を探しても無かった、ということになる

と、工場内で「時は金なり」という事象と共に、人や設備が使えるのに、ムダ

に遊ばせてしまったという状況になります。

このように、『どんぶり勘定』という管理に対し、標準時間管理は、まず、計

画段階から多くの問題を発生させるわけですが、それ以降の計画実施、さらに

は、フォローアップの時にも大きなムダと問題を発生させる危険を防止する基

礎資料として重要な役割を果たします。実は、標準時間の活用は、1900 年に入

る前に F.W テーラーが科学的管理法の適用として提唱してきた対策法です（本

書では図 1-23 と共に解説済の内容でした）が、ここでは、あえて、工程管理と

いう仕事を進める上で標準時間の活用意義の重要性を解説しました。

（２）標準時間の構成と設定

では、工程管理という仕事を進める関係者が知っておくべき標準時間の構成

と設定に話を移すことにします。図 3-12 が『標準時間の構成』と呼ばれるもの

です。後の解説になりますが、標準時間は仕事の手順を科学的に解析しつつ、

その達成に必要な時間を設定します。しかし、これに偶発的に発生する要件が

加わり、これを余裕率という形で付加します。
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観測正味時間（改善後の手順に国際ペースで評価した時間）×余裕率

＝［標準時間］

標準時間管理では、行事や停電、工事や研修会など、生産に寄与しない時間

は生産に使えないので、除外します（標準時間を適用する範囲に入れない）。入

れると、残った時間で無理して生産達成を要求することになるためです。この

ように、生産に直接投入する時間域で標準時間が適用されるわけですが、例え

ば、組立や加工などの仕事の場合、ちょっとした時間ですが、部品や機材の到

着の遅れ、指示伝達や打ち合わせが必要な仕事、夏など、暑い日に汗をぬぐう。

寒い日に暖房機で手を温める。集中したり、高熱現場で行う作業に疲労回復に

必要な時間が偶発的に発生することがあります。この種の仕事の存在と時間は、

正味作業に余裕率という形で加えるという対処が標準時間の構成です（なお、

この偶発的な余裕率の設定は、IE 手法の専門的な内容になるので記載を省略し

ますが、ワークサンプリング法という IE 手法をつかって設定します）。

以上、この構成で設定された時間は、設備を使った時間設定では『精度』と

いう言い方をしますが、「特別な理由が無い限り、列車の時刻表のように信頼し

て守る」ということが、仕事をする側と工程管理関係者の契約のような取り決

めの形で運用されるため、標準時間の正しさの程度に対し、製造現場では『信

頼性』という表現を使います。

では、次に標準時間の設定法について、稀ですが、工程管理部門でもネック
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工程の管理などは、現場で立会い関係者と共に測定する例があります。そのよ

うな時、最も使われるのがストップ・ウオッチ（SW）法なので、ここでは、図

3-13 を示し、SW 法を紹介することにします。

上に示したように、まず必要なことは「標準時間はなぜ必要か、何のため想

定するか？」について実務を担当する方に、正しくご理解願うことが前提にな

ります。その理由は、第 1 章の図 1-24 で紹介した『ST カット』問題を避ける

ためです。また、生産管理部門や企業としては出来るだけ少ない生産時間であ

って欲しいと思うわけですが、作業者にとっては「時間で人をしばりつける」

という誤解や解釈を避けるためです。

このような配慮を加え、ベテラン作業者を選定して通常ペースで仕事を願い、

ビデオ撮りします。ビデオは観測者と被観測者が見て、その部署を担当する職

長の参画と共に、改善点があれば改善します。標準時間：ST 設定に使うビデオ

には時計機能がありますので、仕事の達成に関与する正味時間は、最終的に決

めた手順を撮影した測定値を使います。しかし、偶発的に発生する余裕率対象

の仕事でビデオ撮影する方式は使いません。仮に、使う場合はワークサンプリ

ング法という瞬間観測による方法に従って測定する程度であり、一般的な設定

は、期間を決めて、現場で紙と鉛筆を用い、ランダム時刻表というワークサン

プリング法で定めたルールで測定します（詳細は省略します）。これで、観測が

終わったので、先ほど測定した正味の作業時間に、その日の生産量を掛けて、1
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日の間に生産に投入された値を計算します。1 日の生産に要した時間は、別途、

日報などからデータを得るわけですが、余裕率はワークサンプリング法と共

に％の形で提供されます。そこで、図 3-13 では時間値に換算しなおした例を記

載しました。なお、一般に、ワークサンプリング法を行う目的は余裕率設定と

改善案の発掘の両者です。したがって、その内容に従って、当然、行うべき改

善を進め、時間値に換算した時間値を評価し直します。ここ手順で実態が判り

にくい余裕率が『疲労余裕』です。疲れているか否か？がビデオやワークサン

プリング法では判定できないためです。そこで、この評価には、別途、専門的

に専門機関が測定した RMR：エネルギー代謝率の表を利用しながら、対象作業

の疲労回復を余裕率という形で評価します。以上、総て、科学的な手続きを経

て標準時間の設定を行うという手続きが SW 法による標準時間の設定法です。

では、図 3-13 の説明の際、加えると複雑になるため省略したレイティングに

ついても説明することにします。図 3-14 は作業のペースに作用するレイティン

グの設定内容と作業ペースを左右する要件を記載した例です。

仮に同じ仕事の手順でも、仕事を担当する方が何らかの理由でゆっくり進め

ると、時間は長くなってしまいます。そうかと言ってスピード作業を強制する

ことは労働強化を強いる危険が発生します。このような問題を対策するため、

正味作業に関して、国際的に、「通常の作業者なら、また、定められた手順で、

適正な余裕率を与えられた環境下で仕事を進め、疲れないペース」が定められ



225

た数値がレイティングです。なお、鉄鋼や建築のような大きな対象を扱う仕事

と、ラインなどで座って組立作業を行う対象では仕事の性格が異なります。そ

こで、前者には MTM 法による国際的な作業ペース、後者には WF 法による国

際ペースが使われてきました（MTM ペースに対し、WF ペースは 25％早い速

度ですが、企業として何を使うかは、各社で設定、自由に選択ください）。

工程管理の方々にレイティングを紹介した理由は、生産計画が実施された時

に行うネック工程の管理が時々必要になるためです。ネック工程では標準時間

で定めた生産遂行が予定通りなら、工場全体に及ぼす影響も納期遅れの心配は

少ないわけです。だが、作業を担当する方の健康や心理作用が関係して作業ペ

ースが遅れると問題になる危険が発生する場合は、即座にその工程を担当する

現場管理者に伝え、対策を取ることが必要になります。具体的な対策の例とし

て、何らかの応援をして補強する。担当者を換えて生産する。職長の監視と作

業の進行状況を逐次という形で工程管理に連絡して遅れが無い状況をフォロー

するといった対策と共に、生産上の遅れを防止します。このため、この種の問

題を持つ企業では、工程管理部門の皆様も、IE スタッフや現場管理者と共に、

レイティング評価が正しく行えるよう教育を受けます。

（３）標準時間を種に、定義と適用を明にすべき関連事項

IE 手法では、「標準時間は人の作業を中心に 1 単位の仕事を完成するのに要

する時間」としてきましたが、製造現場では、設備を使う仕事や、人と設備を

組み合わせた仕事を進め、1 単位の仕事の完成を図る仕事が多々あります。粗い

言い方では、この種の内容はすべて標準時間となるわけですが、図 3-15 に示し

たように、個々にその構成が異なるため、呼び名を変え、活用されてきました。

図をご覧願うと、人に関する時間だけを標準時間とすることにより、空いた時

間の有効活用が図り、1 人で数台の設備稼働を行ったり、数名で数台の設備を効

率よく使う例が生じることがあります。このように、個々の仕事の状況に対し

て、個々に異なる構成を持つ標準時間を区分して定義すると、人件費の低減だ

けでなく、多能化や新製品導入や技術力向上といった人的育成や、将来への準

備など経営面の効率化が図ることができます。表 3-5 はその状況を整理したも

のです。この表を使うと、標準時間は工程管理が生産計画の策定～フォローだ

けに活用する対象で無いことが、ご理解願えるはずです。実務的な問題の例と

して、「標準時間だけでは納期設定を定量的に行うことが出来ない」という実情

があります。その理由も図 3-15 をご覧願うとお分かりいただけると考えます。

ある工程で製造する製品の時間は ST や CT で処理できます。だが、製品が工程

間を移動する際に、各種の運搬待ち時間と、運搬に要する時間が加算されるた

めです。このため、納期算定のためには KT という『工程時間』を標準時間と
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して使います。

以上、工程管理に活用する各種の標準時間（ST，CT または MT ということ

がある。KT）について解説しましたが、表に記載したように、企業では、それ

以外にも標準時間に多くの活用法があります。
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【参考】標準時間短縮に関する対策

工程管理という立場からすると生産に関与する標準時間は最短であるほど歓

迎です。しかし、時間短縮に対して取るべきではない行動があるので、注記す

ることにします。企業の差や大小を問わず、納期や需要の増加などに対して「従

業員一丸となって頑張る！」という事態が、一時的に発生することがあります。

この種の一時的な頑張りは従業員の皆様の誠意と努力で行われるものであり、

標準時間を無理して短時間にした生産を具体化させたという意味を持つ活動で

す。しかし、その状況の継続を期待して、「理由なく標準時間をカットする」と

言う行為は標準時間の科学的な根拠と信頼を損ねるだけでなく、ST カットとい

う過去の問題の再来や労働強化のそしりを招く危険性を高めます。

図 3-16 の左側は標準時間の短縮を図る改善と、労働強化ややるべきことをや

らないで時間短縮した結果、後日問題となる手抜きの差を明確の区分した図で

す。

当然、工程管理部門が、ここで関係者に要求すべき事項は、ムダ排除による

改善です。時に、製造現場関係者の方が右上の考えですが、「品質を良くするに

は手間をかけなければならない。そうなると、時間がかかりコストもかかる」

とか、「納期を守るため品質を無視した」という言い訳をする例があります。し

かし、これも間違です。工程管理の方々は「品質向上＋納期短縮＋コスト低減

を同時に進める対策が技術向上である」と説明すべきです。
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３－３ 生産計画策定の基本と改善（問題発見）技術

製造現場で標準時間の設定が終わると、次に必要な工程管理の方々の仕事は

生産計画の策定になります。そこで、工程管理部門の方々に対し、具体的に何

を、どのように進めるべきか？という解説をすることにします。

（１）生産計画策定手順

ここまで、生産計画策定の意義や運用、策定に必要な標準時間について解説

してきましたが、以下、実際に生産計画を策定する手順と作成法～活用に関す

る内容を紹介して行くことにします。生産計画を策定する手順は製品種や業種、

製造プロセスなどにより多少ことなることがあります。そこで、ある意味で最

も一般的な組立製品を製造する工場における生産計画策定手順と、各種の計画

策定内容を図 3-17に例示させていただくことにします。

図の左側は設計図が製作され、部品に展開した後、どこで、その部品を製作

するか？では、そのために必要な工数（標準時間値）は？部品の製造工程を定

め、どのような手順で製造して行くか？などの過程を記載した例です。この中

で④～⑥が部品を現場で製造する内容と最終的に製品の組み立てになるので、

生産計画の策定、すなわち、設備や製造工程や担当などを決めて負荷山積みし

て、保有能力と比較しながら生産計画を決定して行く対象になります。では、
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右側の日程計画について、3種類の部品製造を 3つの設備を介して行うという仮

定を設けて生産計画の策定手順を解説することにします。図 3-18がそのモデル

ですが、ここでは、A,B,Cという製品を L,M,Nという 3台の設備を使い製造す

るという例です。

まず、左上No.1の基準負荷ですが、経路分析を用いて個々の製品を製造する

場合、どのような工程を通るか？を記載しています。例えば、製品 A は L→M
→L→Oで完成します（以下、Bと Cの解説は省略）。製品 Aがたどる工程の順

は①→②→③→④ですが、各工程のところに、例えば①のところに（0.31）の

ように数値が記載されています。これが標準時間であり、各工程で１つの製品

を製造するのに必要な時間、すなわち標準時間です。

右側は投入可能な能力を示したものです。この生産計画は 1 ヵ月を対象とし

ていると仮定して、1 月の生産能力を算定します。算定後の例として、例えば、

L工程では 2台の設備があり、180時間/台が投入可能なので 360時間/月となり

ます。つぎの右側のNo.3は「では、各製品を今月中に何個生産しますか？」と

して、個々の製品に対する要生産量が記載された表です。A製品は 300個/月で

す。L工程では標準時間が 0.31なので、300×0.31＝93時間/月の負荷、すなわ

ち、生産に要する時間が計算されます。以下、各製品と工程毎に計算します（合

計値はそれほど意味を持ちませんが、一応、計算間違えの有無発掘や製品毎に

標準時間を集計した値は原価算定の基礎になる程度であり、生産改革策定の興
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味の対象ではありません）。

No.3 の表が完成すると、次は No.4 の表に移ります。この表は「各設備を、

今月どの程度使うか？」という負荷山積み計算を行うための表です。例えば、L
工程の場合、製品 Aの①と③、B製品の①、C製品の①が関与するので、93+54
+145+86＝378 時間/月という形で計算されます。先ほど No.2 で示した L 工程

の能力は 360 時間/月でした。そうなると、378－360＝18 時間が不足します。

この状況をイメージで描くと図 3－18 の下の図となり、360 時間/月の能力のラ

インに対し、棒グラフで示した負荷が 378時間/月が定時で仕事をするラインを

越えているので、不足＝残業を予定するという計算結果になります。M 工程は

8時間の余裕、N工程は 5時間の不足というのが、L，M，N設備を使った負荷

山積み：能力の算定結果となり、月計画における残業の有無を表現した生産計

画になります。

このような計算は単純であり、いつも同じ計算手順をたどるので、既に多く

の ITプログラムの中に自動的に計算するという方式が生産管理システムに組み

込まれています。したがって、結果を得て人が使うという仕事が、この工程を

管理する関係者の意思決定内容になります。この例の場合、例えば、一例です

が、このデータの扱いとして、例えば、L工程は 18時間の残業があり、Mは 8
時間の余裕があるので、多能化と時差で 18－8＝10 時間の残業に抑える策を採

る。また、N 工程は 180 時間を 5 時間オーバーするわけですが、5÷180＝3％
弱なので、工程管理部門としては、余裕率を見て「5時間は吸収して欲しい」と

いうことで「残業ゼロ生産に努力願う」といったお願いを製造部門にすること

になりそうです。

先に「生産管理の仕事をする方はキャッシュフロー・マネジャーである」と

いう説明をしましたが、生産計画が出来上がり、現場関係者との合意を得ると、

いよいよ生産計画の展開という形で生産のスタートとなります。ここでは、各

製造現場では徹底的にムダを発生させない努力と共に、計画の遵守を進めるわ

けですが、工程全体を管理する工程担当者は図 3-19に示したように、ネック工

程を監視してアウトプット・サイクルタイム（OCT）の視点で全体の流れを管

理する業務に移ります。これを重点管理と言いますが、「標準時間は今までの実

力で得た力である。スポーツと同じく、仕事をする前後と仕事を進める中で、

どのような小さなムダも省く。また、手や足を動かすスピードは世界ペースで

良いが、改善により記録をつくる」という意味を持ちます。そうなると、この

科学的に定められた標準時間を基に、提示されたネック工程の改善策の追及が、

関係者と共に必要になります。そこで、つぎに、「ネック工程対策をどのように

進めるか？」というテーマに移ることにします。
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（２）ネック工程対策と改善策発掘技術

では、「標準時間を活用した、数値に基づく改善技術」について解説すること

にします。「以下の演習問題を基にいくつ改善案がつくれるか？」という演習題

です。
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筆者はこの演習題を工程管理と製造現場の方々の連携を取る時に必ず利用し

てきました。その中で特に役立ったのは、米国 AAPで S/V教育の時が最も記憶

に残る内容です。米国赴任前、筆者に「S/Vと現地で共に仕事をする管理者の方々

に君が担当する工程管理の話を紹介して欲しい」という社長命令がきました。

工程管理に関するシステムの内容を話しても、「そうですか、あなたの仕事の中

身は判りました。現地で頑張ってね！」という程度に終わります。しかも、当

時、筆者の英語力は全くなく、通訳を介しても、日本でも時間と手間を要する

工程管理への協力を取り付ける対策に困りました。そこで、前ページの演習を

行った後、これから立ち上げる AAP社の生産計画を提示し、話し合いながら理

解を得る対策にしました。なお、2時間の英語での紹介は通訳を介した説明では

45 程度になります。しかも、聞き流される教養番組的な内容では、現地に行っ

た時、協力が得られません。そこで前ページの演習を使うことにしました。

では、演習の中身に入ることにします。解説は次の通りでした「演習は米国

で常に関係者が飲むコーヒーの生産プロセスです。プロセスに従い、横に示し

たグラフは、各工程でコーヒー豆が処理され袋（や缶）づめされるまでの、（1
袋の生産に当たる標準時間）×（生産量）＝負荷時間を、能力（投入時間）で

割り、グラフ化したものです。ご覧願う通り、また、例えば、第一工程である

①の豆の選別という、不良やゴミなどを除去して良質のコーヒー豆だけを取り

出す工程の負荷率が 1.22 と、の威力を 22％オーバーしています。1.22 の意味

は、もし、この状況で、今、この生産を進めるのであれば、人は 2人、設備も 2
台必要です。しかし、22％となると、80％弱仕事が無いわけなので、手待ちと

なります。これは、設備も人も 80％弱の仕事が無く、ムダな生産を行うことに

なります。このような場合、緊急処置が必要になります。その例が解答欄の上

に記載した事項です。22％の付加を吸収するため、残業、休日出勤、・・・事務

所の応援から、管理者の応援まで多数の項目があり、このいづれかの策を展開

して、緊急避難的に 22％を吸収する策です。他の工程も同じ計算で負荷率を算

出してグラフ化しているわけですが、改善発掘の設問はここからです。このよ

うな環境でコーヒー生産が行われる日程計画がありますが、実は、このデータ

は 6ヵ月後の状況を予測したものです。6ヵ月後となると、例えば、①の豆の選

別の工程に対して、数値に関与する改善を進めて 1.0にする、的確な改善策さえ

あれば、時間的に実施できる余裕があるはずです。なお、従業員の志気を高め

る、教育を図る、設備投資をすべきだ、・・という案もありますが、この種の内

容は具体的に改善対象とするテーマが無ければならず、この種、二次的な案は

今回含めません。直接、負荷率を下げる、数値直結型の案をお願いします。さ

らに、「ラインバランスを均一にすべきだ」という、こちらが、求めている、例

えば、総ての工程の負荷率を 1.0にするという内容は、改善後の結果を説明する
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だけの内容なので、今回の解には入れないで下さい」として、15 分程度のグル

ープ討論を願いました。

ちなみに、この設問の解は下のようになります。

例えば、工程①＋工程⑤≒2となります。この策は、応援・多能化を時差出勤

で行えば具体化できます。人の移動時間を減らしたいのであれば、U 字型のレ

イアウト設計も有効です。さらに、生産量を見ると、最終出荷数が 800個/日な

のに対して、豆の選別：工程①は 950個/日の生産になっています。そうなると、

(1)ネック工程なので作り過ぎている。(2)コーヒー豆を粉砕する時、歩留り、す

なわち、豆 100の数％が空気中に持って行かれてしまう。(3)後の工程で不良生

産品が発生する。(4)手直し品が発生する、といった問題が関係した結果、数の

低下となっている。・・・など、改善の例に記載した多くの改善案が見つかるは

ずです。先の AAPの S/Vとマネジャー関係者に、このように話し、実際にこれ

から操業を開始する AAP社のアルミホイールの生産計画を出し、再討論願った

というのが、当時の研修模様です。

2時間の研修で通訳を通した、筆者の説明ボリュームは、せいぜい 30分程度

でした。その後、各職場を管理することになる S/V 達は、日本で 2 週間ほどの

現場研修の際でしたが、数値に基づく改善内容を用いて、将来の生産計画デー

タを基に、何をすれば工場のスムーズ生産になるかを話し合いつつの実習とな

りました。はっきり言って、2時間は好評でした。
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いよいよ AAP立ち上げになりました。この時、現地で、S/Vがコーヒーカッ

プを持て生産会議に来たわけでしたが、「コーヒーゲームね！」と言って、各種

の生産立ち上げ時に改善に取り組んでくれたため、スムーズな立ち上げになり

ました。数値に基づく改善は生産計画のレベル向上の基盤ですが、工程管理部

門と、製造を受け持つ仕事を連携して行う相互理解のツールとして応用してく

れたためでした。

（３）ターゲットタイムと高度生産性向上対策

狭義の生産管理である工程管理という仕事には、①P-D-C による生産計画の

策定と、②各種ネックとなる仕事やプロセスの改善指導や提言という未来へ向

けた生産管理レベルの工場があります。更に、③IT を用いた生産管理システム

レベルの向上と共に、工程管理関係者のレベルアップがここに加わるわけです

が、②のテーマに対して、生産技術スタッフの方々と共に進めるターゲットコ

スト対策があるので、ここで簡単に解説することにします。

ターゲットコスト対策の概念を図にすると図 3-20のようになります。製造現

場力の改善の視点は、常に、未来のあるべき姿－現状＝改善ギャップですが、「現

状の生産レベルは未来の発展の基盤に過ぎない」という視点で、各工程、各技

術や仕事の在り方などを分解して改善する方式です。

以下、ここに生産性を飛躍的に高めた歴史的な分析法と、この種の見方を用

いて革命的と言われるほど生産革新を図った事例を紹介することにします。
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図 3-21 は日本の生産性を大きく飛躍させる題材に寄与したマンデル博士が

1970年代に日本を指導された時の指導内容です。

マンデル博士は 1970年の初頭、日本の優良企業に IE手法を教えるため訪れ

た時、家電など電気製品を組み立てる IEエンジニア達に対し、研修の最終日に

ある有名な企業の現場診断を行いました。現場診断は、重要なラインの生産性

をあげる視点を探す内容だったわけであり、研修生と共に現場の視察を終え、

部屋にもどり「このライン、近い将来どの程度の生産性が図れると思いますか？」

と質問されました。「一人づつ、今まで習った IE 手法の視点でお願いします」

ということで 24名の研修生に聞きました。すると、「勘で申し訳ありませんが、

1.2倍と思います。理由は・・・です」とか、「私は・・・すれば、1.5倍は向上

できると思います」という返事でした。このような見解に対し、先生は「4倍は

堅い！」と話された時、「そんなに、・・・理由を！」となりました。

この時、マンデル博士はおもむろに黒板に向かい「では、解説します。日本

では朝は早くからカンテラ下げても・・ということで、実に熱心に仕事をされ

ているとお聞きしましたが、正に、今日拝見したラインはその内容でした。で

は、手順は」といって、ネック工程の作業者の手順を黒板に書き、WF法という

国際的な作業時間表を使って時間値を入れました。また、現場で測定してきた

標準時間に当たる 1単位の仕事の時間を入れるとぴたり一致しました」この時、

全員、「なるほど」となったわけでしたが、さらに博士は「どうでしょうか？あ

の仕事、このように作業レイアウトややり方をこのように改善しては、改善後
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を見積もると、・・」と話し、時間を入れると 35％のムダ排除となりました。加

えて、「今日は皆様と 3回あの職場へ行き、この仕事を観察しました。ここに記

載した 10時頃は国際ペース 100でした。しかし、残業とのこと、PM2:30と 4:00
の観測時間はこの値でした」と記載され、「1 日の生産量、これは、昨日の総作

業時間と生産数です。特に、異常な作業は発生しなかったとのことでしたが、

先のWF法で見積もった現状作業の時間を基に余裕率 10％を加えたものと比較

すると、その程度は 70％となります。そうなると、レイティング面でムダが起

きていたことになるはずです」と話しました。また、「ラインの稼働率はライン

バランスや設備故障、点検、整備から部品の到着などをいれると有効率は 75％
となります。また、1月の生産を見ると、月末集中で平準化生産の視点では有効

率は 70％となります。要は、標準時間を頼りに 4つの要素に分けて解析したわ

けですが、全体の生産性はこの 4つです。すなわち、［作業効率：65％］×［作

業ペース:70％］×［稼働率：70％］×［同期率：70％］＝24％で決まり、1/4
以下になります。このラインは、お金を掛けないで 4 倍の生産性向上を待つ可

能性を持ったラインです。・・」と話されました。これで、生徒さん達は納得、

その後、日本企業への IE普及のリーダーとして活躍されたわけでしたが、同時

に、この指標は、図らずも図 3-21に記載した歴史的な経過と共に証明されて行

きました。その結果、1980年代後半には国際的に「ジャパン・アズ No.1」とい

う形になりましたが、これは図 3-20の実践例です。
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その後、筆者も多少関与する形で JMAにおいて、日本の今後の生産性向上の在

り方を研究しました（TP マネジメント関連）。更なる日本産業の発展に寄与す

るためです。その結果、図 3-32に示した時間生産性に関する指標を提示し、2000
年に入り、実現と普及に努力しました。まだ、今後は、新製品開発テーマの発

掘～実現競争の時代に入ると思います。そうなると、ここに新たな指標を設定

することになるはずですが、その種の指標設定は、筆者にも解がないので、読

者の皆様と共に、宿題とさせていただくことにします。

では、もう１件、トヨタ自動車が行ってきた JIT 開発に至るターゲットタイ

ムの活用を紹介することにします。要点は図 3-22に示しましたが、1960年頃、

トヨタ自動車では「沢山つくれば安くなる」という生産方式を採っていました。

しかし、トラック生産には材料が要ります。材料は資金が無いと買えません。

また、山のようにつくったトラック（製品）をグラウンドに並べていても、売

れなければ企業にお金は入りません。このため、トヨタは資金難と赤字に苦し

み、給与カットに加え、首切りまで起きる状況でした。そこで、図 3-23に描い

たターゲットタイム（コストを含む）の達成に努力、JITの実現と共に高収益生

産を果たしましたが、この詳細は多くの書や文献などに見る通りです。
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第 4 章 ネック工程対策の進め方

第 3 章までの対策で、工程管理を進める基本要件の整備は終了し、いよいよ、

運用に入ります。生産管理の目的の中で、特に、日々管理を進めながら未来へ

伸びて行くためには、管理と改善を、ここまで述べてきたキャッシュ・フロー

の視点から進めることが大切です。そこで、第 4 章では、ネック工程対策を取

り上げ、その対策の方策を紹介して行くことにします。

４－１ ラインバランス対策

（１）ラインバランス対策とは？

ネック工程を専門的に取り上げて有名になった書のひとつに TOC：Theory of 
Constrain があります。エリヤフ・ゴールドラット博士による「ザ・ゴール」と

いう書が基になった対策です。この内容は後述させていただくことにして、工

場における工程管理をスムーズに行うためには、ネック工程に集中して、ボト

ルネックをいかに上手に管理するかが、大切です。では、ネック工程をとらえ、

その改善法から解説することにします。

図 4-1 は、ある製品製造を行うラインをモデル化した例です。このラインで

は個々に記載された時間（標準時間）で製品製造が行われるわけですが、仮に、

工程 1 で 3.5 分を 3.0 分に改善しても、OCT というアウトプット・サイクルタ

イムが 4.0 分に留まるモデルを示した例です。
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「では、スムーズな流れ、すなわち、凸凹な標準時間を、どのように平準化

して、仕掛を持たず、生産性を向上させるか？」ということになるわけですが、

時間とお金を掛けて工程を 3.5 分にする策と、2 番目の工程が 3.0 分であり、3
番目の工程から 0.5 分を移す策があります。ラインのバランスの改善には、この

ように 2 つの対策があるわけですが、一般に採られる策は、後者であり、この

種、知恵を使った対策が、早く、工程管理部門という工場全体を管理する部門

の対策法となり、『ラインバランス対策』と言われてきた対策法です。

（２）組立ラインに必須な、ラインバランス改善手法

図 4-1 は、ラインバランス対策の基本的な内容を理解していただくためのモ

デルですが、実際の生産ではもう少し複雑であることが一般的です。そこで、

図 4-2 に、ある組立製品を例示して、実務的なラインバランスの改善法を紹介

してゆくことにします。

ここに具体的な製品はありませんが、お手元の PC 組立ラインのような工程で

組立作業が行われるとお考え願いたいと思います。図の工程①では、本体をラ

インにセットする。時間は 2.5 分。工程②では、部品 A をセットする時間は 2.3
分。だが、セットだけであり、その取り付け（ネジや半田などによる取り付け）

は工程③で行うといった内容が書かれているわけですが、矢印とブロックで示

された組立順序は変えられないということにします。この状態で組立製品が組
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立てられて行くわけですが、線で囲った 4 工程で、この製品の組立が終わると

します。すると、各工程の時間は図 4-3 のようになり、工程③がネック工程に

なり、先に、図 4-2 の左上に示した 92.1％がラインバランス率となります。ま

た、このままで、組立作業を進めた場合、下図に示したように、破線部分が手

待ちのムダとなってしまいます。

一般にラインバランスは 95％以上にすべきです。では改善は？ということに

なるわけですが、下に示した演習題で、作業分担の編成を変え、改善を！
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ということになるわけです。この演習題の場合、総合計の組立時間は 31.3 分な

ので、4 工程で行うとなると、31.3÷4＝7.825 になります。そこで、工程の頭

から標準時間を集計して 7.9 程度に抑える値になる編成を進めると、図 4-4 のよ

うになり、ラインバランス率も 99.1％となります。この種の組立工程に対して

は、ここに示した手順で計算すればラインバランスを最適化することができる

ため、頻繁にこの種の計算やラインの組み換えが必要なラインでは、IT シミュ

レーション・ソフトを利用しているそうです。

以上がラインバランス対策ですが、ここで、注意すべき点は標準時間をどの

ように見るか（決めて、使うか）？という問題です。その理由は、単に、生産

管理部門の関係者がラインを見学しても、科学的な標準時間と実態との違いを

判別することが困難なためです。この種の作業現場では、組作業で、ネック工

程の一人に負荷がかかると、一般に、まわりの方は、不公平性を気にします。

そうすと、気を使った結果が、余計な手間を掛けて、「自分も大変です！」とい

う対処をしたり、ゆっくり手を動かすのですが、集中して行わないといけない

作業を担当しているかのようなふりをする例があります。したがって、標準時

間は、先に紹介した PTS 法で算定する。１つの工程の 1 名だけに負担を掛けな

いように多能化により、相互に交代して標準時間を順守するという策を適用す

ることが大切です。
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（３）TOC に見る、ラインバランス対策と重点管理

TOC は「ザ・ゴール」という著書と共に世界的に有名になったネック工程対

策法で、著者のコールドラット博士は、JIT を研究する中からネック工程対策に

焦点を当て、図 4-5 の②の第一番目に示した「スループット」を重視したネッ

ク工程対策理論です。このため、JIT を誕生させたトヨタ自動車が位置する日本

だけに、書の翻訳を制限して世界展開を図ったという経緯を持つ手法です。

「ザ・ゴール」を読むと判りますが、１つの企業を例に取り、収益向上に悪戦

苦闘する中から、ネック工程対策に、「高速道路でよく起きる。自動車がつなが

る列に、1 台遅い車がいると、全体の流れが遅くなり、一連の集団が目的地に着

かない」という内容を取あげて解説しています。書では、子供のハイキング集

団が目的地に時間通り到着する工夫談があり、この考えを使って工場の改善に

適用した結果、赤字工場がたちまち、見違えるような黒字化に転ずるという内

容です。TOC は、トヨタが JIT で苦労して築いたネック工程対策から、「売れ

るものだけを、売れる時に、売れるスピードで作る＝売上高確保」をスループ

ットという金額評価で、欧米に合うように明確化した例ということができるわ

けですが、図 4-5 のような理論で、全員参画がなければ、そのような達成スト

ーリーがつくれないことや、図 4-6 と 7 に示したように、ネック工程を、ボト

ルネック：すなわち、ビンのくぼんだところを示す絵で表現し直し、「JIT と異

なる考えである」という形態を商品化したわけですが、内容は JIT において、
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各種のネック工程対策を整理しなおした理論です。

しかし、ある意味で、ラインバランス改善に対しては、さすが、筆者達が努力

し、まとめてきた、ほとんどの対策内容が表 4-1 のように整理されている点と、
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ラインバランスとは直接の関連は持ちませんが、図 4-8 に示したように、「不況

の際に市場拡大をどのように図るべきか？」といった対策が整理され、対策を

提唱している点は、ネック工程対策を広義に考え対策を進める上で、興味深い

解析手法を提示しています（これは、産業界の一般的な評価です）。
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４－２ 混乱する生産時に必要な状況分析

～問題整理～意思決定の見える化

（１）生産管理業務に必要な意志決定項目の整理

① 生産管理上、必要なコンセプトと、その展開要件

消防庁が提唱する「予防に勝る消化なし！」という言は、正に、生産管理に

こそ転用すべき言葉です。先にも解説しましたが、トラブルがネックとなり、

生産の遅れや、対策のために、ムダな人・物・設備・時間やお金などの追加は、

最適計画という予算の乱れを意味するためです。したがって、何事においても

そうですが、下の図 4-9 に示したように、「失敗は繰り返さないで蓄積して対策

へ向ける」という内容に加え、生産管理において、「事前検討、先手管理で、発

生しそうな問題の予知、予防対策を進める対策は、生産遂行上で、もうひとつ、

目に見にくいネック対策上の必須課題ということになります。

では、事前検討に関する内容として、日々の生産活動において、関係者と共

に、最適な人・物・技術・設備や技術を駆使して策定した日々計画を守る活動

を守るために行った体験談を紹介することにします。図 4-10 は、ある加工工場

で生産管理者として、筆者が行った例です。ここでは、バー材の加工を行って

いたわけでしたが、現場で発生する問題を事前対策しなければ、生産計画（日々
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最適予算）の確保（順守）はできません。当時、IT を利用した生産管理システ

ムの導入計画があり、筆者は製造課長の一人として生産管理システムを具体化

させるプロジェクト・リーダーを担当していましたが、工場関係者の皆様も、「IT
は生産管理情報を的確、かつ、迅速に提供する道具であって、どのように立派

な生産管理システムを適用しても、生産現場の遅れによる事後的な処置を行っ

ていては、生産計画の順守はでない」ということを多くの経験者から、既に、

学んでいました。そこで、図に示したように、①現場管理者は、問題が起きる

兆しを見つけたら、②工程管理部門に連絡し、関係者が知恵を集めて、事前検

討段階で問題の撲滅や影響の軽減に努力する。③このような事前検討システム

が完全に守られているか否か？を工場におけるシステム管理者が常に監視し、

完全順守を図るという内容をルール化しました。

この図では、③が私の役割でした。先に紹介したように、この方式の運用は、

IT を駆使した生産管理システムではなく、紙ベースで事前検討した生産計画で

した。そこで、重点と定めた対象製品の 80％を対象として、20％は製造現場で

自由に生産できる方式を適用したわけでしたが、実際に、この方式を適用した

結果、日々の生産計画は完全な順守が具体化しました。さらに、この方式の適

用は絶大な成果を発揮しました。具体的な成果として、工程内仕掛は 1/4 化、ま

た、平均的な製造工程における製造リードタイムも、24 日が 7 日以内とすると

いう快挙を得たからです。その後、IT を用いた生産管理システムの適用となっ



247

たわけで。なお、「その後に行った IT 化は、単に、各種の事務作業の工数低減

が進んでいったという程度である」という解釈をしました。以上、筆者が関与

した体験談を例示しましたが、この例から、「関係者の努力による事前検討対策

システムの運用が、生産計画の順守にいかに大切か？」を証明する例のひとつ

ということと、「生産計画の順守には、①十分に事前検討した生産計画の準備、

②物と情報の一致、③生産現場関係者が生産計画を守るため、問題の兆しがあ

ったら、早期対策を積極的に進めて行く努力が重要であることが判った」とい

う体験談です。

② 意思決定の効率化に重要な KT 法の理解と活用へ向けた準備の必要性

生産計画を順守するためには、生産管理上、多くの意思決定が関与します。

そこで、生産管理関係者が知って駆使すべき『意思決定の効率化対策と手法』

について解説することにしたいと思います。

意思決定の効率化という課題には、重要な歴史的な取り組みがあります。発

端は、かつて、アポロ計画スピード化に対し、NASA では、故・ケネディ大統

領の命を受けた「意思決定の効率化手法」の開発がケプナー、トリゴー両氏に

託された例です。これが、両氏の名前を取った、KT 法の開発が開始された逸話

ですが、このニーズは、旧・ソ連がスプートニクという人工衛星の成功に対し、

「軍事均衡を保つ必要上、月に人が乗ったロケットを送り、無事に帰還する」

という、有名なアポロ計画だったわけでしたが、「重要な意思決定を行うペンタ

ゴンや NASA で、的確、かつ、効率的な意思決定を進めなければ、このプロジ

ェクトの成功はおぼつかない」という課題の対策でした。この問題に対し、シ

ステム・エンジニアである社会学者と心理学者である両氏が、協力しあって「意

思決定の効率化手法」の開発に当たったわけでしたが、当初、この手法の開発

は極めて困難な経過をたどりました。その種の学問や、研究が全く無かったこ

と、あっても、評論的な内容であり、実務的に意思決定を進めるためには役に

立たないためでした。この時、両氏は考えた末に行き着いた内容は、孫武が『孫

子の兵法』という戦略決定に有効な方式を確立するために行った努力でした。

孫武は、兵法書にまとめるため、数千年にも渡る戦闘を戦地に行き、勝った軍

と国司の意思決定と負けた軍と国司の意思決定を詳細に竹の板（当時の文章は、

経典を始め、そのほとんどが竹板）に墨と筆で書き、体系化したそうです。要

は、竹板を 2 区分して、現在のカード分析のような比較と共に、両者の意思決

定の進め方などをグループ化して解析したわけでした。そこで、両氏は NASA
で KT 法の開発に、同じ調査方式を採りました。「謎解きは先例に学べ！」とい

う教訓を手法体系にしていったわけです。要は、「人が作る集団に特別な革新が

無い限り、似たような意思決定をする、そうなると、成功と失敗の分析から学
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び、失敗の無い効率的な手法にまとめるべき」としたわけです。具体的な進め

方は、両氏が、意思決定が的確で早い方に、事例を挙げてもらい、そこで行わ

れた意思決定の際に考えて実施したこと、注意したこと、などをお聞きし、解

析したわけでした。その結果、共通点として、①事実情報に基づく意思決定が

重要であり、②意思決定の方式には、図 4-11 の右下に示した 4 つの意思決定方

式があるという結論と共に、KT 法を体系化させました。また、この手法を NASA
のアポロ計画で適用していったわけでしたが、皆様がご承知のように、アポロ

計画は、スムーズ、かつ、破竹の勢いで進み、月面走行という快挙を得た対策

の一手段として効果を発揮しました。

やがて、KT 法は産業界に広がりました。古い話の記憶で恐縮ですが、1980
年頃、製造業は「ジャパン・アズ・No.1」ということで、製造現場の生産性向

上は、何とか、世界で評価を受ける段階に漕ぎつけたわけでしたが、さらに、

間接部門の生産性向上が各社のテーマになっていました。このような時、「ホン

ダがマル J 運動を展開した、住友金属が間接効率化対策を大きく進めた」とい

う著書の販売と共に、KT 法が産業界で「意思決定の効率化対策に最良の要件を

備えている」ということで、産業界をリードする活動を世に示しました。この

ため、筆者も、日立金属㈱の長命を受け、200 万円/人という高額研修投資を受

けました。当時、KT 法は、一般管理者が 2 泊 3 日の手法修得研修だったのです

が、筆者が送り込まれた研修は、その上に位置する、コース・インストラクタ
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ーという 10 日間のコースでした。研修の内容は、山中湖の高級ホテルで、豪華

食をいただきつつ、ソファーに座り、討論と発表会、夜は、自習して、内容を

まとめ、個人の仕事への活かし方などを研究するという形態でした。ゆったり

とした環境で自問自答や、出席者との討論で KT 法と適用などを研究するとい

う方式は、まさに、経営トップ・クラスの研修という内容でした。しかし、筆

者は、NASA における KT 法の開発経過や、内容～企業における利用は知って

いたので、筆者は、研修の期間中、余暇を利用して、参加企業の先進例を学ん

だり、企業へ帰ってから利用分野を決め、企画書化した内容を実務展開する準

備を進めました。後に、この努力は、大変に役立つ結果となりました。特に、

英語会話力が十分で無い筆者が、米国 AAP 社へ赴任して管理者の立場で生産管

理を進める中で、後述する、フォーマット化した資料が大いに役立ったためで

す。

この種の筆者談はともかく、KT 法を盛んに活用する中で判ったことですが、

KT 法の良い点は、現在まで産業界で紹介されてきた意思決定を抜けがなく、効

率的に進める方式の大半がここにある（包含されている）という点です。要は、

現在、多くの機関や専門家と称される方の取り組みが、この領域から出るとい

う例が余り無いということから見て、NASA におけるケプナー、トリゴー両氏

の研究の素晴らしさを体感しました。同時に、このような手法を構成する努力

と原理が判ると、現在、間接効率化や経営の意思決定を行う新手法が出てきて

も、KT 法との比較で、冷静な評価が進むはずです。要は、今も、カリスマ的に、

書を販売したり、講習会の PR を目的とした、「間接効率や経営トップの意思決

定の在り方」などが次々と登場する状況ですが、生産管理を担当される皆様は、

ここに記載した KT 法の生い立ちや基本を習得されていれば、その種の手法を、

客観冷静に評価することが出来るはずです。要は、KT 法より優れた要件があり、

それを利用可能なら使う。KT 法と対して差が無く、効率や的確性が同じなら、

両者の良いとこ取りをして、ご自身の仕事に一番良い方法に作り上げて使うと

いう対処をすれば良いわけです。

以上、あえて、くどくどと、KT 法と、その周辺にある意思決定の効率化対策

について、注意点を解説してきたわけですが、生産管理には、的確で効率の高

い意思決定の場が多いためです。特に、関係者を含めた集団で早期、かつ、納

得が行く意思決定をスムーズに行うためには、「目で見て問題と対策を短時間で

練って、的確な行動を取り、その結果をフォロー、評価する題材に、KT 法をベ

ースとした、ワン・ペーパーによる検討・議事録」がベースとなるためです。

以上で、KT 法について解説を終わりますが、KT 法を間接部門の効率化対策

に実務展開した筆者体験談と、KT 法以外の間接効率化対策に関する著書は、

URL：http://qcd.jp/pdf/corporateActivuty/SKAT.pdf をご覧願うことにして、
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生産管理上、意思決定の種類と、ワン・ペーパーという様式化の解説に入って

行くことにします。

③ 実務で KT 法を展開する準備について

ワン・ペーパー＋目で見る討論を進め、関係者で結論を得る対策（全員で１

つの議事録を討論を重ねて作成し、個人のメモや再度の議事録作成は行わず、

この資料を使って P-D-C 業務（管理）を展開するという方式）は、生産管理と

いう仕事では、極めて重要です。ここには、多くの目的で、意思決定の結果を

まとめ、行動に移すことが行われるわけですが、生産管理に関する意思決定の

形や目的は、表 4-2 になります（筆者の体験では、これ以外の例はほとんど無

いという実情でした。また、英語も話せない状況で 1988 年に米国へ赴任、AAP
社の生産管理部長として 3 年間の活動を担当しましたが、表 4-2 を事前に様式

化した英語版の見える化会議資料は、1.5 年で現地工場を軌道化、黒字化と同時

に、現地の現場管理者の意思決定を、早期に高いレベルに持ち込めたのは、KT
法を学び、活用していった成果が大きかったように思います）。

表 4-2 は KT 法には無い、生産管理上、検討を必要とする項目が 2 件ありま

す。No.2 と No.6 です。実務上、表 4-2 では、このような意思決定要件を加え

ると同時に、KT 法にある複雑な討論までは要らない内容はカットしました。こ

こには、実務体験が大きく関与するわけですが、ここでは、その種の体験談は
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省くことにさせていただきます。要は、「表中に示した意思決定に至る必要な手

順を満たせば、KT 法が提示するオリジナルの様式で無くても良い」という内容

が表の手順化となっていて、生産管理という実務の場では、「アウトプット（求

める成果）を先に決め、最も良い手順にしたがって、インプット（必要検討、

決定などの情報や要件）を投入し、ムダな検討や討論を始めとする人の投入や

時間を使わない」という必要性を重視してきた結果です。なお、そのようなコ

ンセプトは、すでに KT 法にありました。ケプナー・トリゴー両氏が、図 4-12
で、その内容を示してきたためです。このようなコンセプトを基に KT 法を生

産管理という実務の場で展開すると、初期段階に KT 法自体を理解するために

構成された項目の中に不要になる例があります。また、企業の職場や仕事、関

係者のレベルや経験で、討論して決めなくても、任せれば進む内容がオリジナ

ルの KT 法の構成の中には残っています。したがって、その種の記載や検討項

目は、実務上カットすれば、KT 法を使った検討～対策の整理などは時間省略に

なります。加えて、生産管理という仕事に置いて、得た情報や、当面は関係無

い多くの与件や情報があります。このような意味合いから、図 4-12 を再度ご覧

願うと、図中に示したように、効率よく的確な情報だけを絞り込むという手続

きが図の右から左側に示した「絞り込み」という仕事が、かなり重要であるこ

とが判ります。要は、各種の決定を短時間で的確に関係者と行うためには、「必

要な情報だけを集め、絞り込み、的確な意思決定」ということが記載されてい

るからです。図には、この状況を、工場の製品生産に似た形で、「情報を加工す

る」という手続きで示しています。
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なお、オリジナルの意思決定手法 KT 法は、良い結論を得るため、その形態

を SA,DA,PA,PPA という 4 種にしているわけですが、先に解説したように、生

産管理という仕事では、これだけでは不足するため、先の表 4-2 に示した通り、

6 個の意思決定区分が必要です。

では、ここで、一例の形で、表 4-2-No.5 の「事を進める上で心配事を明示~
対策する、というテーマに対し、図 4-13 を示し、実務的に、表中の①～⑥を進

めて行くべきか？」について、検討を進める、ワン・ペーパーの様式を例示す

ることにします。この様式は KT 法では PPA と呼ぶ検討方式です。何か、将来

の計画を策定して進める時、潜在的な問題を予見して、予防策と問題が発生し

た時の影響を軽減する目的で用いる方式であり、リスク対策を効果的に進める

様式のイメージを示した例です。

生産管理面という仕事では PPA という手法は、良く使います。例えば、新製

品の導入～立ち上げ時の準備～対策、技術伝承の不備による生産トラブルや欠

勤者の発生による生産の遅れを予見して防止策を作る。新規の生産システムの

構築～適用の際に、予想される問題を挙げ、手を打ち、ムダな手間を掛けない

工夫をする。さらには、製造ラインの改造や、新規協力会社からの部品納入か

ら、お客様の受注や市場変更、自然災害の影響への心配と対処など、事前検討

しておくこと、また、リスクを事前に把握、対策して問題の発生予防から、万

一、問題が発生した時に、用意しておいた緊急対策手段を活用して問題の影響

を軽減化して行くといった対策に対して、日常的にこの様式は使います。
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このような対策を、実務的に進めるためには、表 4-2 の No.5 を抽出して①～

⑥までの検討手順を図や表上で「見える化」させて検討を開始します。まず、

①は「いつまでに何をすべきか？」というテーマの明確化です。これは、これ

から検討するリスク対策表の上部に記載し、これから、関係者が取り組む行動

目的を明確化して、その目的から外れないようにする内容の表示です。次の②

は、テーマに関してリスクの項目を記載するわけですが、KT 法適用事例による

と、「3 人の専門家が 2 時間、真剣に取り組めば、未来の問題の 85％をカバーす

る。また、事前処理に掛かる工数は、事後の問題の対策に投入する工数の 1/20
以下である」とされてきました。このような実績を参考にするなら、徹底的に

リスクの対象になる項目を挙げる行動が求められます。そして、③考えられる

原因を想定して行きます。このようにリスクの項目を挙げたら、次は、図 4-13
の左上に示したリスクの評価、④となり、5 段階評価を用いて、先に挙げた項目

を評価します。その後、⑤予防策と、⑥緊急時対策を考えるわけですが、この

時、同時に、表の右下にある E：実施の容易性と、F：その策を実施した場合の

効果を記載します。容易性と効果は高い策のほど良いわけですが、この対策で、

⑥「さて、リスクはどの程度下がったか？」を評価すると同時に、有効策を適

用する、または、緊急時に投入する準備を進めておくという一連の手続きがリ

スク対策を実務的に進める手順です。また、この一連の手続きは KT 法の PPA
という手法ですが、このような手続きを得て作成したワン・ペーパー議事録を

基にした活動で、「リスクを管理下に置く」と対策が進められる環境が整備され

るわけです。なお、この手続きで行えば、生産管理で重視する、（1）問題の発

生予防と（2）緊急時に行う「備えあれば憂いなし」の環境を整備するわけです。

予防という内容は火事であれば、火の元を絶つ、消火器を備える、責任分担を

決め、火の元を確認する、・・・といった項目になるわけですが、この種の対策

をしておいたが、実際に火事になった場合、用意しておいた消火器を使って小

火の段階で起きた問題を消す。火に巻き込まれないように、大切な物は持ち出

す。最悪の場合は消防署に電話する。・・・といった緊急時対策を投入して減災

を図るという緊急時対策を進めます。生産管理という仕事に、この火事の対策

を置き換えれば、読者の皆様には、生産管理上で起きる問題に対し、火の元を

絶つ、緊急時に行うべき対処を的確に行い、関係者へ及ぶ被害を、短期間で極

小化するという内容が要点となっていることが、容易にご理解願えると考えま

す。
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（３）混乱する生産状況に立ち止まって問題を整理、集中的に対策する手順

繰り返しで恐縮ですが、生産管理を円滑に進める上で重要な内容は「予防に

勝る消化なし」と「備えあれば憂いなし」です。しかし、生産レベルが十分で

なく、多くの問題を抱える製造現場において、改善を待たずに生産を遂行せざ

るを得ない例があります。このような時、「立ち止まって問題を整理する」とい

うことが必要になり、先の表 4-2 の No.3 の解析が必要になります。これは KT
法の Stop & Think という考え方ですが、企業や工場は、人、設備、技術、時間、・・

金などの資源が限られた状態で最大・最良のアウトプットが必要です。これを

戦線に例えると、「一旦、冷静になり、戦線全体を整理した後、選択と集中化を

図り、その段階で考え、採れる最良の策を策定して、短期間に目的を完遂する」

という対策に当たります。ここで、この種の問題の対処を解説する方式も一つ

の解説法ですが、既に、皆様には KT 法と表 4-2 の実務活用の仕方を詳しく解説

済なので、ここでは、演習題を設けて、その解析を願うことにしたいと思いま

す。では、演習題を掲載させていただくことにします。

【混乱する問題の整理法】

Ｎ社はある電機部品の組立を行い A 社に納めてきた。だが、現在、生産が混

乱状態にあり一度、立ち止まって問題を整理しないと、混乱に混乱をきたす状

況に面している状態である。皆様は、解析表をうめる前に、①現在、緊急に

解決すべき問題は何か？②その重要性をどのような手順で解決すべきか？と

いう観点でこの問題を読み、その後、表を用いた解析をお願いしたい。

【問題の解説】

Ｎ社は A 社に電気部品を組み立てして納める仕事をしているが、Ｎ社には 3
本のラインがあり、各ラインを、各主任が生産管理を行っている。ここで取り

上げるのは No.3 ラインだが、ここでは S 主任の担当であり、前段取りを 1 組、

組立を 2 組、仕上げ・検査 3 組として、各々3 名の職長が担当している。各組の

構成メンバーは各々30 名である。問題は、新製品の増加に伴い、6 ヶ月前から 1
直から 2 直に強化したが、2 直にしたため、生産量は 2.3 倍になったが、最終工

程である 3 組の原因と思われる不良が多発、S 主任は頭を抱える事態に陥って

いる。では、ここで、各組の状況を解説することにする。

S 主任は、新製品立ち上げに伴って試作部門から移ってきた方である。現在、

配属後 5 ヶ月、1 組担当の T 組長は、その後 1 ヶ月してから、このラインに転

任して来た。年齢は 35 歳、かつて S 主任の部下だった方である。主任とは親し

く、信頼も厚い。No.3 ラインには 2 組に F 組長、3 組に H 組長がいる。F 組長

は長くからこのラインに仕事してきた方であり、現場で育った生え抜きの組長
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である。年齢は 40 歳、このラインでは多くの経験を持つ方である。3 組の H 組

長はやはり生え抜きの方であり、2 年前からこのラインに配属 37 歳、やはり生

え抜きの方である。

問題は新任主任の着任と平行して立ち上げた新製品に不良問題が発生したわ

けである。問題は 3 組の仕上げの作業で不良が発生し、生産目標の達成の問題

だけでなく、納期面で支障を頻発することが多くなってきたからだった。

S 主任、早速、皆を集めて対策会議を開催した。その席で「どうも、うちのラ

インは問題が多い。皆がキリっとしていないからだ！フンドシを締め直して頑

張って欲しい」と発言した。これに追い打ちをかけるように T 職長「他の組の

ことは言いたくないが、不良対策には 5S 教育の徹底が重要。生産の基本である、

規律とやる気のバランスを考え再教育が必要だと思うよ」と、前置きして、配

属前に自分が担当した職場改善の様子を自慢げに話した。特に、定時前に手洗

いに行く人や雑談が他の組では多いことを挙げ、具体的指摘と共に、5S 教育の

重要性を指摘した。だが、不良を多発している 3 組ばかりを責め立てるのは良

くないと思ったようで、「自分のところも努力してきたが、まだまだなので、他

の組長と協力してやって行きたい」と言ったが、その内容は明らかに他の組長 2
人への非難だった。事実、面白くない指摘に、F 組長と H 組長は T 組長の顔を

にらみつける顔つきだった。特に、3 組の H 組長は「第 1 組の仕事は単純だか

ら楽さ、俺が受け持つ最終工程は前工程の問題を全部受けての調整なので苦労

ばかりだ。部品が協力会社から入らなければ催促が必要だし、その他、前工程

の遅れも受けて納期督促だろ、品質管理にどうしても手が十分尽くせない状況

だ！理屈は判るが、1 組とは対策要因が違うと思うよ。3 組には第 3 組のやり方

があるので、俺に任せて欲しい。・・・」と反論した。

なお、今回の新製品は従来よりも厳しい品質、納期対策が A 社から来ている。

従って、3 組だけが努力してもダメであり、1 組、2 組とも従来に増した各種の

改善と作業面での注意が必要な段階だった。特に No.3 ラインは、今後の N 社

の将来を決める内容が多く、課の方針と共に、多くの課題が S 主任に寄せられ、

負担も掛かる状況だった。このような状況だったので、S 主任は「5S でも何で

も良い。また、各組長に任せるから、早い機会に目標を達成すると同時に、あ

と 20%生産性向上を図る策を皆さんにお願いしたい」と会議で言い、「全員 2 週

間後に企画案を出すように！」と話し、この会議は終了した。

この後、さすがに 3 組では、立ち話や、食事前に手を洗いに行く人はいなく

なったが、ライン内の関係はギスギスし、「T 職長のヤツ・・・」と囁く声が帰

宅時間時にラインで聞かれる状況だった。

2 週間後、S 主任は組長会議を予定した。だが、本社からその日にエライ方が

来られるということで延期となった。このため 3 週間目に会議をすることとな
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ったが、この時点でも 3 組の品質状況はグラフが示すごとく、相変わらずの低

迷状態だった。また、生産量も 3 組がネックとなり、生産性は 2.3 倍のまま止

まった状況だった。このためもあって、職場の雰囲気は暗い状況で 3 週間目に

入った。

3 週目の中、水曜日、S 主任は H 組長を主任室へ呼んだ。そして、H 職長に

「20%生産性向上は計画できたか？」「いえ、まだです」「早く作ってくれ、第

一、君のところは品質改善が一向になされていないようだ。これでは、我々ラ

インの任が果たせない。君の職場の立ち話は減ったようだが、生産性があがら

ない理由はナゼなのか？事態を厳しく考えて対処してもらわないと困る」「はい」

「今週の金曜の組長会議まで後 2 日だぞ、一応、それまでは待つが、早く案を

つくってくれ、手伝いは必要か？T 職長に応援させようか？」「いえ一人でやり

ます」・・・・ということでこの話しは終了した。

丁度その頃、IE 教育を受け,No.1 ライン所属、夜勤で班長を担当している「Y
君を No.3 ラインで使ってみないか？」という話しが課長から S 主任のところへ

降りてきた。Y 君は若いが、もとは他の職場の L 主任のところにいた方だった。

L 主任の指導よろしく、眼力、行動力もある方であることは S 主任も知ってい

た。また、工場としても、近々、Y 君を組長に昇格する方針が出ていた。S 主任

は Y 君とは時々飲み屋で酒を交わす間柄だったが、確かに Y 君は信頼のおける

方と思っていたので、Y 君を 3 組へ適用をすぐ考えたわけだった。

こう思っているとき、翌日だが、S 主任は J 課長から呼ばれ、「君どうかね？

Y 君を第 3 組の職長に使い、H 職長を協力会社へ出向させないかね？今後のこ

とを考えると、また、内部と外部の強化が早急に必要な今、この策を早く実行

に移すべきと思うのだが。・・・」と話した。「まあ、最終決定は君に任せる」

ということだったが、この話しで、S 主任は早速その案を実施する決心をした。

S 主任、木曜日に H 職長を主任室へ呼び、「H 君、急な話だが、君も承知の通

り、内外の強化が緊急な今、君の才能を活かして、協力会社 D 社へ出向願えな

いだろうか？君の手腕を見てのことだが、君、若い内に才能を伸ばすと同時に、

今、我が社が困っている問題を解決し、新製品の不良率低減も早急に進めたい！

今、D 社強化が必要なことは第 3 ラインにいて君が最も苦しんでいた問題の解

決になるし、緊急、かつ、必須の内容なのでそうしたい。・・・」この話しは、

H 組長には余りにも突然、寝耳に水という内容だった。H 職長は、この時の重

大関心事は、明日の組長会議に出す 20%生産性向上の計画書だったし、S 主任

の話はその催促だと思っていたからだった。そこで、「明日の事はどうするんで

すか？」と聞くと「もちろんやるさ、案は出来ているのだろうか！」「はい」「そ

れを基に組長会議では今後の内容を深めるので、君の考えと意見を大いに語っ

て欲しい」「はい、それなら」「出向といっても、一心同体、出向後は我々が君
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の構想をやって行く積もりだが、外から、君の意見をお願いしたいと考えてい

る。」「はい」・・・しかし、H 組長、納得した顔ではなかったが、「出向せざる

を得ないようですね」ということでこの話しは終了となった。

翌日、予定通り組長会議が開催された。だが、H 組長は出社しなかった。ま

た、近くに住む友人に封筒を届けさせてきた。S 主任が中を開けると、S 主任へ

の退職願いだった。S 主任はあわて、H 組長宅へ電話したが、在宅していた奥

さんの話しだと「先輩のところへ用がある」と言ってでたまま外出、行き先を

探すが、H 職長は行方知れずの状況である。

このため、緊急に 3 組の面度を 1、2 組の職長がカバーすることになったが、

志気低下は激しく、生産量は低下する状況だった。作業者達は、H 職長が来て

いない理由を知っている様子だった。それを証明するかのように「H 組長は Y
組長に追い出された！」という話しを現場でするものがいる、という話しが S
主任のところへ持ち込まれた。このような状況で、生産量は昨日の 2/3 程度、来

週の生産量確保も大きな不安となっている。

さて、このような状況で、あなたは、S 主任の立場で、この混乱する問題をど

のように整理し、早急な対策を進めるべきだろうか？

【問題の解析】

この種の混乱する内容を整理すると、表 4-3 のような解析になります。再度、

表 4-2 の No.3 をご覧願うとお分かりのように、手順①はステートメント（この

表を使った、関係者全員の行動指針）の記載です。この種の集団が問題を抱え

る場で、個々人の立場で個々に意見を言い張っていては、混乱状態は解消しま

せん。そこで、企業や工場の長（含む、お客様の立場）といった高い視点で問

題を整理する必要状、まず、誰の立場で何をすべきかを記載しています。次に、

左端から、②の欄に「重要関心事」ということで、解決へ向けるべき重要をマ

クロ的な内容と共に書きます。しかし、風評である問題を取り上げることは危

険です。同時に、マクロ的な用語で挙げた問題にウエイトづけして行動を取る

と、感情に走り、判断を誤る例があります。そこで、この表では、関心事だけ

を挙げ、まだ、ウエイトづけをしない方式を採りました。つぎに、手順③では、

②で挙げたマクロ的な問題に対する事実情報を貼りつけます（KT 法では、分離

という言葉と共に、固まりになった問題をほぐす対策という内容で、この処理

を解説しています。）この手続きで、問題として挙げた重要関心事の裏付けが出

来たので、「もし、このまま問題を放置すると、①の立場でどのような影響が出

るか？」を寄与率という言葉で記載して、影響度評価を行います。
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表 4-3 混乱する問題の整理の例

ステートメント：工場長の（S 主任を超えた）立場で混乱する製造現場の問題を早急かつ、速やかに整理する。

重要関心事 左記の事例（事実の確認） 寄

与

対策手法の割り付け 重要度評価 着

順

担当

期限Ｓ Ｕ Ｇ 判定

１，目標の生産量が

達成出来ない

1-1 ２交代勤務を採用、６ヶ月生産量は伸びた

が品質が大きく低下した。

1-2 第 1 組が一番生産性工場対策がよく、第 3
組に問題が多いことが指摘された。

1-3 会議で、各組長に 2 週間以内に生産性向上

策 20%向上を図る主任指示が出たが、会

議は延期、生産性は低迷の状況である。

５ 1-1 生産性は伸びたが、品質

が悪くなった原因を究明

する。PA
1-2 第１組と 3 組の品質対策

の差異を分析する。PA
1-3 第 3 課の生産性をあげる

最適案を策定する。DA

◎

○

◎

○

○

◎

◎

○

○

◎

○

○

３

４

全て

主任

自ら

の対

策内

容

２，工場人事に対する

反発が表面化の状

態である。

2-1 1-3 と同じ

2-2 Y 班長を第 3 組の新任組長にする意向が課

長からあり、了解した。

2-3 H 組長へ協力会社への出向を伝えた。H 組

長は納得した様子に見えた。

2-4 H 組長から退職願いが届けられた。

2-5 本ニュースを察知してか？授業員が動揺

2-6 生産性は 2/3 に低下、来週に不安が発生

５ 2-1 H 職長を協力会社へ転属

させる問題を想定し、各

種対策を策定する。PPA
2-2 H 組長が協力会社へ転属

する上で悩みを持ってい

る内容を調査する。

2-3 退職願いの原因調査する

2-4 工場人事に対する従業員

の不満を調査し、最適案

を策定する。

○

◎

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

◎

１

２

同上

３，組長間の人間関係

が悪い

3-1 F 職長が H 組の規律問題を指摘した。

3-2 Ｆ職長の発言に他の職長は不満を持った

４ 3-1 職長間の不満を調査する

3-2 上記の最適案を策定する

△ ○ ○ ○ ５ 同上
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ここでは、5 点法で評価しましたが、５：極めて重要を上位にして、４：かなり

重要、３：まあ重要、２：余り重要でない。１：全く重要でない、という評価

基準を記載しました。その後、手順④では対策法を位置づけました。対策は、

既に問題が起きている状況なので、まず火消をするための緊急時対策、その後、

問題の原因究明～原因の除去という手順で恒久対策につながる内容を記載して

行きます。その後、対策も考慮した状態で、⑤「本当に何が重要の評価の基に

なってくるか？」を再評価の形で確認するため、S：重大性（お客様や企業に与

える影響の大きさ）。U：緊急性、G：拡大指向性（例えば、H 職長問題を放置

しておくと問題が広がり、疑心暗鬼になった結果、改善策に手がつかなくなる

と言った例）などの項目で評価した後、⑥限られた時間と人、技術と言った持

てる力を集中～配分して早期問題解決に向けるための着順と、担当期限の設定

手続きを見て、対策に入るという整理法が KT 法の SA の応用、『ごちゃごちゃ

問題の整理法』です。

なお、筆者は、実務的にこの表を使う場合、今は、裏にノリが付いたカード

を用いて討論の時間の短縮を図っています。これに似た例として、阪神淡路大

震災後の混乱時に、ボランティアの方の中で、この方式を使い、効果を挙げた

例がありました。このため、3･11 東日本大震災の際も、カードを用いた方式で

復旧対策が進められた例を、筆者は多数拝見しました。要は、緊急・混乱時に

表を埋める対策にカードの利用が有効で早いという対処です。

この問題を整理して解ることは、「なぜ、早い段階で、問題を察知し、このよ

うな問題に至らせないために、先手を打たなかったのか？」という疑問です。

要は、先に解説した表 4-2 の No.5 を活用して、問題の未然防止を図る策を展開

していれば、このような混乱の処置は不要になるという考え方です。これは正

解です。だが、ここでは、そうならない例の場合に、「生産管理上、問題が起き、

混乱状態に陥ったら、このような様式を広げ、的確な対策を下して下さい」と

いう準備を願って、対策手法と例を示しました。
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（３）生産の遅れ防止に必要な生産管理システム上の対策

市場の変化が激しく、企業間の競争が激化する中で新製品が次々と交代する

状況に加え、ライフサイクル短命化の時代に、必要な時に必要な製品や部材な

どをお客様に供給出来ないという状況は生産管理で大きな失点となります。そ

の理由は言うまでも無く、また、図 4-14 でそのイメージを例示したように、企

業や工場内部の事情はともかく、顧客の信頼を失い、売上低下そのものを意味

します。そうなると、何としても、現場の生産力を上げる対策と共に、生産管

理システム面で、この種、納期遅れをしない対策が重要になります。そこで、

ここでは、製造現場における問題の対策を論じる前に、生産の遅れ防止に必要

な生産管理システム上の対策を整理することにします。

「では、生産管理上、どのような事項が遅れの原因になるのか？」という主

な要件について、表 4-4 を用いて整理することにします。表の左側に遅れの原

因となる事項です。これに対して右側に対策手法や要件などを記載した例です

が、生産管理システムの計画段階から、設計時に発生する問題などは、他社の

事例などを参考に、事前検討段階で是非問題を回避願いたい内容です。これに

次ぐ形で、生産管理システムの運用が始まると、今度は製品や設備、人的な問

題が発生した結果、遅れとなります。そうなると、極めて常識的な記載になり

ますが、①生産管理システムと共に、IT を駆使した管理部門における各種レベ

ル向上と、②生産現場における物づくり力を車の両輪と考えてレベルアップを
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図って行くことが有効な対策法になり、表の右側に記載した対策手法を事前、

また、効果的に投入した対策が必要です。

では、この中から、「では、生産管理システムという情報処理面で何をすべき

か？」について、その構成面から改善とレベルアップ内容を探ることにします。
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これも極めて常識的な内容になりますが、生産計画時にネック工程があると、

必ず、遅れを発生する基になります。そうなると、平準化生産計画をソフト的

にいかに効果的にスケジューリングするか？ということになるわけですが、こ

のためには、先に解説したように、①標準時間の信頼性を上げ、②納期を考慮

しながら、遅れを発生させない計画（各種調整）を策定する。そして、③ネッ

ク工程に対しては、出来るだけゆとりが生まれる方式を確立して行くといった

対策が計画を策定する。すなわち、計画着手前に必要となります。以上が生産

計画の策定の要点ですが、特に、（1）注文が殺到している時、（2）飛び込み品

や短納期品で計画変更～順守して行く上で無理が見られる時、（3）製造上の都

合や、不安な要件が顕在化しないか？を注意しなければならない時に、①～②

の検討に衆知を集める必要が生じます。いづれにせよ、無理な計画には限界が

あるはずです。仮に、勢いで一時しのぎをしても、やがて、問題は顕在化して

混乱を招きます。このような時、時には、お客様に連絡して、納入量や納期調

整を図る。休日出勤や残業、交代勤務と共に事務所や外部の支援を受けて計画

を消化する対策を進め、実行可能な計画の策定に向ける例は、工場生産に、多

く見られる対策の例です。この種の内容を生産管理ではフレキシブル性とか柔

軟性という言い方をしますが、いずれにせよ、持てる資源（人・物・設備・・・

金・情報）を駆使して、その時点で最適計画を作り、守って行くことが計画ど

おりの生産遂行の基盤になることは言うまでも無い事項です（なお、この種の

策の準備に関する対策は次の項で取り上げて、解説することにします）。

このようにして生産計画が策定されると、実行段階に移ります。ここでは、

計画通りの生産が、現場関係者の活動になるわけですが、遅れを出さないため

に、情報共有の名で知られる、今がどうなっているか？という、正確な実情の

把握を基にして、異常を発生させない先手管理が重要要件になります。先手管

理については、先の図 4-10 で例示したわけですが、関係者が情報を早く得て対

策をスムーズ行うためには、図 4-15 の下の方に示したような各種の見える化手

段を現場に装備することが重要です。特に、日程計画を順守するこの種の活動

に対し、生産管理では、IT を活用する例が多いわけですが、①現状の生産達成

度がどうなっているか？を全員が IT を中心とした一元化・最新情報でつかむ。

②図には「メトロノーム管理」という名称で記載しましたが、今後がどうなる

か？遅れを発生させないため、前後工程と自工程の生産遂行が時間通り進めて

いるか？を、関係者に目で見て判る方式、そして、③万一、異常が発生しそう

な時、連携を強化して、兆しの段階で火消する。もし、問題が発生したら、準

備しておいた緊急時用対策を発動して、最小限の問題に留めるといった３つの

対策は、生産計画の順守上の必須条件です。

製造現場では、昨今、目で見る管理と共に、ホウ・レン・ソウ活動を進めて
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いる企業が多い状況です。米国映画のポパイがホウ・レン・ソウを食べると強

力な力を発揮する内容をヒントにした用語ですが、内容は、報告・連絡・相談

の頭文字を取った内容であり、「異常の兆しが見えたら、協力し合って早期の問

題解決を図る」という意味です。要は、先の②の具体的な展開法を広げ、関係

者にご理解願い、掛け声と共に実践して行こうという活動を示す対策法の例で

す。したがって、生産管理においては、個人的な話を強化して親和度を高める

という内容は二次的な影響になります。

ここまでに、何度も同じ内容を紹介して恐縮ですが、生産計画は最適資源の

活用（人・物・設備・技術・・・時間と金の最適化）により、ムダを発生させ

ない最適予算の達成そのものを意味します。しかし、この活動が常に円滑とい

う状況で無いことがあります。生産管理を円滑に進めるためには、「当然、この

ような状態を放置すべきではなく、極小化すべき！」となるはずです。このた

め、同じ失敗やムダは発生させないため、図 4-16 に示したような活動を進めて

行きます（再発防止策です）。

図の左側は、ここまで解説してきた生産計画を守る努力をフローチャートで

記載し直した内容ですが、「生産計画を守る上で、緊急時対策の繰り返しや事後

処理は何としても、次回は発生を防止したい」という内容を示したものです。

この対策には、後述する生産・製造力強化が大きく関与するわけですが、もう

一方で、生産管理面でも改善事項があります。これが、図の右側に書いた例で
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すが、簡単に解説することにします。

（1） 製作手配段階で行う対策

（ｲ） 細部まで、部品や仕事の内容などを展開することにより、ジャス

ト・イン・タイム生産の確保に対して、起きる危険がある小さな

ムダまで省く対策。

（ﾛ） 標準時間が短く済むように、ベテランのノウハウを IT 機器で提示

して、それ以外の方々の効率化や仕事の達成時間のバラツキを減

らす対策

（ﾊ） 遅れが発生する兆しを察知した場合、現場管理者を中心にアラー

ムを出すことにより、早期に問題対策する情報上の現場支援。

（2） 作業計画・検討段階で行う対策

（ｲ） 同じ製品でも、品質と機能が同じ（または、高いが）、時間が掛か

らず、部品点数などが少なければ製造時に短時間・短納期での採

算が可能になる。そこで、生産管理部門から、新製品開発段階（DR
時）に、改善要求を出す。または、製造上で困難度が高い製品に

対しても、困難度をリスクとして対策を求めて行くが、この要求

を関係者が常に分けるようにシステム化を進める対策。

（ﾛ） 標準時間の低減と、信頼性（標準時間という計画と実績の差を無

くす対策）が計画通りの生産の達成に大きく関与するため、関連

部門に、データーと共に、多くの改善要求を提示して行く活動

（ﾊ） 経営層にプロジェクト・チームを創設願い、ネック工程やネック

要件に早急な対策を願う活動

（3） 作業指示・生産遂行段階で行う対策

（ｲ） 多能化や職場応援など、ピークや異常時を切り抜ける機動的な対

策を提案、または、主力的に進める（筆者が生産管理を担当して

いた時などは、標準時間的に生産ゆとりは、現場関係者の方々に、

一時的、または、期間限定で改善班へ編入願いを願い、製造現場

における改善の実務、標準時間の測定～改善、段取り時間などの

時間短縮のための技能練磨、設備故障対策の実務（自主保全力強

化）、信頼度向上対策や多能化の訓練などを願っていた。）

（ﾛ） 異常時の対策には、ちょうど、災害や消化訓練に似た対策の準備

を願う策の拡大（現在は、少子高齢化なので、定年退職者集団を

作っていただき、変動対応の応援を願ったり、近隣の企業と連携

して、生産量の少ない時に応援を受け合う対策などを願ってきた）。

（ﾊ） その他、事後対策も早期問題解決手順を検討願い、早い復旧を願

う策など。
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以上、図 4-16 の右側に記載した項目に対して、泥臭い内容を筆者の体験談か

ら記載しましたが、この種の対策例を題材に、一応、キャッシュフロー・マネ

ジメントの一役を工場長代行という任を受けた形で受け持つ生産管理関係者の

方々が取る活動の一助にしていただければ幸いです。ここにこのような記載を

した理由は、ご承知のように、生産管理部門には市場や工場の全データーが集

まる環境で仕事をしているためです。そうなると、先輩談にある「一人では何

もできない。しかし、一人が活動を開始しなければ何も起きない」という格言

が重視すべきです。ここで「事実とデーターが語る方式で開発設計～製造、購

買、・・といった関係者に改善活動を願う部署は生産管理部門以外には無い！」

と言った考えで「未来を創る方々に課題を提示し続ける」という役割を演ずる

ことは、生産管理部門という仕事が持つ特徴です。また、このような内容を工

場の司令塔のような形で実践する方が生産管理部門の有力な先輩に多かったた

め、「生産管理部門は経営トップ関係者の登竜門である」とされてきた歴史を生

んできました（現在は、「生産管理担当者は工場トップ候補生として期待が大き

い」と研修で講師が話しをする例が多い状況です）。

では、次に、この種の活動を補佐する（支援してくれる）生産管理システム

と、生産の遅れ防止対策の関係を解説することにします。生産管理をスムーズ

展開する重要要件の一つに「物と情報の一体化」という対策があります。そこ

で、図 4-17 を示し、その種の対策法を解説することにします。
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先の図 4-14 に記載した問題の中に、注文が来た、生産に着手したが、部材が

無いので生産が出来ない！」という内容があました。子供が布団をかぶって「言

い訳にもならない」という描写です。この種の問題は、先に、図 2-24 で紹介し

た、棚卸資産の遺失や不一致という、工場内の問題だけで決着しません。組立

製品の場合、部品が一つ足りなくても、製品にはならず、納期遅れから、お客

様に迷惑をお掛けするだけでなく、企業においては、折角の努力が売上高や利

益創出おも乱すためです。

この対策のため、生産形態に応じて物と情報を一体化させ、計画通りの生産

を JIT（必要な時、必要な製品だけを必要なだけ製造する方式）が各社で研究さ

れてきましたが、特に有名な方式がトヨタ自動車で開発された『後工程引き取

り方式による』売れる製品以外の製品を作らせない、という計画生産方式があ

ります。この内容が図 4-17 の左側の『カンバン方式』です。しかし、この方式

には適用範囲が限られています。表中に示したように、受注の振れ幅が 10％以

下の場合になりたつという制限です。この制限は、JIT の生い立ちの歴史が関係

しました。具体的な内容として、図 4-18 に 1950 年頃のトヨタの状況と大野耐

一氏が奔走した内容、そして、世に名だたる JIT を誕生させていった努力の一

部を例示しましたが、倒産時の対策に、中央の朱色で記載した①と②が関与し

ましたためです。要は、トヨタ自販と製造会社・トヨタ自工を分けた歴史が、

ここに大きく関与します。
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トヨタ自販は注文を取ることが仕事です。これに対し、「トヨタ自工はトヨタ

自販から注文が無い製品の製造を行ってはならないという制約がありました。

これが関与して、1 ヵ月に 10％の振れの範囲で生産を平準化して製造する」と

いう環境になっていったわけです。特に、トヨタでは、平準化生産を利用して、

注文通り製作する活動と、ムダ排除がここにリンクさせ、高収益の生産体制の

具体化を展開したわけですが、これがトヨタ JIT になった経緯です（先に、「生

産管理システムは企業に固有である」という内容を紹介しましたが、トヨタ JIT
もこの例です。なお、この詳しい経過は長文になるので、本書では省略とさせ

ていただきます。このため、この内容を知りたい読者の方は、URL：qcd.jp の

OnDeCo シリーズ 9 をご利用願うことにさせていただきます。ここでは、資料

と共に、詳しく解説しています）。加えて、現在、44％もの市場シェアーを持つ

トヨタでは、仮に注文した製品を、お客様が突然キャンセルしても、他のお客

様に販売する余地を十分持っていることも、平準化生産を維持できる理由のひ

とつになっています。

このように、30％も受注変動がある一般企業で、トヨタ自動車方式の JIT 生

産管理システムは適用できません。事実、1970 年代にトヨタ JIT をそのまま真

似た結果、不成功に至った企業が多発しました。また、トヨタ JIT を欧米風に

書き換えたリーン生産方式の導入で失敗例が多い理由もここまでの解説内容と

同じです。「では、トヨタ自動車の JIT が適用出来ない企業で、物と情報を一体

化させ、遅れ無しの JIT 的な対応をどのように図るか？」という課題に、オイ

ルショックという経済不況で JIT が有名になってから、多くの企業が研究した

結果が図 4-17 の中央と、右側です。中央の方式は、変動情報を適宜入れ、生産

計画と指示内容を市場に合せるという方式です。市場の変更に対して、生産の

変更を素早く行う方式ですが、同時に、短時間の切り替えでその間はトヨタ JIT
方式に似たムダの無い平準化生産を行う方式です。この状況は図 4-19 に示しま

したが、SCM という方式です。

事例としてコンビニ業界は 2 時間毎に発注と製品製造を切り替えますが、既

に、この種の変化対応式でムダな製品の製造の極小化に努力してきました。ま

た、PC や携帯電話生産～家電品、衣類や家具生産などにも SCM は、協力会社

を組み入れた形で盛んに活用されていきました。

さらに、コンベアで製造するユニット・ハウスや金型、一品物で知られる発

電機や造船などの製品は、途中で設計変更が飛び込んでくる対象です。それで

も、JIT 生産とムダ排除を的確に進める必要があるわけですが、ここでは、常に、

今やるべき情報を直前に伝えるという方式で JIT 生産の要求を満たしてきまし

た。かなり先に予定して仕事をしたり、部材を揃えても、設計変更でムダにな

るばかりか、修正ややり直しに多大なムダ工数がかかってしまうためです。以
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上が、大きな分類ですが、計画生産で遅れを発生させない生産管理システムの

例です。

なお、この詳細内容の記載で恐縮ですが、「生産管理システムに装備する基本要

件は？」となると、生産管理システムの区分はあっても、基本要件は図 4-20 に

示したようになります。
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４－３ スクランブル対策の準備と適用

（１）スクランブル対策手段の総棚卸

生産管理の基本は、最適生産計画の策定の後、『計画通りの生産』を図ること

により、納期通りの物づくりと共に、資源の有効活用を生産計画時に策定、ム

ダの無い生産活動を達成して行く活動です。しかし、筆者の体験では、また、

生産を実務的に担当すると判りますが、生産改革時に、必ず多すぎるか、少な

すぎる状況でした？加えて、特に、ピーク時に、限られた能力の生産なのに、

予想しない生産の波が来たり、注文の変更や生産面で起きる問題に早急な対策

をしなければならない事態が発生しました。このため、この種の対応には、IT
を駆使した生産管理システム面の対応に加え、大半が人海戦術を必要とする内

容が多く、産業界ではスクランブル対策という、緊急時のために用意しておい

た策を展開する対策となり、それでも対処できない時には知恵を絞り尽くして

行う対策が必要になります。そこで、以下、この種の対策の進め方を紹介して

行くことにします。

では、表 4-5 を用いて、その種の策を総棚卸しするところから、緊急時対応

の名で知られる、スクランブル対策の実務について解説することにします。

スクランブル対策の要点は、正に、『備えあれば憂いなし』を進める対策です。

そうなると対策を蓄積しておき、緊急時に、関係者が早急な手を打つ活動にな

ります。なお、この対策で、工場における納期順守や、フレキシブル生産を営
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業関係者やお客様に知っていただくことは、大きな信頼（工場としては、売り）

につながり、受注獲得から、各種のご相談などをお受けするという波及効果ま

で生む例が多々あります。このような対策を円滑に進めるための要点は、（ｲ）

予防策で緊急対策にさせない。（ﾛ）緊急時にスクランブルをかける必要が生じ

たら、用意しておいた緊急時対策を発動する。これでも間に合わない場合、（ﾊ）

とにかく、関係者の知恵集め、一時的には無理を承知で考えられるあらゆる策

を編み出す。（ﾆ）以上の努力で、事後処理に至った場合、お客様始め関係者に、

最大の努力を払った結果のご理解をいただきつつ謝罪、となるわけですが、（ﾆ）

の場合、反省を生かす形で、（ｲ）の予防策、または、（ﾛ）の緊急時対策を用意

して置き、再度の問題を起こさないという取り組みを進めることが重要です。

では、以下、つたない筆者の体験談ですが、難を回避した例を紹介することに

します。

【米国におけるライバルの相互支援体験】

これは、米国赴任時の体験談です。先にもご紹介のように、米国・AAP 社で

アルミホイール生産を開始した時、F社に極めて製造が難しい製品を提供してい

ました。そのような時、不良の発生でホイールに塗装する特殊なペイントが不

足する事態に遭遇しました。お客様の新車に、どうしても必要数のアルミホイ

ールの提供が必要でしたが、通常の対処では、特殊ペイントの入手が納期的に

入手できないため、工場は大騒ぎになりました。「このままだと、日本の生産を

疑われる事態になりかねない！」という営業連絡に、悩み、知恵を集めたわけ

でしたが、「ライバル E 社が似た製品を A 社に提供している。日本ではライバ

ル、日本では考えられないが、この際、恥を忍んで、E 社に頭を下げ、日本の

チームとして何とか顧客対応が出来ないだろうか？」という破天荒と言うべき

案が出ました。苦肉の策です。他に手はありません（万一、このような内容を

日本で発言したら、トップからお叱りを受けることは必定という内容です）。そ

こで、「この策に頼ってみよう」となり、早速、試しました。当時、恐る恐る E
社へのコンタクトとなったわけでしたが、驚くことに、二つ返事で「協力しま

しょう！」というお返事をいただき、ペイントの供給がなされ、この危機は回

避しました。E社は、「材料費以外は不要！」とのことでしたが、この時点では、

お礼状と材料費支払程度でした。当然、お客様には、全く、支障なく納入対応

が済み、関係者全員、ホッと胸をなでおろしたという体験談です。

その時の E社との約束は、「困ったときはお互い様、企業のしがらみは超えて

日本産業グループとして米国産業に貢献しよう！」ということでしたが、その

後、この約束を果たす問題が、今度は E 社で起きました。E 社から突然、電話

で、「自動加工機のタイミングベルトが切れて生産が止まり、大変なことになる。

お宅に予備はないか？」という問い合わせでした。しかし、E社と AAPは設備
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が異なるので、対応できなないのですが、知恵を絞って、皆で恩返しを考えま

した。幸い、電話をいただいた時が日本の早朝でした。そこで、日本の本社に

電話、米国への出張者がいないか？を聞いたところ、幸いに１名、しかも、今

日の夜の便で米国へ向かう人がつかまりました。早速、その方と交渉、「米国へ

立つ前に、タイミングベルトを製造するメーカーへ立ち寄り、入手し、持参願

いたい！」となり、この対策を遂行しました。実情は、綱渡り状態のタイミン

グで E 社にタイミングベルトが届き、E 社では、お客様に重要製品の納入が無

事果たされました。E社からは、丁寧な感謝のお電話を受けた次第ですが、AAP
側では「恩返しができてよかった」という返事だけで、当然、無償対処としま

した。以上、破天荒ともいうべき策が功を奏したという体験ですが、緊急対策

を表４-５と同じ形で整理し、企業の財産にした次第です。

筆者にとって、この体験は初めてだったわけでしたが、後日、自動車業界に

鉄板を提供する企業は、A 社が火災や事故で供給不能になった時、B 社が A 社

の製品印を押して回復するまで生産停止を防ぐという対策が、日常的に行われ

ている活動を弟との雑談で学びました。

【分割納入策を図った体験談】

日常的に使う部品や材料を購入する企業などの一般常識に、「まとめて買えば

安くなる」という例があります。一括搬送が物流費低減に作用する例です。筆

者の対応例も、このような環境下で、ある企業を支援している時、部品メーカ

ーの生産がピークになり、打開策の支援をしたことがあります。この時、A 社

では、当然、生産計画を見直し、いろいろ手を打ったわけでしたが、どうして

も、ある期間がピークになり、生産対応は限界という計算結果でした。そこで、

筆者は「毎月、定期的に大量買いされるお客様の手持ち在庫を調べて下さい」

とお願いしました。多くの企業が、大量買いの場合、日々少しづつ使用される

例が多いためです。調査の結果、これで、お客様の使用状況が判と共に、分納

すれば、ピークは凌げるという結果を得ました。要は、A 社では「無理をしな

くても無事ピークカットが出来た」という事例です。当然、分納により物流費

がかかります。しかし、お客様にご迷惑をお掛けする費用、工場で無理をして

費用追加を図る費用など比べると、無視できる額でした。A 社では、語らずし

て、「納入はお客様のご注文通り」という制約が、この枠を超えた対策案を見い

だせなかったという例です。

逆の例もあります。ゲーム機の部品を製造する T 社の改善指導をしていた時

の話です。ここでは、すでに対象機器の市場規模が落ちてきたのに、お客様か

らは、「生産満杯のご注文が来て、ピープ対策をいかにすべきか？」という、ご

相談でした。しかし、ゲーム機が売れなければ部品は余るはずです。そこで、

ここでも、「お客様の部品在庫を調査して下さい」としました。加えて、「日々
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の使用量に支障を来さないように生産します。このため、状況に応じて小口納

入させてきださい」という契約をしたわけでしたが、「この契約が実施される場

合、T 社では、来月の生産はゼロでも OK という状況となりました。ピーク対

策より、生産対象品が無くなるので、売上ゼロとなります。そこで、早期に新

製品対応を進めるべき」としましたが、この策も成果を発揮しました。その理

由は、翌月の中間には、対象となっていた部品の生産中止、さらに、在庫して

いる部品に対し、「当方で分解するので、材料としてだけでも引き取ってもらえ

ないか？」という要請が来たためです。

過去、『在庫調整』という言葉が景気の診断に盛んに使われてきた時代があり

ました。しかし、現在、JITやサプライチェーンと共に、小口納入と混載（１つ

の梱包や配送便に多種少量、注文がある製品や部品だけを入れる方式）が一般

的です。これは、SCMにおける「ITネットで、お客様の在庫を読みながら、納

入メーカー側で生産調整を図る」という方式です。

【歴史に学ぶ緊急時対策】

スクランブル対策は『臨機応変』の名で知られる対策です。そうなると、対

象は違っても多くの知恵が歴史的にあるはずです。また、それらの事例を知っ

ていると、緊急時に、多くの策が見つかることがあります。どの偉人の知恵だ

ったかは忘れましたが、歴史書を読んでいた時、「あす、殿様が通る道路をつく

りあげなければならない。だが、道路に大きな石があり、除去するのに、時間

も人でも無い」という問題がありました。この時、この道を通りかかった知者

は、一休さんの知恵の似たアイデアで、「穴を掘って大きな石を落とし、その上

に土をかければ間に合う！」と指導した結果、道路は期限通り完成したという

逸話です。他にも、藤吉郎が、緊急時に、数倍もの賃金を約束して、近隣から

人を集め、短期間に城壁などを築いた逸話などが残っています。さらに、筆者

が、九州のある社員を大切にしてきたことで有名なメーカーを訪問した時、「ど

うしても決められた期日に出荷する対策で困っている時、家族総出で対処して

いただいたため、しのぐことができた」いう、涙がこぼれる話をお聞きした例

もあります。命令やお金を積んでもできない緊急時策が成功した例です。

この種、愛社心を大切にしてきた会社では、定年退職者をネットワーク化し

て、緊急時にご出馬願う策を展開している例があります。筆者が関与する釣り

の会にも、すでに定年退職されている方の中に、この種のネットワークで企業

支援をする方がおられます。このような方には、突然、「今日は、昔の友人を助

けなければならないので、釣りを欠席したい」という連絡がくることがありま

す。会の欠席を連絡してくる方の顔と声が、余りにも嬉々としているので、「了

解！」以外のお返事はできません。我々仲間の趣味や融和より、昔の会社の仲

間に頼られることに、その方のお人柄を学ぶ内容です。
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以上、戦国史、産業的だけでなく、すでに緊急時対策の知恵と工夫は、実の

周りに多数あるはずです。したがって、この種のノウハウを表４-５に加え、各

種対策を『余力管理』いう視点で、図４-21 のように恒久対策の形で整理してお

き、「いざ鎌倉！」という時に発動する準備をしておくことは、納期順守やピー

ク吸収の面で、生産管理上、極めて重要な対策です。

（２）応援多能化対策のシステム化

多種少量生産という言葉が死語になり、変種変量の時代に入った現在、スク

ランブル対策への対応や、新製品への人的移動から人材育成上、多能化対策が

企業の側だけでなく、仕事を進める個人にとっても極めて重要な時代になりま

した。そこで、ここでは、多能化の問題を取り上げ、その進め方を解説するこ

とにします。

先に説明させていただいたように、多能化を生産管理の見地で重視する理由

には、多くの要件が関与します。しかし、現場の実務者にとって何かのメリッ

トが無い場合、“便利屋”感から、緊急時に協力を得にくいことがあります。特

に、1 芸で仕事を進める職場に配属された場合、応援者は 85％程度のアウトプ

ットが最大となるので、関係者が、どのようにうまい説得をしても「とても、

ベテランにはかなわない」という被害感が生れます。この種の問題は、ST（標

準時間）のカット問題に似た、人間関係（支配と被支配）となって出てくる危

険があり、少なくとも、次のような手を打って進めるべきです。
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（ｲ） 多能工の給与、処遇を向上させる策を示す。

（ﾛ） 多能化の意義と貢献度と共に、会社の人材育成方針として明示する。

（ﾊ） 多能化により、企業人として多くの経験が出来るという内容を人材育

成や改善活動にリンクさせる。

筆者の工場在勤時代、工程管理の実務を担当した時、産業界では、多能化対

策が盛んに進められました。また、時を同じくして、この頃、図 4-22 の PAC
という生産性向上が産業界では盛んに行われました。PAC は科学的な標準時間

（WFベース）を基に生産性向上を図る対策です。具体的な運用は、標準時間通

りに行かない場合、どのような小さなムダも計量して、作業者という人の努力

と管理者の責任に区分すると同時に改善を進める方式です。PACを適用すると、

計画通りの生産の順守と共に、お金を使わない（使っても少投資）で、1年程度

で、生産性が 2倍にもなる例が、1980年代、盛んに報道されました。

PACは JMAC（㈱日本能率協会コンサルタント）が中心に進めたわけでした

が、不況の中で行われ、「魔法の生産性向上策」と名で PRされました。しかし、

PACを真似た方式が、多数、日本では展開され、その中に、先ほどの（ｲ）～（ﾊ）

の対策を進めず、「人間無視の生産性向上さくである」ということから組合問題

が起き、失敗に至った例も報告されました。PACでは、図 4-22の左端にある図

が示すように、製造現場では標準時間以外の仕事は許しません。そこで、悪い

例では、仕事の無い方を食堂などに機械的に集める。逆に、仕事がある部署へ
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応援に出すという、『人間無視の便利屋派遣』運営を行った企業で人的問題が起

きました。ここでは、短期応援の姿は、まるでアルバイト以下の扱いでした。

このため、「浮草稼業」というそしりを受けた例です。要は、人間を無視した、

職場の“ハミダシ者扱い”に従業員の不満が爆発した例です。

当時、人材尊重を重視する企業で働いていた筆者は、失敗事例を反面教師と

して扱いました。当然、PAC を進める例があったわけでしたが、ここでは、人

材育成とリンクした多能化を、以下に示した対策と共に進めました。

（a） 多能化を工場全体の変革と人材育成システムとするため、生産管理部門

につけて（直属として）、希望者 3名を公募する。

（b） 期間限定で、賃上げの際、多能化を査定基準に入れ、一般の賃上げより

高い額に定める（多能化を進めれば、当然、工場収益の向上に寄与する

ので、その一部を多能化達成の際、資格の形で一時金として個人に還元

する）。

（c） 多能化の期間は 6 ヵ月、同じ職場へは戻さず、班長という職場管理者の

形（職場長の下で現場管理を担当するリーダー）として活動願うが、対

象人員は期間限定とする。3ヵ月の間に夜勤作業は無いが、給与は補填し

て、IE、QC、VE の改善手法の習得～実践、溶接、加工、組み立て～設

備診断と一部、改造技術を見につけていただく改善班活動を主体に活動

する。なお、臨時の職場応援は便利屋としてではなく、職場に入り、仕

事の分析～改善を進め、実務体験と共に、習得した改善技術を駆使して

行く題材とすることを基本とする。したがって、時には、単なる、応援

はあるが、工場の事情をご理解願い、短期間で多能化育成チームに復帰

する。

この策の展開で、工場内の多能化が進みました。また、多能化を希望する方

が多かったため、予備軍の形で、生産に余力が出た部門は改善留学をして、学

びたい技能や技術を習得する。職場全体で計画通りの生産達成を終わった職場

では、全員がグループ改善や技量向上研修を職長中心に行う。・・・といった方

式も、平行して進めました。その結果、工場改善活動と共に、職場の皆様のモ

チベーションの向上が図られ、余力管理が進みました。このような一連の活動

は、今も、多くの企業で行われているわけですが、要は、人材育成という内容

は、具体的なテーマを個人で持ち、目標管理と共に達成内容を仲間と共に、刺

激しあって自己研鑽～育成して行く活動を生産管理部門がプロモート（上手い

仕掛けをつくり成功談を作り、広げる）ことではないか？と思う次第です。な

お、多能化には多くの育成形態があるわけですが、その要点をまとめると図 4-23
のようになります。また、以上が筆者の体験談ですが、図 4-24に示したように、

多能化と共に卓越技能者育成まで、技量向上を進めた例もあり、この種の展開
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となると、多能化を企業戦略に位置付けるべきです。

（３）優良企業事例に見るピーク対策の手順化

現在、多くの企業で、図 4-25 に示した製造現場の多能化対策だけではなく、

間接部門を含めた、多能化対策が進展されています。ここまで、詳細に解説を

繰り返してきたように、多能化には、多くの利点が企業と個人の両者に生まれ
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ます。特に、昨今のように、経済と技術の変化が多い時代にあっては、図の左

側に示したように、企業に飛来する多くの問題解決の基盤となる、人材育成の

在り方に関与します。特に、『企業は人なり』という、企業では当たり前になっ

ている用語は、現実に起きる各種の問題を解決して行くために、人と仕事の幅

を広げ、先見性を高める対策を意味するように思います。そこで、図 4-25のよ

うな多能化の取り組みを体系的に企業活動に組み入れて、ピーク対策に活用し

てきた結果、大きな成果を得てきた優良企業の取り組みを整理してゆくことに

します。

生産のピークが季節的に訪れる企業において、ピーク対策は、大きな経営課

題です。また、対策ノウハウの蓄積と、発動が経営を大きく左右します。図 4-26
に示した事例はエアコン生産を行う N 社のピーク対策ですが、正に、この例で

す。今や、クーラーはエアコンとなりました。このため。季節によるピークは

軽減されつつあるわけですが、かつて、クーラーの生産は季節製品の代表選手

であり、N社はこの渦中で活動してこられた企業です。N社の取り組みは、1990
年代の半ばに、JMA の IE コースで紹介されました。この時、筆者はコーディ

ネーターを担当していたわけでしたが、聴講生の皆様と共に、ご苦心と納得を

得た内容だったことを記憶しています。その理由は、当時、「生産のピークは、

どのような事情があっても吸収すべきである！」というテーマが、産業界の一

般常識だったわけでしたが、そうなると、かなりの準備と投資や、逆に、繁忙

期に対し、閑散期にはムダな人や設備などの保持が大変になります。これに対
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し、当時、N社はクーラーで第 1位の地位を保ちながら、「長続きしない無理な

活動はしない」という方針で対処しておられました。しかも、冷夏には予想を

下回る販売になります。そこで、先が読みにくいピーク対策自体に柔軟性が必

要になります。要は、実務的でムダの少ないピーク対策に全社の知恵を使った

対応となるわけですが、特に、共感した点は、「ピークの総てを吸収するのでは

なく、固定客を中心にピークの状態を N 社で決めさせていただく」という対処

でした。図の左下のカーブが、当時の生産と販売の状況を示した内容です。ど

の企業でも、ピークを見越して各社が生産を開始するわけですが、直線で示し

た生産対応が N社の計画です。当然、最大の生産を狙うわけですが、N社の生

産規模は全体の需要カーブには届きません。このような内容に対し、講師の方

が、「お客様が総てN社の製品をお買いになるわけではありません。また、ピー

クに対応できないで無理にお待ちいただくことや、無理な生産対応や、緊急策

を発動したとしても、限界になることは自明の理です。従って、固定客、重要

顧客リストに優先順位をつけ、N 社と親和度が低いお客様には他社の製品のご

購入をお奨めするわけです。・・・」という取り組みが紹介された内容でした。

さらに、お話しでは、「ピーク対策は、図の右側にある手順化をして運用して

きました。当然、季節変動を見込んでつくりだめを図るわけですが、以下、稼

働日の調整～順番に手を打ってきました。現在、⑥番目を新製品開発部門に申

請中です。」という内容の紹介でした。だが、N社のピーク対策の講演があった
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翌年、クーラーがエアコンという形で登場してきたことに対して、1年間、同じ

メンバーで受講する IEコース関係者は、最終の段階で、N社の講演内容を反芻

した次第です。要は、「生産管理という部署は知恵を駆使してピーク対応を図る

が、対策が限界に達した時は、気合いややる気の強要を製造関係者に強いるの

ではなく、標準時間を活用した科学的な解析をベースに、全工場で納得が行く、

状況に応じた対策で対処する」という対処と、「生産量拡大のため、閑散期には

多能化と改善をたゆみなく行う。また、このための課題は、繁忙期に見つけ、

列挙～整理しておく。さらに、製品設計（デザイン）面からの改善要求を製造

側から新製品開発側に提示するわけですが、その効果と有効性を生産管理部門

が実績として得たデーターで定量的に示して、開発スピードを促進する一助と

する」という対処を、IEコース参加者と話しました。

その後、ピーク対策は、通常生産にも支障が懸念される環境から、少子高齢

化時代の到来（2007年問題）として騒がれる時代になりましたが、N社は、図

4-27の対処を進めてきた内容を、各所で紹介されました。

筆者達は、この内容を「物づくりを進める製造現場関係者の欠落が生じたら、

どのように優秀な生産管理システムを駆使しても、優秀な船頭をチャーターし

ても、船と乗組員がいなければ、航海できない状況と同じ」と解釈しました。

また、この意味で、重要な製造工程や物づくりの技術がどのように継承され、

管理されているかを、生産管理としても、「見える化」させておくことが重要で
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あると考えます。多分、この種の問題は生産技術部門が扱う問題ではないか？

と思う方が多いと考えます。だが、図 4-28に示したように、工場としてスキル

管理すると共に、将来リスクの軽減化を進めることが重要です。この種の課題

は、時代と共に発生が絶えない新たなピーク発生課題です。したがって、その

種の課題を先験的にとらえ、防止～改良にして行くことが必要です。

さらに、追加すべき課題として、例えば、新入社員の大卒関係者が3年で32.8％、

建設関係では、高卒関係者が 46.8％も退職してしまう時代に付随して発生する

問題が多々あるはずです。さらに、社内だけでなく、少子高齢化が関与して、

中小企業の跡継ぎがいないで廃業といった事象が多い時代なので、この面の管

理も、生産管理としても、少子高齢化の影響は注視すべきです。

どの企業も人材育成を重視してきました。企業側の立場に立てば、人材育成

による実力向上のニーズは極めて高い内容です。このため、昨今、筆者にも、

技術や製造部門の方々の人事評価の作成を問う例が飛び込んできます。しかし、

人材育成は、ご本人にとって（特に、産業人として活動や生計する中で）、具体

的なメリットが無ければ、いくら立派な教育や研修制度を駆使しても、箱物教

育に代表されるように、教育現場では燃えて活躍しても、実務ではさっぱりと

いう事態を招きます。この種の有名な言は、多くの著名な経営者が「ドラッガ

ーを学び、MBAの資格を取った方に経営を任せるとは言い難い」という例えに

似ています。その理由は、「この種の題材は、経営者という実務を経験してきた
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方が、その活動内容を整理して、今後の戦略を考える題材になる程度である。

もしドラという著書が産業界で話題になった理由は、「もし、甲子園に高校生を

つれてゆくにはどうすべきか？」ということを真剣に考えた女子マネージャー

がドラッガーを読んだら（オリジナルの題名の意図を記載）」ということが発端

となり、目的を持ち、膨大な著書の必要部分だけを実務展開したところに意味

を持つ。要は、甲子園に出るというアウトプットを先に決め、最良のインプッ

ト情報を膨大なドラッガーのマネジメント理論から抽出～活用した点にある」

とされるわけですが、この内容はそのまま、現場関係者の人材育成内容に当て

はまります。この意味で、人材育成システムを生産管理部門の皆様も監視し、

研修の必要性と現場力向上の効果（状況）をムード的な評価だけでなく、定量

評価して関係者に提示すべきです。そこで、この面に対し、図 4-29に例示した

日本エイムの取り組みを紹介することにしました。ここでは、個人の技量育成

が地位と給与で評価され、直接的に経営効果をあげる方式になり、離職率低下

までも具体化させるという実力主義・評価を具体化させているためです。



282

第５章 生産管理業務効率向上のための IT 活用

工場における物づくりの持ち味を向上させ、顧客重視の製品提供をスムーズ

化するために、図 5-1 の上部に示したような構成で生産管理システムを運用す

る対策が多くの企業で図られてきました。特に、現在は、ここに IT を利用する

ことが一般的になっていますが、各種情報処理をスムーズに行うため、また、

人手で苦心して行ってきたノウハウなどをソフトウエア―という形で蓄積して

活用する面で有効です。そこで、目に見えないことが多い領域ですが、バック

ヤードで活動する生産管理システムの中身について、利用が盛んな生産管理に

関与するソフト関連の対策手法を紹介することにします。

５－１ 知っておくべき OR 活用

OR：Operations Research は、第二次世界大戦の頃、ドイツの U-ボートとい

う潜水艦の沈没を効率的に進めるため、数学的解析が研究と共に誕生した手法

です。その後、OR は、研究が企業における各種の活動に活用可能なことが判り、

利用されてきました。筆者は、1970 年の日立金属㈱に入社と同時に、「専門の

金属工学の研究から離れて、生産管理の専門家になれ」という命令を受け、急

遽、異分野へ投入されました。このため、再度、早稲田大学の夜学へ通い、1 年

間の OR 教育を受ける機会を得ました。当時の OR は、『OR の数学』の名で代

表されるように、正に数学の塊でした。また、この時、多くの企業が生産管理
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システムの中に OR の算式を組み込む努力をしていることを学びました。しか

し、学んだ OR の高度で複雑怪奇な OR 解析法の総てが、生産管理システムに

有効というわけではありません。そこで、生産管理関係者が、生産管理の基本

として、是非とも知って使うべき内容だけを抽出し、以下、その解説と利用法

を紹介してゆくことにします。

（１）在庫理論と、その活用

OR の特徴は、「かなり高度で複雑な数学ですが、最終的に、かなりシンプル

な算式になる」という点です。しかし、注意すべきことは、「数学の算式が成立

するためには、必ず、前提条件がある」という点です。OR は、個々に定められ

た前提条件のもとで算式が成立して、その効力を発揮するわけですが、万一、

算式の成立条件が異なると、どのように有名に見える理論も全く意味を失いま

す。では、このような注意を頭に入れていただきながら、最も有名な『在庫理

論』から、OR の片鱗と、その活用法を解説して行くことにします。

在庫理論の目的は、例えば、図 5-2 は、定期的に部材の発注をする場合、費

用最少、かつ、欠品なしを求める対策です。

図の上部は、ある工場に部材が供給され、保管～工場生産で使用の後、製品

化された在庫を、注文に応じて出荷モデルを示したものです。ここでは、入材

の在庫切れをしないで、発注をする場合の算式が『一般式』という形で提示す
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るわけですが、この式も、再発注の際、在庫切れが起きるといけないので、ア

ラームを出すために使います。したがって、OR の利用可否に関係無く、生産管

理システムには、この算式を、IT システムとして組み込んで使います。しかし、

多くの企業では、「部材の発注タイミングを固定して、在庫切れをさせない方式

はないか？」と考えます。そこで、先の算式と共に使う『自動発注方式』を OR
に関係者に求めました。この種の対策は、例えば、米国などでは、遠地でコン

ボイを使って大量輸送する際に効果的な受発送システムとして使われてきまし

た。その状況が図 5-2 の下図に示した内容となりますが、同時に、数学者達は、

この要求を受け、図 5-3 に示した解析を提唱しました。

算式の誘導はつぎのようになります（図の中央に記載した内容を解説します）。

年間の総需要量（TAC：Total  Annual Cost ）は在庫維持費用と年間発注量の

合計値として、在庫維持費は置き場の面積の増加に伴い費用が直線的に増加す

ると仮定します。さらに、発注は、「1 度に大量輸送すれ安くなると」いう考え

を採ります。このような前提で算式を作成すると、その費用はグラフに見るよ

うに、費用が級数的に低下します。この状況は、図の左に示した、のこぎりの

歯型で示した在庫量：Q によって左右されるわけですが、TAC という総需要量

は、Q/２で示した三角形の平均値が費用になります。この算式を基に、費用最

少を狙って定期発注をするには、「グラフに示した在庫維持費用と年間発注量を

総計したTACの曲線の最少の値を選定すればよい」となり、数学的な最少値は、
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この曲線を微分してゼロになり、EOQ：Economical Order Quantity＝経済

的に最適値を示します。以上が、数学的な最少値の計算過程です。この計算は、

多少、専門的な解析になります。しかし、一度、このような数学的な解析が終

われば、EOQ で示した算式に、対象とすべき値を入れさえすれば、自動的に最

少値が算定されます。このため、算式が成り立つ分野で、在庫理論は広く活用

されてきました。では、さらに、生産管理関係者が知っておくべき利用法を解

説することにします。

かつて、まだ IT が現在ほど便利で高性能で無かった時代、OR による算定結

果を利用して、生産管理上で多くの意思決定が行われました。図 5-4 はその一

例です（図の上部の ROQ は定量発注方式と呼ばれる算定式です）。先の発注は

定期間に発注するのに対し、この方式は、運ぶ物量が決まっている（制限があ

る）場合、在庫切れを起こさないで発注する際の最適な期間を求める公式です。

その他、運搬量をまとめた場合、その量により段階的な割引をするといった

場合にも、似たような算式を、数学者達は提供してきました（しかし、先ほど

解説したように、注意点として、この種の算式は、条件が整った時にのみ最適

解を与えます。したがって、前提条件が変化すると、この算式は適用不可にな

ります）。

では、ここで、OR・在庫理論が我々に与えた、極めて有効、かつ、歴史的に

著名な、解析内容を紹介することにします。図 5-4 の下に示した表の左側をご
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覧ください。算定結果には、総てルートがあることに、既に、皆様は気付かれ

たと思います。そこで、この算式の活用法を例示することにします。「生産が 2
倍になった場合、在庫や仕掛などの倉庫は 2 倍にすべきか？」という問いがあ

る場合、解は次のようになります。ルート 2＝1.41 なので、1.5 倍あれば十分、

さらに、生産量が 3 倍になっても、ルート 3＝1.73 なので。3 倍までの増加は不

要となります。逆に、生産が半分になった場合、ルート 1/2＝0.707 なので、倉

庫を半分にすると足りないということになります。この見解は、レイアウト設

計などに常識的に使われてきましたが、生産管理関係者が、知って使うと、生

産変動の便利な内容です。

何度も説明してきたように、在庫理論は算定式が導かれる前提条件があり、

その条件下でのみ、算式が成り立ちます。では、ここで、歴史的に、在庫理論

を大破壊した例を紹介することにします。『シングル段取り』と物流における『混

載』ですが、状況は図 5-5 です。

かつて、多くの企業で、「段取り時間が掛かるため、製品の切り替えのロット

まとめをする。沢山つくればやすくなる」とか、大量輸送で搬送や梱包費用の

低減を図るため「まとめて運べば安くなる」という手法を利用しました。この

ため、OR の在庫理論が有効に作用し、経済発注・輸送点が決められてきました。

しかし、JIT と共に開発された、段取り時間は 10 分以内で行うという『シング

ル段取り』の実現を果たしたとたん、在庫理論は崩れました。物流分野で行わ
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れた混載も同じです。この理論の前提条件が全く崩したからです。例えば、コ

ンビニなどで通常的に行われる、売れるスピードに合わせた小口配送が求めら

れるようになると、1 箱に異業種、異なる製品を『混載』するという方式を取り

ます。ここでは、単品管理にバーコードを使い、混載に、IT＋自動化した物流

機器が使われますが、例えば、かつて、段取り替えの場合は、ベテランを要し

て長時間が必要という前提が、シングル段取りという技術知見で崩れました。

このため、図 5-5 の下の図に示した状況に変化しました。要は、発注費用の青

色で示した曲線は極めて低い値となり、「まとめてつくれば安くなる」という解

から、逆に、まとめて作れば、費用は上昇してしまう（赤色の線）という状況

に変化しました。ここで、もし、まとめて作る方式を取ると、無意味なムダ在

庫増と費用増になります。

以上、このような逆展開も OR の在庫理論の活用法です。

（２）待ち行列と、その活用

『待ち行列』が誕生した由来は、図 5-6 に示したように、当初は電話交換機

の待ち時間の解消対策でした。さらに、その後、コンピュータが登場しました。

しかし、当時の旧型コンピュータでは、紙に穴をあけた媒体や、せいぜい磁気

テープの使用が最大記憶媒体だったため、現在のような容量はなく、処理スピ

ードも、現在の PC と比較して、はるかに劣る状況でした。このため、当時のコ

ンピュータにプリンターや読み取り装置などをつなぎ、機器間の情報をやりと

りすると、中央制御装置の前後で、通信や処理がたちまち多忙となり、多大な

待ちが発生しました（事実、当時を知る者の記憶では、大きな音を立ててコン

ピュータは動いているのですが、仕事は全く進まないという状況でした）。そこ

で、この対策のため、IT 関係者はコンピュータ内の情報処理のスムーズ化を図

るため『待ち行列』を研究したわけでした。では、この詳しい情報処理技術に

関する OR の中身は、別途 OR の専門書に書かれた算式の誘導をご覧ねがうこ

とにして、本書では、ごく簡単に、解析により得られた結果を紹介して、活用

法などを解説することにします。

図 5-6 に示したように、『待ち行列』の解析は、「窓口と呼ばれるある設備や、

仕事を処理する担当者がいて、そこに、多くのお客や仕事、部品などが持ち込

まれるといった条件で、到着の状況が、ある分布を描いて来る」という仮定を

します。なお、ここで、処理時間も分布したり、一定時間だったりするわけで

すが、『待ち行列』を使う場合、関係者は、図に示されたように、M/M/1 のよう

に、待ち行列の条件を選びます。では、一例として図５-７に M/D/１型の待ちを

示し、モデル的に値を入れ、待ちがどのような状況になるか？について計算を

進めることにします。
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この例では、処理は、一定時間に行われる。また、到着対象は１台、到着す

る物や人、情報などがポアソン分布という、ランダムだが、産業界にありがち

な内容を選定しました。

では、表に示された解析内容に話を移すことにします。待ち行列では、λが
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単位時間にいくつ部品が持ち込まれるかを示し、μは１個当たりをどのような

処理時間で処理（この場合は一定時間で分布を描かないわけでさすが、どの程

度かを決めて処理）するかを示して行くことにします。面倒な計算は学者が済

ませているわけですが、ここに個々の値を入れれば、目的関数という Lq という

待ち行列の長さ（ここでは、小数点で示して行く平均的に待ちが発生すること

になる数）と待ち時間 Wq が算出されます。

このような手続きで、図５-７の下にある表は、縦軸に加工処理μ時間を設定

し、横軸は時間当たりの到着数λを設定、この縦軸と横軸で構成されたマトリ

ックスの表の枠に、Lq：待ち行列の長さと Wq：平均待ち時間を、計算結果の

形で記載しました。この表をご覧になると、判りますが、常識的にも、もし、

処理時間が遅いにもかかわらず、この場合、処理が必要な部材が次々と、待ち

に無関係に到着してくると行列が長くなる状況が示されます（処理しきれない

場合、∞：無限大になってしまいます）。同時に、これは、常識的に考えられる

事象と同じですが、待ち行列では、具体的、定量的に計算結果が提示されます。

逆に、早い処理で終わり、待ちが無いところに、部材が到着する状況では、待

ち行列の長さはゼロになるという、極めて常識的な内容も、計算結果として提

示されます。

このため、待ち行列を使う方は、この算式を使って、「この計算結果を基に、

待ちを発生させにくい状況をつくるには？」と考える場合たり、「設備の処理時
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間や設置台数をどの程度にすれば良いか？」を検討します。過去、待ち行列は、

混雑回避をしたい駅の改札機や、切符販売機の場合、「設置台数と個々の設備の

処理時間をどの程度にすれば、行列が出来ない駅の環境となるか？」といった

検討に使われてきました。また、逆に、『行列が出来る店』ことを売りにしたい

企業でも、この解析を使って集客対策などを図る対策に使ってきました。

先の『在庫理論』同様、『待ち行列』も有効な見解を与えてくれます。では、

その種の例を紹介することにさせていただきます。

工場生産において、生産管理の面で、関係者は、仕掛や在庫を極少化したい

はずです。この対策に対し、すでに、レイアウト改善や平準化を進める手を紹

介してきましたが、これに加える形で有効な策を『待ち行列』が与えてくれま

す。その例として、実は、「人が行う場合、作業時間にばらつきが生じる場合と、

自動化や作業改善＋人材育成対策により、一定時間で処理が終わる場合で工場

の仕掛や在庫にどのような影響が出るか？」という差で、仕掛が変化します。

図 5-8 は、その評価を示した解析ですが、ご覧の通り、自動化と共に行われる

一定時間による処理（定時間サービス）の算式と、処理時間がばらつく場合（あ

る分布を持った処理時間）を比べると、算式に１/２があることに目が行くと思

います。このことは、「仕掛数と待ち行列の長さに 2 倍の差が出る」ことを意味

します。このため、この種の対策は、混雑する駅における切符の販売や、自動

改札機の台数設置台数、更には、遊園地などのチケット販売や、必要スペース

の確保（検討）の対策に使われてきました。

（３）スケジューリング・システム

IT の進展に伴い、生産管理業務において、人が苦心してきたノウハウをプロ

グラム化して生産計画を最適にする努力が盛んです。IT の良いところは、（ｲ）

人が苦労して行い得た知見を蓄積できる。（ﾛ）数件ある対策案があった場合、

瞬時に計算して、良策を選定できる。さらに、（ﾊ）スケジューリング化に当た

って、注意点などをアラームとして提示する仕組みを駆使することにより、生

産計画策定～実施、フォローに至る過程で、ヒューマンエラー的な抜けの発生

防止を図れます。しかし、この種の内容が実務的に機能するためには、スケジ

ューリング・システム上で、それなりの準備（システムへの処理プログラムの

投入）が必要となり、図 5-9 に示したように、多くの処理方式が研究されてき

ました。なお、ここに示した内容のほとんどは、囲碁で言うなら定石です。し

たがって、実務では、さらに、このような基本を基に各工場で状況に応じた適

用法の研究などが必要になります（本書では、以下、基本となる（有名な）OR
によるスケジューリング手法だけを例示することにします）。
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スケジューリングの発展ニーズと努力は、「目に見にくい、生産における多く

の人と機械が関与する仕事の組み合わせを効率化させ、「見える化」へ持ち込む

か」という歴史でした。図 5-10 の上段にその経過の一部を記載しましたが、一

例として図の下部に示したように、ここには、皆様が日常的に使っておられる
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スケジュール表があり、正式な名称は『ガント・チャート』です。これは、ガ

ント博士が考案して世界に広がった方式ですが、余りにも一般的に使われてき

ました。このため、ガント博士の名は忘れ去られた状況で使われています。し

かし、この手法には欠点があります。その欠点は、NASA でアポロ計画を進め

る中で問題になりました。主な問題は、図 5-11 の左下に記載した内容ですが、

詳細を除き、この欠点を解消した手法という形で、NASA は PERT 手法を公開

しました。PERT は、ひとつのプロジェクトや大きな製品組立をスムーズに行

う目的で誕生したスケジューリング・システム方式ですが、特に、仕事の関連

やネック工程を明確に出来るため、活用してきました。なお、PERT 手法が開

発された当時、ネットワーク理論を代表したスケジューリング・システムとい

うことで、数学の怪物（1970 年頃、筆者が早稲田大学システム研究所で夜学の

講義を受けていた頃）といった状況でした。しかし、今や、利用面で改良が加

えられ、図に示す簡単な方式で活用されるようになりました。PERT 手法はガ

ント・チャートでは判らない仕事総合の関係や日程的にネックとなる工程がク

リティカル・パスという形で提示される点が特徴です（PERT 手法を詳しく勉

強されたい皆様は、URL：qcd.jp に掲載された『IE 手法の実践マニュアル』が

ありますので、その適用事例や、工程内で最適スケジュールをガント・チャー

ト形式で組む人・機械分析と共に、ご利用願うことにさせていただくことにし

て、ここでは、PERT の有用性について簡単に解説することにします）。
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生産スケジュールの設定には、「限られた人・物・設備・・・をいかに有効に

駆使するか」が課題になるわけですが、PERT では、この種の問題に対しても

有効な対策法を提示してくれます。例として余裕時間を使い対策する方式を、

イメージ的に例示することにします。図 5-12 がその例ですが、図に示されたよ

うな工夫をして、その目的を具体化する方式があります。詳しく解説すると、

この PERT では、左図に示したように、当初、総ての仕事が終わると、すぐス

タートするという例ですが、人数にピークが発生してしまいました。

しかし、人数にピークが発生します。仕事は、④の最終日までに終われば良

いわけです。そこで、右図のように、③のスタートを許される期限で遅らせる

ことにしました。その結果、ピークカットができたという例です。このように、

「多くの仕事がからみあう製造（製作品の）工程で、最短のスケジュールを作

るが、人数などにもムダを発生させたくない」という場合、ここに示した対策

法などを使い、最適スケジュール化を図ります。

1960 年頃、「日本では高層ビル建設は儲からない」と言われてきました。こ

のような時代（1965 年）に、鹿島建設が霞が関ビルの建設を手掛けました（1968
年に完成）。この時で、図 5-13 に示したように、「PERT 手法の適用と共に、見

事に収益を出す方式を具体化させた」という報道がなされました。PERT 手法

の利用と共にビルの建設方式を革新したためでした。ここでは、かつて、鉄骨

で全体を仕上げた後で、配線や配管を進める。その後、内装に着手するという

工法がビル建設の一般的な方式を、下からユニットで建造して、ビルが建造中
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でも、部屋が完成すれば、下から入居が可能な方式と共に、総ての工事工程を

大幅低減する工夫を組み入れが進みました。以降、この方式は日本における高

層ビル工法の基盤となると同時に「高層ビルの建設は収益性が高い」というこ

とになり、現在のようなビル建設ブームとなりました。

このように、初期に研究されたスケジューリング・システムは多大な生産管

理効果を示してきたわけですが、さらに、複雑に生産がからむ製造工程の効率

化と日程管理を同時に進める研究がなされました。では、その中から、有効な

例を紹介することにします。

工場における生産設備や人が働く時間には制限があります。スケジューリン

グ・システムでは、その種の制限をタイム・バケットという言い方をします。

この意味は、ちょうどバケツに水を一杯入れると、それ以上は入らないという

状況に似た形を示したイメージです。図 5-14 は、このタイム・バケットの考え

方を使って、生産上、優先順位の高い製品の製造から順に、設備や人の限界ま

で負荷（標準時間×生産個数＝生産に要する工数）を割り付けて行こうとした

ものですが、タイム・バケットが一杯になったら翌日のタイム・バケットに入

れるといったルールを設け、最適な生産着手順を決めて行ゆきます。なお、専

門的には、IT システムを利用して、前工程から割り付ける方法（ビフォア―・

タイム・バケット方式）と、後工程から割り付ける方式（アフター・タイム・

バケット方式）があります。さらに、この混合系もあり、いくつか計算して、
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最適解を求めることが IT シミュレーションによる生産計画策定法です。

「いくつかの製品の製造に対し、数台の設備を使い、数件の製品を製作する

場合、設備生産に空きを少ない状態で、個々の組立製品の納期を守るにはいか

にすべきか」という課題に対しても、シミュレーションする方式があります。

図 5-15 は、その種の対策法です。一般に、組立製品は逆 D 型と言われる名称が

つけられています。その意味は、ある時点で組み立て部品を総てそろえる構成

が、D という文字を反転させた形に似ているためです。要は、D の文字の縦の

一線（最終組み立て納期）に対して、D の文字の横の長さが様々な部品製造の

様子をイメージとして示したものです。中央部が最も長く、以下、上下に順次、

短い期間で部材を揃える必要性を示した形が、逆 D となるという形になるため

です。

ここで、対象製品の総てを、全くの逆 D で生産すると、使用する設備や組み

立て工程などが相互に干渉してしまいます。そこで、図では、許される期間を

設けて、余裕を持って製造または、組立などの作業をすることにより、相互の

干渉を避け、納期は間に合うが、設備や組み立て工程は製造負荷をできるだけ

一杯にするという計算を進めます。図 5-15 は、その状況をイメージ的に示した

例です。図では、１つの組立製品が逆 D プラス余裕時間の形で例示したものを

表示したわけですが、他の製品も、このような構成を作った結果、下に示した

表をご覧になるとお解かりいだだける通り、各工程で使用する設備と日程が、

ほぼ、空きが無い構成を実現させていったという計算結果が提示されます（な
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お、ここには、この種の製品製造のスケジューリングの手順を記載し、手順 3
に示した期間調整をシミュレーションする詳細は ITシミュレーション内で行う

アルゴリズムという処理内容は複雑になるので、記載は省略します）。

つぎに、ある意味で OR によるスケジューリング検討で最も有名なひとつと

されてきた手法を紹介することにします。モデルとして、「2 台の設備があり、

各製品は製造上この 2 台を必ず通過しなければならない、また、製造に要する

時間は製品毎に決まっているといった場合に最高率で総ての製品の処理が終わ

る組み合わせをつくりなさい」といった問題の場合を解析する例です。この解

析法に対し、OR 学者達は、すでに最適なスケジュールを提供するアルゴリズム

（処理プログラム）を提供してきました。この対策は、図 5-16 に示された通り

です。

OR 理論では「2 台の設備に n 個の製品割り付け」の名がつけられた手法を用

いますが、最適の組み合わせは、左下に示された手順に従って行えば最適にな

ります。では、図の右下に例示したようなモデルを使って、この理論を試して

みることにします。結果は図 5-17 の下端となるわけですが、単に図 5-16 の左

下に示されたモデルを順に割り付けた場合、図 5-17 の一番上の 34 分となりま

す。それでは、「時間がかかる対象品 No.3 から処理しよう」とすると 36 分とさ

らに時間が掛かるわけですが、定められたアルゴリズムを使うと、最小の 30 分

になります。
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この種の割り付け問題は、書などに（例：守谷栄一著「詳細 演習 オペレ

ーションズリサーチ」日本履行出版会）多数紹介されています。だが、台数が

複雑になる。さらに、設備を使ったり使わなかったりする製品がある・・とい

った複雑な形態になってくると、この種の理論は適用できなくなります。また、
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先にも解説したように、OR は前提条件が違ってくると、別の理論の適用が必要

になります。「では、どうするか？」ということになるわけですが、現在、コン

ピュータの処理スピードは OR 理論で解析を始めた時代に比較して、比べもの

にならないレベルに飛躍しました。そうなると、乱数（OR ではモンテカルロ・

シミュレーションの名を持つ手法）を用いて、多くの組み合わせをつくり、素

早く計算を済ませて、前のものより良ければ、それを選定して行くという方式

が使えます。ある程度の低下率になったら計算を辞めて、その解を使うという

方式（計算結果の集約状態を見て、ある程度の計算結果を選ぶ方式）です。図

5-18 は、そのような処理過程をイメージと共に示した例ですが、これも、IT を

用いたスケジューリングの際、利用されてきた方式の例です。

以上、OR によるスケジューリング・システムの中から、実務的に利用が多く、

生産管理システムを用いる場で仕事を進める方が、知って使うことが多い OR
によるスケジューリング・システムの概要を紹介しました。この種の内容は IT
化に最適な方式を投入すると、特別なことが無い限り、ほとんど中身を見るこ

とが無い対象です。生産管理に関与する皆様が日々、実務で活用するスケジュ

ーリング化は図 5-19 のような画面を用いる仕事になるためです。だが、生産管

理という仕事のバックヤードに、IT と共にこの種の武器が備わっていることは、

最適な生産を策定～運用する上で極めて有効です。しかし、逆に、「余りのも学

説やマニヤックになると危険！という一面が、この種の内容には多く発生しま
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す。そこで、次項では、学問的には著名な IT 生産管理システムだが、歴史的、

また、実務的に評価すると多くの問題を持っていた」という例について、問題

と対策を整理してゆくことにします。
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５－２ IT 偏重・生産管理システム開発に学ぶ注意点

（１） MRP システムから学ぶ「IT 偏重の時代に生じた問題」

生産管理システムを開発する条件において重要な内容は、「（ｲ）現状を精細に

分析した結果をベースにする。次に、（ﾛ）夢と現実の間で、未来を見透した理

想案を策定する。このような準備の基で、(ﾊ)実現可能な生産管理システムを具

体化させる」という鉄則を守ることであるとされています。ところが、この手

順を無視して他社の真似や IT 関連業者、学問的な興味で活動する方に騙された

結果、思わぬ落とし穴に入ってしまう例が時々発生します。この場合、「生産管

理システムは各社・各製品の製造条件に固有である」ということを忘れ、生産

管理システムを導入した結果、おもりに、多大な人とコストがかかります。ま

た、この種の失敗環境で、必ず語られることは、「ソフトウエーよりハードな対

象は無い！」となり、結局、先ほどの(ｲ)～(ﾊ)の手順を、大反省しながらたどる

ことになります。では、その種の例を紹介しながら、同じ問題の発生を防ぐた

めの要点を、事例と共に整理してゆくことにします。

1980 年代、MRP が沸騰状態になったことがありました。MRP コンセプトは

図 5-20 に示した通りです。MRP では、「製品設計が終わると、IT システムに、

その内容を登録すれば、部品の欠落なく、低コストで発注管理が行われる」と

されました。このため、当時、コンピュータのソフト製作会社や、これに関与

する学者やコンサルタントが、「MRP は、生産管理システムの各種の要求を夢

のように実現してくれる手法！」という形で、売り込みと、研修会を盛んに
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かけました。特に、権威ある企業や先生などでは、多くの方が研修会などに殺

到しました。だが、導入した企業で問題が露呈しました。理論では、図面の内

容を詳細に IT システムに投入すれば、確かに、図 5-21 に示した構成で、総て

の生産管理システムが可能するはずです。MRP には前提条件が関与します。そ

の条件の主なものは、(a)製品の設計が終わると、詳細な部品展開を IT システム

に登録する必要がある。(b)設計図と生産量、部品展開の内容が登録されると、

最適発注計算を進めるが、数回かかり、時間が掛かる。しかも、高速で大容量

のコンピュータが必要になる。(ﾊ)現品と IT 内のデータが完全一致をしていない

と、計算結果は無意味な解となるという状況でした。

MRP はある意味で理論の集合体です。したがって、前提条件が総て満たされ

ない限り、理論どおりに稼働しません。このため、(1)つぎつぎと改訂、新規受

注に対応して製品設計図の変更が発生しました。加えて、部品展開の登録を設

計者が行う工数は 3D 設計が、まだ無い時代だったので、膨大な手間となり、実

務面で対応できない。さらに、(2)高度で大容量の IT 計算によるシミュレーショ

ンでも、結果を得るまでの時間が膨大でした。ちなみに、１つの最適値計算に、

当時のコンピュータでは 1 週間かかる状況でした。これでは、計算結果を得て

も、受注～製造の環境が全く変わっています。要は、「いくら、過去の、しかも、

使えない最適値を提示されても、誰も使わない」という状況です。当時はまだ、

(3)現在のように、バーコードなどの現品管理ツールが無い時代です。あっても、
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精度が悪い、このため、物と情報の一体化ができていない状況で、生産管理は

できなません。しかし、このような問題に対して、MRP を提唱する専門家と呼

ばれる集団は反発しました。そして、対策として（ⅰ）大型・高速コンピュー

タが開発を待つ。（ⅱ）部品展開を自動で行うソフトを開発する。（ⅲ）製造現

場の管理を厳しくして、IT システムに合わせた現品管理を強く要求する。「出来

ないのは、製造現場の管理上の問題なので、早期改善を求める！」といった要

求を出して、来るべき時代への準備を促しつつ、セミナーや MRP 導入の指導な

どを続けました。しかし、MRP の検討は机上での検討だけだったため、実務上

の問題が出ると対応に苦慮しました。このため、勉強会は盛んだったのですが、

実際の適用は皆無の状態に留まりました。だが、これでは、MRP の名が消えま

す。そこで、関係者は、MRP 適用～成功企業事例発表会と称した PR 講習を開

始しました。しかし、講習会に行くと、やはり、名と体は全く違っていました。

内容が、MRP 成功事例を PR する企業では、MRP 的に MRP のいくつかを人海

戦術で実施していて、業界に MRP の先駆けを PR しただけだったためでした。

また、発表者達は「やがて、IT の進化と共に、人手による作業が自動化される

はずです」という弁明に追われました。発表内容は、「部品展開を工夫して、

MRP 的な対処で部品発注を行い、効果を挙げた」という例や、「部品展開を効

果的に行った結果、今までの部品の発注の問題の一部を改善したため、ムダな

部品発注の防止を図った」という例、さらには「MRP 的な考えで行うと、設計

図から部品展開が大変なので、部品をユニット化して展開を余りしないで、発

注効果と VA による原価低減効果を得た」という話と共に、ここでは、MRP が

本来的に提唱する部品展開～自動発注～生産管理の適正化という内容は全く無

く、質問が出ると、異口同音に「MRP の全体の構築具体は今後のテーマです」

と弁明していました。では、なぜ、MRP 先進企業という発表をしたか？と問う

と、本音は、（ｲ）今行っている一部でも MRP 的な内容があるのなら、実務的な

内容はともかく、MRP 運用中という PR が産業界で受ける。（ﾛ）企業は MRP
という学問を証明する場ではない。そうなると、MRP の一部でも参考になるこ

とをつまみ食いして成果を出そうと考えた例までありました。さらに、（ﾊ）「IT
は時代の進化を待たねばならないが、IT と人の仕事の組み合わせで、MRP 的に

有効な内容は取り入れて、企業効果を挙げるべきである」ということを、産業

界に提言したく MRP に取り組んだ経過を説明した」という例もありました。事

実、当時、家電品を生産する企業が出した MRP を例示すると図 5-22 に例示し

たような形態だったわけでしたが、MRP と関係ない、その企業の生産管理シス

テムそのものの PR でした。

以上、筆者は、このような事象を横目に見ながら、自社で生産管理システム

を全社的に開発するプロジェクトを進めるリーダーの一員だったわけでしたが、
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当時、関係者と共に、「MRP から学ぶ内容はある。だが、学者や研修期間、コ

ンピュータ・ソフト企業などが提唱する MRP そのものを、正面から検討して導

入するには余りにも問題と前提条件に欠落が多い」と結論づけました。なお、

この見解は、当時、筆者と同じ取り組みを進める方々と同一でした。

このような状況で MRP 論が渦巻く頃、MRP の部隊は、さらなる巻き返し策

を提示してきました。MRPⅡです。それは、「IT の急激な進化は期待が薄い。

部品展開も実務的に問題が多い。それなら、共通部品を中心に部品のくくりを

効果的に行い、発注ロスをできるだけ少なくしたい」という提案でした。図 5-23
がその理論です。ここでは、設計図面で展開した部品を奇妙な形でくくりを行

うという方式でしたが、筆者達には、この学問的な価値と効果が理解できない

状態で時間が経過しました。しかし、この種、MRP 関係者が提唱した内容が総

てムダだったというわけではありません。図 5-24 に示した階層別に必要な意志

決定情報の区分は企業活動に有効であり、今も活用されているからです。

以上が、MRP 学がたどった経過です。時代が進み、1990 年代に入ると、IT
は大きく進化して、CIM（Computer Integrated Manufacturing）という考え

方が出てきました。この時代、PC、バーコードや現場端末 POS（Point of Service）
などが出来たこと。製造現場における現場の IT 化が進んだこと。また、生産指

示～現品管理などが大きく進んだことが関与しました。このため、大型コンピ

ュータ販売メーカーやソフト開発会社はこぞって、「MRP を利用しなくても、
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CIM で MRP 的に行ってきた実務を生かせる。・・・」として、図 5-25 のよう

な図を提唱しました。
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この図は、ある意味で、その後の生産管理システムの IT 化を意味しました。

また、「CIM の構成は、物と情報を一元化させ、現在の状況を IT から示し、企

業内で共有化する。MRP などのシステムは適宜、必要に応じて企業でつくれば

良い」という、自由度が高い内容を持っていました。このため、多くの企業で

取り組みが開始されました。ここには、MRP のような制約条件や高度の学問体

系が無かったため、各社に応じた生産管理システムの形態が、種々雑多という

形で研究されました。同時に、当時、進化を続け、安価になっていった IT 利用

技術の利用が盛んになった結果、実務的に役立つ、多くの CIM が各社で次々と

登場しました。多くの生産管理システムは各社で独自、手作りで進められたわ

けでしたが、企業間の技術交流と共に、端末機器と各種のソフトウエア―の開

発が各社間で進みました。当時、筆者もこの渦中で仕事をしていましたが、こ

の時代は、正に、生産管理イコール生産管理システムという時代に変貌して行

きました。

（２） ERP.カム・アップ・システム

      →オーダー・エントリー・システムへの移行

CIM の進化に伴い、学者やコンピューター・ソフトウエア―企業の活動が

MRP から他へ移行した例があります。その代表例のひとつが、「IT 環境を利用

して、販売の予測情報を製造部門に提供して円滑な事前準備サービスをすべき

である」という『カム・アップ・システム』です。要点を図 5-26 に記載しまし
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たが、この方式は「短期間に、納期短縮が困難な製造現場に対し、先行情報と

いう形で精度の高い未来情報を提供すれば役立つ」という触れ込みでした。

市場を早期先取りしたい企業の中には、この提案を導入した例がありました。

図に示したように、カム・アップ・システムの売込みは、「これから来ると見込

まれる部材の注文を先行生産できます」という利点があったためでした。しか

し、導入した企業の実情は、「実際に注文を受けて生産に着手するべきである。

受注量は変化するので、あくまで、受けた企業関係者の皆様は、長期天気予報

的に見る情報としてだけ使い、生産手配は確定した情報が来てから製造する」

という実情を報告しました。この内容は極めて実務てきです。技術革新や、ラ

イフサイクルが短く、変化が多くなってきて時代に、ムダな作りだめをするこ

とが経営を圧迫するためです。したがって、この種の企業としては「カム・ア

ップ・システムの提案はあくまで参考程度にする。実際の生産に当たっては、

多少の無理があっても、スクランブル対策を駆使して本当に需要のある確実な

注文（実需：実際に需要が確定した注文）にのみ対応する」という利用に留ま

り、やがて使わなくなりました。その後、これも「カム・アップ・システムは

学者の遊び」という酷評と共に姿を消しました。また、CIM を進める側では、

「実需の情報をいかに早く関係者に流すか？というニーズがあるなら、情報シ

ステム面を工夫して、実需情報を早く関係者に伝える工夫を IT で行う」という

策を採りました。その結果、現在に見る『オーダー・エントリー・システム』
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が生まれました。したがって、ある意味でカム・アップ・システムは CIM の価

値をさらに高める題材になった、という状況です。

以上、筆者が体験しながら、関係者と共に学び、苦労しながらたどった内容

を紹介しました。ここには、「著名な方々が、机上で仮想した夢のような生産管

理システムという、IT ソフトは、歴史的に見て、講習会や書籍の販売は盛んだ

ったわけでしたが、実務者には参考程度に使われる程度で終わり、泥臭いが実

務的な生産管理システムと IT 利用技術が主役となった」という、生産管理シス

テム構築上、今後も注意すべき経過が残りました。

これに似た例は、その後も多々発生しました。図 5-27 に示した ERP もその

種の例の一つです。ERP は、ネットワーク手法を使った汎用ソフトという形で

販売され、各社が進めるオーダー・エントリー・システムを LAN（Local Area 
Network）で展開するという方式です。この方式は、当時、IBM などが中心に

展開していた大型コンピュータを投入して、階層的に、総ての生産管理情報を

中央統括することに対し、社内の情報ネットワークに小型 PC をつなげて大型コ

ンピュータ並みの生産管理を分散型で進めようという提案です。特徴は、「市販

の共通ソフトを使えば、開発費が大幅に低減できる」という振れ込みでした。

さらに、「業態が似た企業には、安価な共通的なソフトウエア―の提供が可能！」

として、いろいろな販売されました。このため、購入して活用する企業と、既

に独自開発してきたが入れ替える企業、独自開発を重視する企業などいろいろ

な形態が発生しました。だが、この種の既製服に合う、合わないは個々の企業

の形態により様々の結果となりました。
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しかし、一概に、「この種の対象の総てが役に立たない」と言い切ることはで

きません。海外では、図 5-28 に示した EMS の導入が一般的であり、多少の欠

点はあっても、各社で使って汎用性が高く、普及が早かったためでした。EMS
を開発してきた海外のソフト開発専門企業では、多くの企業から受けた要求を

受け、バージョン・アップの形で、不具合を次々に対策してきたため、汎用性

に関する欠点を急速に補ったため、欠点が次々と解消されていったからです（こ

の種の方式は、現在、Windows などのアップデートに見られる現象であり、汎

用ソフトを開発して普及するひとつの形態です）。特に、米国のような離職率が

高い職場環境では、会社を移り、また、一からその企業の生産管理システムを

勉強しなくても、汎用的な生産管理システムを使っていれば、転職した企業で、

即日、仕事が変わりなくできるという環境が大きく関係します。したがって、

汎用ソフトの利用性が高いという状況があるためです。

この頃、筆者も生産管理システムを独自開発していましたが、メンテナンス

課題も多く、生産管理システムを開発後、メンテナンスに多大な人数を掛けて

いました。このような時（1988～2000 年）に、米国 AAP 社に米国赴任となり、

当初、日本式の生産管理システムを独自に構築する過程で、図らずも、米国現

地で皆が慣れ親しんできた生産管理システムのソフトに切り替えていったとい

う体験をしました。理由は、雇用した方が、筆者が日本のスタッフと共に、苦

労して開発してきた生産管理システムより、現地の皆様が慣れた IT システムを
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活用する方が、教育やメンテナンスなどが楽だったためです。

以上、MRP を始めとする多くの生産管理システムに関する開発と失敗ともい

うべき内容について、歴史的な経過と共に、その状況を整理しました。なお、

ここで、このような体験談を紹介した解説をした理由は、（ｲ）実務に密着した、

現状に合わない生産管理システムは、どのように優秀、著名な方や組織・団体

が提唱しても問題があり、実務上で役立たない。（ﾛ）生産管理システムの適用

に当たっては、予想が困難な多くの問題に直面する関係上、先進の開発～適用

事例を調査した後、各社の事情に合わせた適用法の探求が必要であるという危

険性を注記させていただきました。加えて、（ﾊ）かつて、第 1 期のフロンテァ

開発は、米国の西部開拓史だったが、第 2 期は東部海岸を離れたグローバル戦

略、そして、「情報を制する者は、世界を制する」の言がありますが、現在、こ

の言が現実化する事象を多々目にするようになりました。

では、図 5-29 を用いて、実務面で効果を挙げ、産業界からも高い評価と導入

が図られていった生産管理システムを例示することにしたいと思います。だが、

その前に、卑近で泥臭い内容になりますが、チェック・ポイントを記載するこ

とにします。製造現場関係者が求める生産管理システムに求める要件は、図の

上に記載した、①誰でも使える（最新情報の一元化と共有化から見える化）、②

タイムリーな情報の提供（必要な情報だけを、必要時に、必要な場所で必要な

だけ得て活動する）。そして、③変化に対応（異常の兆しがあった時は、先手管

理の考えで関係者に報せ、的確な処置を図る）という 3 点に集約されます。そ

して、ここに、「過去の先人の失敗を生かす！」という意味合いから、図 5-29
の中央の枠に記載した、MRP などで得た教訓をチェックリスト化すると、下部

にある、生産管理システムが実務的で有効性が高いという結論になります。

トヨタの JIT の場合、赤字の中から企業発展を促す柱とした開発した、トヨ

タによる現場密着型の生産管理システム要件（苦労しながら実務的に使える方

式を探り、具体化していって手法）が残った、という変遷がありました。また、

もうひとつの、SAP の場合、多くの企業で成果を挙げた生産管理システムを詳

細に分析して、各社でテストと証明を行った結果、汎用システムとして多くの

企業での活用を具体化させたという経過もあります。さらに、各社の独自開発

システムの多くは、混載やシングル段取りなどの進展と並行して発展してきた。

また、変化対応技術と直結した IT ネットワーク構成などの要件を参考に、物づ

くりと生産管理システムのバランス良い展開が顧客直結型で未来に発展させる

方式を備えた実務的な開発を進めました。この種の例は、独自だが、その会社

の環境を考えると、実務性も納得性も高い生産管理システム要件を備えた例ば

かりです。以上、このような歴史的な経過から、図 5-30 のような要件を満たす

か否か？が生産管理システムを使う各社のチェック・ポイントとして重視され
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るようになり、この種の方式を総称して、産業界で、いつか SCM と言うように

なりました。
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（３） 生産管理の実務に即した JIT・SCM と IT 活用に学ぶ

① JIT の誕生～JIT による生産管理

ここまで解説したように、すでに、各社とも、生産管理システムの構築と運

用に当たり、物づくりを補佐して、市場や新時代の変化に適合するように改良

を加えてきました。さらに、新たに時代に即した問題が発生すると、その対策

に努力してきました。そこで、物づくりと直結した方式にどのような要件が必

要になるか？といった内容について、まず、JIT 誕生～SCM の発展を整理しな

がら、その要点を例示することにします。

1950 年代、トヨタは赤字で苦しみ、最終的に、再建のため日銀・名古屋支店

が資金援助をするから 8,000 人の従業員の 3,000 リストラと共に、徹底的な原

価低減を開始しました。ここでは、対策の母体は自主研として、現場関係者の

知恵と努力を集め、革新的な目標を達成する戦略の展開が開始されました。旗

頭は、当時、トヨタの副社長だった、故・大野耐一氏です。大野氏は、現場革

新によりムダを極少化する対策と生産管理システムの開発を現場に願ったわけ

でしたが、暗中模索の中で、関係者は血を吐くような努力の中からアイデアを

出し、試して使えるものだけを JIT という形で実現させて行きました。したが

って、ここには、先に、MRP やカム・アップ・システムのように、空論で構築

した皆無です。なお、トヨタにおける JIT 開発はトヨタ自動車（固有）の方式

でした。その理由は、日銀・名古屋支店のリストラの前提がトヨタ自工とトヨ

タ自販を分け、「自販の注文以外の自動車生産を許さない」という制約を定めま

した。トヨタ自工ではこの制約を受け、「注文品以外は絶対に製造しない」とい

った環境でムダ排除をベースに黒字化の道を探ったことが関与します。このた

め、これから紹介する生産管理システムは、各社で、そのまま手法の適用をす

ることは出来ないという条件をご理解下さい（事実、1970 年代後半、トヨタの

JIT をそのまま真似、大失敗した企業がありました。要は、ここに「製品の製造・

販売形態で固有である」という原則と、「ひとつの目的（問題対策の機能）には、

多くの対策手段がある！」という思想が関与します）。

このような前提をおいて JIT の中身と歴史的な取り組みをご覧願うと、各社

で工夫して取り入れるべきヒントが数多く見出すことが出来るはずです。事実、

現在、生産変動の激しい中にあっても、SCM という協力会社を巻き込んで JIT
を進める形などは、JIT 思想を生かし、変種変量に対応する対策手段となってい

ます。このような意味から、以下、JIT 手法について、生産管理上の各社に適用、

または、各社の生産管理において問題解決に役立ちそうな、代表的とされる JIT
手法を紹介してゆくことにします（なお、さらに、詳しく、JIT を勉学されたい

皆様は、是非、OnDeCo シリーズ 9 をご利用下さい。ここでは、動画と共に、

JIT 誕生の歴史や経過を詳しく解説しています。JIT 誕生を実務面で実施された
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内容は、故・大野耐一副社長様の基で、この任に当たった、故・鈴村様（後に、

NPS を創設、中小企業への JIT 普及を図った方が、直接、私たちに JIT 誕生の

苦労とトヨタ生産システム開発の根源的な秘話をまとめたテープがあります。

筆者は、鈴村様が講演会で黒板に記載された図と共に映像化したスライドがあ

ります。OnDeCo 会員限定ですが、会員の皆様には、無料提供していますので、

ご入手を希望される方は、ご連絡下さい）。

ここで、鳥瞰図的に JIT 全体をとらえると、既に、故・新郷重夫先生が体系

化してこられた図 5-31 となります。

既に読者の皆様がご承知のように、今でこそ、トヨタは自動車業界で世界シ

ェアー1 位、また、高収益を保ちながら躍進中の企業です。しかし、先に解説し

たように、ここに至るまで、トヨタでは、正に、道なき苦難の開拓を進めまし

た。その状況は図 5-32 に示した通りです。トヨタで自動車産業を着手したのは、

当時、日本産業の中核をなす形で活動していた豊田織機にいた豊田喜一郎氏で

した。氏は、やがて、ライフサイクルが去り、次の産業への移行を予見したわ

けでしたが、当時の日本は自動車生産をする製造技術が無いばかりか、「日本産

業に自動車は不要」とさえ言われた中で手掛けた産業でした。したがって、道

路を走る車自体、自社開発となり、大変な苦労をされました。このような経過

から、ようやく、何とか、売り物になる車が出来たわけでしたが、故障の問題

への対応だけでなく、ドッジラインという経済変化で大きく赤字転落、首切り
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が求められ、残念ながら、豊田喜一郎氏は社長退任となりました。

なお、この頃の物づくりに生産管理の理論はありません。とにかく、「沢山つ

くれば安くなる」という経済学に基づく方式で生産が続けられていました。

トヨタには倒産の危機が訪れた中で、故・大野副社長（当時製造部長）は「儲

ける方式」を探索し、欧米をくまなく視察をしていました。しかし、何も得ら

れない状態で、帰国の直前に、「これでは、日本に帰れない。だが、土産のひと

つでも、・・」と考え、スーパーマーケットへ買い物に行った時、買いたい商品

が、棚に品物が無くなりかけていたため、聞くと「売れただけ仕入れる！とい

う言葉を得たそうです。「ワラをおもつかむ思い・・という状況の時に、この言

葉と共に、ヒントを得たのが、JIT 誕生のきっかけになった」という逸話は、著

書が示す有名な記述です。

図 5-33 に示した通り、1950 年当時、トヨタはトラックを月に 700 台の生産

でした。また、先の説明の通り、「沢山作れば安くなる」という方式で生産をし

てきましたが、ここに大問題がありました。例えば、ドアーをプレスで生産す

る段取り替えには 4 時間も掛かるので、先の OR の在庫理論（図 3-4 の上部）

よろしく、まとめてつくる生産方式でした。これは、OR の最適ロットの考えで

すが、段取り替え時間の割合を製品製造に影響が及ばない規模の数量を生産で

した。当然、このような生産方式では、銀行から借りた資金は仕掛・在庫の形

で現場に留まります。このため、製造した半製品は売上に直結しない。仕掛・
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在庫には金利が掛かる。鉄板で製作した半製品は、仕掛・在庫の管理や、錆防

止のため油と塗る手間まで掛かるというムダが、更なるムダを生んでいたわけ

でした。加えて、トヨタは赤字、ここに、輪をかけた形で、図 5-34 に示した流

動資産が仕掛・在庫（棚卸資産）の形で増大していました。このため、当時、

従業員の皆様には、赤字で給与が 3 ヵ月以上も未払いの状態で、売上高の 6％も

借入金の利子を銀行に払うという生産形態を続ける状況でした。

このような実情に対し、既に、どの銀行も「トヨタにはお金を貸さない」ま

た、「トヨタの倒産を待つ」という状況だったわけでした。この時、日銀の名古

屋支店が調査し、余りにも社会的影響が大きい状況を重視しました。計算すれ

ば判りますが、トヨタの従業員8,000人に1人の家族がいたと仮定すると32,000
人、さらに、10 倍もの協力会社、さらに、2 倍もの町を支える商店や地域関係

者を入れると、トヨタ倒産で少なくとも 64 万人もの方々が突如、路頭に迷うこ

とになる事態になります。そこで、日銀の名古屋支店は損益分岐点生産を考え、

「資金は貸す代わりに、8,000 人の従業員の首を切れ！」というリストラ策を提

示、同時に「自販と自工を分離して、自販は注文を取る。自販から注文が無い

売れない車の生産を禁止する！」としました。

このような中で、大野耐一氏が「売れる物だけをつくる生産を追及しなけれ

ば、トヨタの明日は無い」と考え、先にご紹介した『スーパーマーケット方式』

を最新の生産方式と考え帰国しました。大野氏は帰国と同時に「売れないもの



315

をいくら作っても、また、見せかけ上の生産を行っても、無意味である。売れ

る対象品だけの生産とする」と発言、「必要な時に、必要な物を必要な場所で必

要なだけつくる」としましたが、これが、後に知られる JIT 思想です。

しかし、世界を探しても、産業界にお手本は皆無でした。このため、トヨタ

では、解決すべき課題を明確にして、皆でアイデアを集め、試した中から新技

術の良否判定を行い、効果が高い内容を積み上げて行くという方式を進めまし

た。生き残りをかけた戦略を立て、その具体化に努力した取り組みで、その内

容が図 5-35（図 3-23 を再度掲載）です。なお、正に、生き残りをかけた目標設

定と対策規模を見ただけで、当時としては実現困難、かつ、驚異的な内容だっ

たことが判ります。その理由は、ご覧の通り、米国に対し 10 倍の差を埋める取

り組みだったためです。対策は必須です。世界にお手本や指導者はいません。

そこで、（ｲ）まず、現状を精細に分析して、「何をやれば追いつくことが出来る

のか？」を研究したわけでしたが、図の中央に記載したように課題と達成すべ

き目標として整理しました。次に、（ﾛ）自主研というトヨタでは改善の母体と

なった小集団に課題を投げかけ、生き残りをかけて真剣に対策を取り組むグル

ープに対して、「失敗は許す。ボランティア的な活動で知恵を集める。最も良い

やり方が見つかったら、情報公開して波及して行く」という活動を進めてゆき

ました。この活動は表 5-1 をご覧いただくと、その片鱗が皆様にもうかがえる

と思います。要は、（ﾊ）「他社の物まねなどはしないで、本物を探し、ムダ排除
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＋仕掛・在庫ゼロ追及につながる物づくり＋生産管理システムの具体化を独自

に図る」という取り組みが開始されました。

ここで、異分野の話で恐縮ですが、似た取り組みがなされてきた記載があっ

たので紹介します。1999 年に川崎フロンターレの監督をしていた松本育夫氏の

「尽くしてみないか全力を」実業之日本社を読んでいたときに見た記載です。

この時代、フロンターレは、J2 から J1 への昇格だけでなく、サッカー自体が

海外にはるかに劣るとされていました。しかし、松本氏はサッカーを世界の日

本のお手本にまで育てあげるという努力の中で、「上に立つ監督が重視すべき重

要な条件のひとつに、人の能力を伸ばすには、「自分自身で考える」ことをさせ

る点にある。監督が指示し、言われた通りの練習（企業では改善）は、仮に熱

心に行ったとしても、選手とチームの真の力にはならない」と考えたそうです。

その思想と行動が後に知られる快挙を果たしたわけでしたが、特に、「サッカー

においては、11 名が自主的に力をつけた強い集団が相互に助けあって力を発揮

しなければ勝てない。野球との違いは、試合中、窮地に監督の指示がある方式

が取れない点にある」という主旨が記載されていました。これを見て、筆者は、

どの分野においても、この種のアプローチは共通するように思いました。スポ

ーツの世界では、この種の例は多い状況です。戦略と飽くなき努力がオリンピ

ックの金メダル取得につながる例も似た内容が多いわけですが、企業も不可能

と思うチャレンジに似た取り組みが求められるように思いました。
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ここで話を戻し、生産管理面でレベル向上を願う研修と、ここまでの内容を

比較した内容を紹介することにしたいと思います。以下に紹介させていただく

質疑が多いためです、生産管理研修で戦略達成の取り組みと、各社にあった生

産管理システム構築の話を紹介すると、多くの出席者の方から「あなたの研修

で紹介された方法は、確かに良い方法だと思います。しかし、適用事例と成果

が無いと、わが社では導入できません」とか、「現在、セル生産と５S、・・・が

産業界で有名です。わが社のトップが「導入せよ」というので、研修に来まし

た。・・」という方が、今も、多い状況です。

これは、「他社の真似をいかにすべきか？」について議論を投げかけてくる方

の議論です。多分、「理論は実証があって始めて証明されるべきである」という

ことで、多くの適用法や事例を求める議論です。ここでも、「生産管理システム

は企業と製品に固有であり、IT などの技術の進化と利用法の開拓には多くの方

式がある」という原則を説明するのですが、カリスマ・コンサルタントの方の

指導のせいか？書や雑誌などの宣伝が盛んなためか？「コンベアを廃止してセ

ル生産にすべき！」という説得に、完全にはまっておられる方がおられます。

この種の方は「セル生産こそが最高の生産管理システム」としているので、当

然、話はかみ合わず、応対に大変な苦労をしてきまします。しかし、このよう

な方も、2 年ほど経つと、メールなどで、ここまで解説したような内容を反省の

念と共に送ってこられる状況をみると、その種の取り組みが限界に達したので
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はないか？と思ってきました。

JIT 開発で我々が注視すべき点は、常識を超えた生産性を達成するためにトヨ

タの改革の中心人物だった、故・大野耐一氏に学ぶべきです。その理由は、図

5-36 に示したような内容がお手本になるからです。繰り返しになり恐縮ですが、

①現状を精細に分析して、②達成すべき理想像を企画・実行計画と定め、③全

くぶれずに活動して行くということであり、他社の物まねは後回しにした対策

です。「新たな産業改革理論は先例に学び、企業独自で考案すべき」という教訓

がありますが、その内容を解析すると①～③の要件を定め、貫き通した姿が明

確になるはずです。したがって、ここで、学ぶべき点は、結果として残った手

法や成果でなく、戦略展開の取り組みとなります。しかも、ここでは注意すべ

き点は、各社にあった環境条件の理解と固有化です。このような視点で先進的、

かつ、他社をしのぐ新たな生産管理手法の開発の要件を、再度、整理すると、

再度の解説で恐縮ですが、（ｲ）各企業と生産形態（現状とレベル）を直視して

詳細な現状分析を行い、（ﾛ）何をすべきかを理想と現実をつなぐ形でステップ

化し、（ﾊ）具体策を提示、理論と実践を一体化させた活動となります。また、

これ以外に目標達成へつなげる道が無いことが判ります。また。この意味で、

トヨタ生産方式（TPS）による JIT 開発の過程は、異業種でも大いに参考にす

べきヒントと要件が多い状況です。

では、ここまでの注意点を土台に、多くの産業が参考にし、活用した結果、
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大きな経営効果を得てきた JIT 手法の中から、生産管理に関する例示して、多

きい効果を発揮する手法を例示してゆくことにします。

① 不良ゼロ生産

どのように優秀な生産管理 ITシステムがあっても、製造現場で不良が発生し、

混乱が続く状態で生産管理 IT システムを駆使しても自慢にはなりません。顧客

重視で生産・販売の円滑化を図るためには、「不良ゼロ生産を実現すべき」とな

るからです。この種の問題対策に当たり、JIT では、図 5-37 のような方式を運

用しました。

トヨタでは、まず、（1）「不良ゼロがいかにムダか？」を明らかにするため、

図にあるようにムダの中身を明らかにする。その条件下で、（2）徹底的に不良

を発生させない手を尽くし、（3）それでも、不良の兆しが出たら、ライン・ス

トップする。同時に、発生元へ不良の原因を探るチームを投入し、3 現主義（現

場へ行き、現物・現象を直視して、現場で改善策を策定するという行動）を行

う、という取り組みを進めましたが、この方式は不良ゼロ化に極めて有効な方

式です。

1975 年頃、オイルショックによる不況が日本で吹き荒れました。この頃、ト

ヨタは高収益だったので、多くの企業が JIT 視察しましたが、このような時、

筆者も、ある研修機関の工場見学会に参加したことがありました。ここでは、

先に紹介させていただいた、故・鈴村生産管理部長様の講演の後、トヨタの工
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場見学になったわけでしたが、見学時、突然、ライン・ストップしました。す

ると、「発生時点でなければ、原因究明は出来ない！」という紹介と共に、数名

の方が問題の工程に駆けつけ、30 分程度の解析で原因究明がなされ、ラインは

再稼働となりました。この日は、その前にもライン・ストップがあり、合計 1
時間でした。この時、トヨタの見学に付き添った方の、「ラインを止める権利は

現場作業者にある」という説明に驚いたわけでしたが、この当時、製造ライン

の課長だった筆者には、驚異的な内容でした。筆者が仕事をしていた工場はバ

ー材を加工する工場だったので、異常があれば止めることは可能です。しかし、

課長でもラインを止めるのに躊躇する状況でした。その理由は、納期確保上、

多少の不良を出しても、とにかく、納期通りの生産と目標とする生産性維持に

責任を持つ自信が無かったためです。したがって、筆者が行ってきた、不良対

策は図 5-38 の左の×印のレベルでした。

しかし、トヨタでは、ごく当然のようにライン・ストップが行われ、まるで

教科書に書かれている通りの実施が守られていました。見学時の状況では、製

造現場で働く実務者が品質面で異常を感じると、ストップひもを用いてライン

を停止する。すると、チームワークの名で有名になった小集団が即座に現場へ

来て問題の実態をみる。同時に、不良の原因分析を現場、現物で行う方式を進

めていました。この方式は、それまで一般企業で行なってきた不良対策法とは

大きく異なる方式でした。一般のメーカーでは、ある期間データを取り、御前
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会議方式で想定原因を考え、『ワイワイがやがや方式』で考えられたアイデアを

実施する中から、八卦見よろしく、「多数の対策の中から当たる対策があれば幸

い」という、『死亡診断書対策』が一般的な不良対策方式だったためです。再度

の解説で恐縮ですが、トヨタでは、図 5-39 に示したように、発生時点に 3 現主

義（現場へ行き、現物・現象をみて、現場で改善策を見つけるまで努力する事

実分析）と、「5 回のなぜ？」を問い真因究明を行うチーム活動を進めていまし

た。

見学時、筆者を始め工場見学をしていた企業関係者は、目前でこの実情を見

た時に、余りに徹底した方式なので質問しました。まず、1 番目の「1 時間の停

止で損金はどの程度ですか？」の問いに対し「約 2,000 万円です」という答え

でした。そこで、「それなら、異常として発見した車だけをライン OFF して、

別途対策した方が安いのではないですか？」と問うと、「皆様は 3 億円事件をご

存じですか？不良の原因は発生時点に現場・現物でないと、想定原因は作れて

も、真の原因が判らないので再発します。同時に、ライン・ストップで強い品

質意識を与えると同時に、発生元で、標準化が間違っているのか？標準化は正

しいが技量が無いことが問題を強く、事実関係の基で理解しない限り、不良ゼ

ロ生産の教育や指導は無意味となります。不良はヒヤット段階でゼロにすべき

です。・・」という答えでした。この討論で、筆者達は、目からうろこという状

態で質問を続けました。さらに、「不良率は？」と質問すると、「0.001％です！」



322

「その程度なら、ライン・ストップも大した問題では無いですね？」「いえ、そ

れは企業の論理です。不良の要因を持つ自動車は、いつか、不良が顕在化しま

す。これが、高速道路走行中だった場合、お客様にとっては、不良率が 200％に

も 500％にも跳ね上がります。その結果、「トヨタは欠陥車を売るから、もう買

わない！」という悪評と共に、結局はトヨタ生産方式も無意味という解釈にな

り、再度、売上減～赤字に転落となります。」「なるほど！ところで、トヨタの

社員は意識が高いといっても、急に、残業ゼロから、1 時間残業となると、個人

の都合上、どうしてもラインから抜かなければならない人が出る場合があるの

では無いでしょうか？」「当然です。医者に行く約束をしている方、家族に何ら

かのご都合があり、提示に帰宅しなければならない人がいます。しかし、わが

社で進めてきた多能化がこの問題を解消してきました。トヨタでは、売れる生

産数は必ず、その日に生産します。多能化で、この問題を切り抜けることは、

既に常套手段になっているので、全く問題はありません。・・・」という Q&A
でした。

その後、筆者は、同種取り組みを米国赴任時に適用して品質向上を図る対策

に不良発生時にライン・ストップする考え方を導入したわけですが、3 年の努力

の結果、日本の指導側の工場を超える品質を得る快挙を果たしました。この体

験から判ることは、「発生時点、しかも、ヒヤットの段階で 3 現主義を駆使した

不良対策がいかに不良撲滅に効果的な方法であるか」ということです。その後、

さらに、JMA で、不良ゼロ対策研究会でこの種の手法を紹介、トヨタ以外でも

適用可能な方式に工夫して普及中です（装置産業での適用可能な QTAT という

方式名です）。

皆様ご存知のように、ストップひもは歴史的に、世界産業に多大な影響を与

えました。米国の自動車業界で、JIT 導入と共にストップひもシステムが適用さ

れましたが、1980 年代、日本の自動車の品質が米国に勝った上に、米国不況に

伴い、レイ・オフで失業者があふれる。日本車は売れるが米車は売れないとい

うことで、『ジャパン・バッシング』まで発生しました。ディトロイドでは、穴

を掘り、日本車をバットでたたきつぶして埋める、という反発でいたが、この

ような愚行を繰り返しても米車の品質は良くなりません。そこで、時の政府の

働きかけで、車生産の主力地ではなく、大陸的に日本に近いカリフォルニアに、

NUMMI という GE とトヨタの合弁企業を設立されました。ここで、世界で初

となる、JIT の実験工場として、ストップひもシステムを取り入れた物づくりを

進めましたが、見事に成功。世界の教材となる形が証明されました。同時に、

JIT の具体化と品質向上がなされていったことは、皆様ご存知の有名な内容と考

えます。

その後、JIT はやがてリーン生産や TOC と共に、学問的な研究と共に、その
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一部を真似た手法の広がりと共に、世界に広がりました。特に、米国の自動車

生産において、JIT 適用の効果は偉大なものでした。NUMMI の成果はもとよ

り、1990 年代に米国の自動車の品質が飛躍化したからです。なお、以降、この

方式は世界標準の形で、製造工程における不良ゼロ追及の有力な手法として普

及していったことは、皆様ご承知の内容と考えます。

② カンバン方式と平準化生産

トヨタは倒産の立ち直りで探り当てた生産管理方式の中で「売れた物しかつ

くらない！」という強い制約を設けて JIT を徹底してきました。ここには、ト

ヨタ自販という販売部門と、トヨタ自工という製造部門に分離させられた生

産・販売環境が大きく関与するわけですが、これが関与して、図 5-40 に示した

『カンバン方式』という、ある意味で、極めてトヨタ生産方式にあったユニー

クな作り過ぎのムダ防止策を確立しました。

1980 年代、日本の産業界では、「この方式は、それまで、製造した製品を市

場に送り出し、量の大小に応じて調整するという方式とは逆の方式である」と

いう評価をしました。その意義が、売れない製品の製造が、仕掛・在庫を増大

させ、資金繰りの悪化と、銀行などへの金利の支払いに利益の大半を持って行

かれる問題を重視した対策だったためです。要は、トヨタでは赤字脱出の対策

のひとつとして、無借金経営を重視したことが関与します。同時に、製造上の

あらゆるムダを排除するため、トヨタ自販から確実に注文があった対象（実需：
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実際に売り先（需要）が決まった製品）以外の生産を禁止するということを徹

底したためでした。このような意味から、日本の産業界では、「従来の Push 方

式に対し『Pull 生産』という名と共に『後工程引き取り式』で売れた数だけを

作る」という方式から、ほとんどの企業が Pull 生産に舵を切るようになりまし

た。

日本産業の Pull 生産の移行は、JIT は昭和 48（1973）年のオイルショックに

よる不況が関与しました。その理由は、（1）それまでは、沢山作れば安くなる、

という Push 生産で作った製品が売れず、従来、生産管理部門がデータを駆使し

て行ってきた在庫理論が成立しなくなったことが挙げられます。さらに、（2）
製品ライフサイクルの短命化の時代に入り、在庫・仕掛品が売れずに残る事態

が発生しましたが、結局は不要資産滅却の形で損金が出る。加えて、（3）在庫

がなくなるまで、次の新製品の投入を控える行為が、ムダな開発～次の新製品

投入を遅くしてしまうという問題に発展した結果、企業の発展を妨げます。そ

こで、多くの企業が Pull 生産を重視したわけでしたが、図 5-41（図 2-31 を再

度掲載）に示したようなスケジューリング・システムの準備が必要になりまし

た。なお、当時に、トヨタ・JIT のカンバン方式だけを真似して、単に、七夕の

ように札を増やして『カンバンごとき』を装う生産管理方式もありました。だ

が、当然、この方式は名ばかりの Pull 生産で成果は挙がらず、やがて、淘汰さ

れました。
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『似非カンバン方式』の弊害が報告されるに従い、多くの企業で慎重に Pull
生産方式の研究が開始されました。その結果が IT・シミュレーションで明確に

なったわけでしたが、後工程から一つの引き取り注文生産要請をするというト

ヨタ・JIT で行ってきたカンバン方式は、±10％の生産のフレ（変動）以内で

無ければ成立しない方式であることが判りました。

Pull 生産の研究が進むにつれ、「生産変動が多い製品にトヨタの Pull 生産法

方式が使えないか？」という問題と共に、多くの企業で Pull 生産の調査と研究

が開始され、実務展開可能な方式が表 5-2 のように分類されました。

表の左側がカンバン方式と、その制約条件です。それに対し、「中央は 20％も

30％も触れる量産品の場合、製造工程に変更する情報を適宜入れなければなら

ないが、Pull 生産を適用した企業は、工程の前後に変更情報を入れる方式が有

効である」という整理です。この方式は、生産遂行中に製品の量や品種などの

変更がある場合、管理すべき数か所に、変更情報を入れて変化に対応しながら、

Pull 生産を行う方式です。

しかし、一品ものと言われる、金型、ハウス、大型機器などは、工程が長く、

途中で技術や原価面で改善要求がなされる例が多い状況です。俗に、企業では

設変（設計変更）と言われる製作中の変更要求を入れる事象があるためです。

この例の場合、一般に、直前になって実施事項を関係者や所定の工程に入れる

ことが、生産変更に伴う混乱防止には最も良く、生産の準備情報は、先に淡い

形で知らせておいて、実作業の指示は、製作直前に正確な製造指示情報として
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流す方式が採用されました。

③ その他、生産管理に関し、参考になる JIT 関連要件

【その１】多工程持ち化による 1 個流し生産、目をぬいて少人化と可働率

かつて米国の自動車生産ラインは UAW（米国の組合）規定も関与して専門工

制度でした。だが、万一、日本でこの方式を採ると、工程毎に専門作業者を配

備してロットを順送りにする方式を採らざるを得ません。また、各工程に常に

満杯の生産品が充当されるわけでは無いので、必ず、余力が発生し、多くの人

員を抱えた結果、人件費は増してしまいます。そこで、トヨタでは多能化と共

に、人と機械の仕事を分けて見る対策を導入しました。その一例が、図 5-42（図

1-64 と同じ図を使用）の『多工程持ち化による 1 個流し生産方式』です。

図の通り、この方式は、①物の流れと、②人の動きと、③作業を工程順にし

た構成で製品製造を行います。このため、工程間に仕掛を持たず、1 個ずつ流す

ので、このような構成に『1 個流し』という名が付けられました。この方式の良

い点は、中間仕掛を持たない。人の作業も製造工程を工程順に進める方式なの

で、中間財をロットまとめする必要は無い。生産変動に対しては、多能化され

た作業者が数工程を受け持つので、各工程に人を配備するという人件費増につ

ながる人員増、工程間で生じる人や物を待つムダな時間が無い。必要生産数に

応じて稼働するので、必要数の生産が終了したら、作業者は他の工程へ移る、



327

といった生産変動に対する柔軟性があります。これを、生産管理の視点で見る

と、仕掛減、生産リードタイムの縮減や、多工程が一ライン化されているので、

生産管理上で数工程を管理する形になり管理工数の減になります。この方式は

人・機械分析という IE手法の中からトヨタが発想した対策だったわけでしたが、

人が機械の間をサーキットのように循環する形に似ているので、1980 年代当時、

『サーキット・方式』という名で、産業界で、多くの企業が取り入れました。

その後、名称はいろいろと変わり、現在は『屋台や方式』から『セル生産』な

どの名が付けられ、各社で多くの方式と共に活用中です。

『トヨタ生産方式』の基本は徹底的なムダ排除です。そこで、ここに図 5-43
のような『目をぬいた少人化』という方式も適用しました。1970 年代、多くの

企業では省力化という合理化用語を使っていました。だが、この方式は、例え

ば、20％の能率向上結果が必ずしも原価低減になっていないことがありました。

そこで、トヨタでは、0.2 の低減×5 工程＝1 人工程から抜いて他の仕事へ回す

ことにより、実質的な省力金額を具体化させました。このため、一般産業が使

ってきた省力化を確実に人件費低減につながる策と結びつける行動と一体化さ

せる意味から、『目をぬいた少人化』というトヨタ式の用語を定め、省力化の在

り方を明確化しました（この他にも『少人化』には、多くの展開方式がありま

す）。

トヨタでは、このように、人は多能化と共にフレキシブルに生産変動に対応

して、売れる物（対象製品）だけしか作らせない方式を徹底したわけでしたが、
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設備稼働についても同じような対策を進めました。これが図 5-44 に示した『可

働率』です。定義は、「設備は対象とする生産がある時に限って無駄なくムダな

く働かせる」というものです。逆に、生産対象品が無いのに生産することは、

仕掛の増加を招き、ムダなエネルギーを始め、人件費や各種経費の無駄遣いと

なります。したがって、生産対象品がある時だけ、故障や停止、段取り時間や

点検、不良や手直しの製造から空運転などを徹底的に排除して理想状態の生産

の遂行を狙います。また、トヨタでは「動く」と「働く」を区別しました。ム

ダが多い前者のような設備稼働を「動く」、後者のような付加価値を生む設備稼

働を「働く」としたわけですが、ここには、作り過ぎのムダの排除の徹底と共

に、作業や原価面、さらには、生産管理上、生産変更などを発生させない思想

を徹底した努力を示した例です。

【その２】目で見る管理

トヨタでは生産管理面で作り過ぎのムダを省くため、多くの見える化を進め

てきました。図 4-45 は、その中から生産管理面で活用してきた『目で見る管理』

を示した例です。

見える化の狙いを、トヨタでは、「自分が経営する現場作業員達の改善意識と

改善貢献度などを高めるためには、原価を高める総てのムダを明確にすること

が重要になる。トヨタではムダの視点を以下のように定め、ムダ排除と改善活

性化～現場活動でムダ発生に努力してきた」としてきました。図には代表的な
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方式の例を示しましたが、これも、ムダ排除対策の一例です。では、簡単に解

説を加えることにします。

【目で見る管理で活用した内容の解説】

（1） 先に解説済の内容ですが、不良・手直しのムダ：物づくりは良品 100％
が基本。したがって、この種のムダが発生した場合、ライン作業者に

権限を与え「ストップひも」を用いてライン・ストップして報せる。

同時に、発生時点に「チームワーク」という改善部隊が駆けつけ、3
現主義を実務活用して原因究明～対策へつなげる方式です。

（2） つくり過ぎのムダの禁止、良かれと早く作ることもムダ。このため、

先に紹介したカンバンを使用してきた方式の一部です。

（3） 加工そのもののムダ：機械のスピードが遅い、段取り替え、清掃や点

検で時間が掛かる。・・・・など（先の可働率の考え）があり、具体

的には、色別のランプや表示などで状況が解るようにした工夫です。

（4） 運搬のムダ：取り置き、積み替え、長い距離、・・・などは、置き場

管理と共に、その状態を図 5-46（図 2-29 と同じ図を使用）のような

形で見える化を図る例が、５S と共に示されてきました。

（5） 在庫のムダ：かんばん生産対象以外、工程間の仕掛や在庫～使わない

工具は表示と扱いを明確にする方式です。
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（6） 動作のムダ：付加価値を生まない人や機械などの動きについては、標

準作業に工程分析の記号を付け、時には、作業手順を工程分析記号と

共に示し、現状の作業手順と共に、今後の作業改善をうながす表示を

進めてきました。

（7） 手待ちのムダ：自動送りや加工待ち～機械稼働中に監視と呼ばれる      

単なる立ちんぼ状態、機械相互の避けられない待ちについてもムダを

色別のランプや表示などで状況が解るようにする方式を進めてきま

した。

（8） その他、産業廃棄物のムダ：材量歩留り、使い捨て容器・・・未使用

廃棄物などがあります。

以上、トヨタ生産方式（TPS）と共に示されてきた主な『目で見る管理』の

を例示しましたが、この中には、例えば、運搬の手待ちを防止するためにフォ

ークリフトの事前呼び出しをする表示灯には『アンドン』という名をつけたも

のがあります。この呼び名は、江戸時代に入る前の戦国時代に、三河で仲間に

連絡をする際に用いたアンドン方式に由来させたものですが、製造現場では、

淡い光のランプで知らせるという古風豊かな文化を使ってきたなごりです。生

産管理上、カンバン方式を守るためには、標準化の順守が重要です。これにも

見える化が要るわけですが、図 5-47 はその状況を示した例です。
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（４） 市場直結型の企業連携による SCM 生産管理の時代を迎えて

生産管理システムは学問体系でなく、どの企業もそうですが、実務的で、そ

の時代に合った安価で効果的な対策を選択して活用してきました。そして、現

在は『変種変量時代』と呼ばれ、製品交代が激しい。さらに、生産・販売量も

多かったり少なかったりする時代に変化しました。このため、変化対応上、協

力会社を含め、市場対応に一体となった JIT 対応を図らないと、どのように良

い物を安く作ったと思っても販売に至らないという問題が大きくなりました。

特に重要なことは、企業はサプライヤーと連携を取り、同じ最新情報を基に、

予測を立て、変化があれば、即座に変更をして行くという対処が必要になると

いう対策です。幸いなことに、時代の進展があり、このような対処に一元化し

た最新情報を共有する助けに使われる道具の一つに ITがありました。その結果、

企業間連携で変化対応を柔軟に図る方式は図 5-48 の下に示した SCM（Supply 
Chain Management）と呼ばれる生産管理システムの活用が盛んになりました。

従来、企業間連携において、物流費を下げるため、ロットをまとめて運搬す

る。変種変量の時代ではないので、作ったものは、いつか売れるので、在庫を

持ち調整するという、経済界でよく使う『在庫調整』をしながら、市場対応を

進めてきました。図の上に描いた方式です。この方式は、図に示したように、

販売先～問屋～メーカー～サプライヤー間に在庫や仕掛を持ちながら市場対応

を図る方式でした。しかし、1984 年のオイルショック以降、市場は全く変革し

ました。製品ライフサイクルの短命化や、売れる見込みで生産した対象品が不
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用資産滅却となる危険が高まる時代に変化しました。

そこで、図の下に示したように、企業間をチェインのように情報連携して、

市場の変化を見て、必要な時に、必要な生産対象品だけをつくるようになりま

した。同時に、「企業間をつなぎ、市場直結型の生産を連携企業が一体となり JIT
対策する」意味から SCM と名付けられる方式が IT 利用技術の進展と共に一般

化しました。

著名な事例として、日本では、花王が、2000 年頃には VAN（付加価値情報ネ

ット）という形で、図 5-49 に示したような方式を具体化させ、その成果と共に

産業界が注目しました。花王では、販売店の棚の情報まで管理して販売状況を

つかむ、さらに、売れ筋に合わせて製品製造～開発まで行う対策を進めたため、

大きな伸びを示しました。

その後、コンビニのセブンイレブンがサプライヤーを連携して似た生産・販

売管理システムを展開して、大きな進展を果たしました。ここでは、店や地域

毎に在庫を持たないで売れ筋を店主が読み、予測に基づく生産・販売を重視し

た。例えば、おむすびの販売などは、11 時に製品販売が伸びる中で全品販売、

在庫ゼロになると、まだ、12 時からが昼食を買いに来るお客様が来られるわけ

ですから、欠品警告を出すといった管理を進めました。さらに、この方式は、

店主の予測力を IT が助けることで、より販売を伸ばし、在庫はしないという生

産・販売管理システムを具体化させました。このため、産業界の多くの企業は、
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「SCM は企業の販売の意思決定を大きく左右する情報を持ち、顧客ニーズを正

しくつかみ、変化対応をスムーズにするための市場対応の武器である」という

点に注目して導入したわけでしたが、この動きは、正に、先に「情報を制する

者は世界を制する。」「IT 利用技術の競争が企業間格差となる」という時代を示

す事象です。

読者の皆様はすでにご利用と思いますが、PC を購入する方の多くはネットを

利用される状況です。早くて、不要な機能を持った市販の PC より安価なためで

す。このような PC の購入方式を利用して、明らかに後発の参入だったわけでし

たが、大手 PC 企業をはるかに凌ぎ、伸びてきた企業がありました。マイケル・

デル氏が創設したデル社です。1970 年代、大型コンピュータの製作販売は IBM
が独占状態でした。しかし、PC の開発とインターネットの進化と共に、多くの

企業がこの市場に入り、今や、PC とインターネットの時代の到来を軽視した

IBM も極めて短期間に市場を奪われました。

当初、マイケル・デル氏は、学生の時代に、手作り PC を個人的に作り、友人

に易く販売するという、ある意味で趣味的なことを行っていた程度の小企業で

した。だが、余りにも注文が多いので、人を集めガレージで製作を開始しまし

た。この当時は、ファックスで広告～受注体系を作り、お客様のニーズにあっ

た PC を入金と同時に届けるという程度でした。しかし、インターネットの時代

に移りました。そこで、デル社はインターネットで受注を受け、ニーズにあっ
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たものだけをつくる。しかも、入金と同時に生産して、2 日程度で届けるという

SCM 展開を進めましたが、2005 年には世界シェアー1 位の獲得に至りました。

以降、居並ぶ PC メーカーは、デル社の方式を研究した結果、現在、SCM を含

めた寡占状態に変化ました。なお、PC の業界では、各社とも、もはや SCM を

具体化しないと、どのように優秀な PC を制作しても、倒産の危機となる要件が

多いことに気が付くと同時に、各社なりに SCM への変換に生産管理システムを

変容しました。デル社の場合、1 人の学生が居並ぶ大手電気機器メーカーを押し

のけ、確固たる産業を確立していった過程は、正に、SCM 時代の到来を示すも

のであり、「情報を制する者は世界を制する」という言葉を現実化させた例のひ

とつです。

その他、IT 時代の変化を示すひとつに、図 5-50 に示すように、通販がデパー

ト販売に代わる例がありました。現在、個売りと小規模物流が一般化した時代

になり、ここに SCM はその中核的な活動という位置づけです。この例も、市場

直結型物づくりに参画する企業集団が、生産・販売管理システムの中核に SCM
を置き活動して、成果を挙げていった例です。この種の情報システムを武器に

使う企業はその特徴的な活用と共に企業の進展を果たしてきましたため、つぎ

に、各産業に特徴的な対策内容と共に、事例を整理したので、皆様の生産管理

システムの見直しや進展に、ご参考になれば幸いです。
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【SCM の活用を武器として進展した企業の例】

（1）米国ウォルマートの SCM
ウォルマートは SCM を武器に市場を大きく伸ばしたことから、SCM 展開企

業の名で有名な企業のひとつです。2006 年 4 月には 583 テラバイトという途方

もない量の生産・在庫データを収集、統合化された単一のプラットホームに集

積して、様々な切り口から商品を分析、商品構成の最適化を分析してきました。

ここでは、単に定量的なデータを解析するだけでなく、例えば、地域固有のニ

ーズに目を向けて製品販売するといったことを行う。逆に、定性的な商品には、

その商品特性に応じた対策を打ち、テストが成功したら拡大するといった対処

をしてきました。具体的な対処として、SCM 内に、①所要量計画を立案～検討

する中でボトルネックを定量的に示して関係者に改善を促す対策を要求する。

つぎに、②需要：供給の状況を製品毎に常につかみ、在庫水準をつかみ、ムダ

な在庫を持たないで市場への物品供給をスムーズ化する。同時に、着荷までの

プロセスと時間などを解析して待ち時間や物流のムダを、常に、徹底的に排除

する。さらに、③予測モデルをシミュレーション・システム内につくり、販売

～製品投入、さらには、新製品投入確率をあげる。④この手法名はルーティン

グと言うそうですが、与えられた条件下で配送ルートの最適化を常に探り、OR
では研究が盛んな「巡回セールスマン」という、配送トラックがムダなく巡回

する経路を提示する方式を運用中です。特に、この中では、⑤スケジューリン

グ・システムを駆使して生産・販売の最適化やスムーズ化を図る、・・・と言っ

たことを IT利用と共に総合管理システム化で進めてきました。なお、ここには、

世界で有名な数学者の投入（プロジェクトチーム化）なども行い、世界 80 ヵ国

で 17,400のサプライヤーから商品を仕入れるといったことをスムーズに行って

きました。しかも、サプライヤー側からはリテール・リンクにアクセスすれば、

日々何をしなければならないかが、予測できるといった、天文的な管理を、IT
システムを中心に検討可能な環境を具体化させ、製造と販売のバックヤードで

活動を補佐してきたとされます（日経 BP 社発行「分析力を武器とする企業に詳

説）。

さらに、これは、ウォルマートにおける市場分析～対応の一例ですが、ハリ

ケーンが米国を襲う時、消費者はケロッグ社のストロベリー・ポップ・タルト

（甘いお菓子）を食事代わりに食べることをつかみ分析、この種の生産・販売

の決定は気象データとリンクした SCM より予測がなされた結果、成果を発揮、

このような分析と対策を逐次繰り返しつつ SCM のデータを活用して市場拡大

を図ったわけでしたが、世界最大の小売りチェーンストア―へ的確な製品配備

が行われていったという報告がなされてきました。
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（2）アマゾンの SCM
既に、ご承知のように、アマゾンは書籍だけでなく、多くの商品の販売を進

めてきました。日本でも、似た方式で同種の対象製品の販売を行う企業が多い

わけですが、アマゾンでは、常に SCM 内のデータ分析により新たな顧客のニー

ズ開拓に工夫してきたことが、他の企業との差を生む要点になっています。そ

の一例を図 5-51 に示しましたが、この例では、「世界は広いので希少な販売で

も集めれば増刷対象」という思想です。このような思想（戦略）に基づいて、

24 時間全世界に書籍の紹介をしてきたわけですが、その一例として、ロングテ

ールと言われる裾野的な販売書が売れる展開を図った対策がありました。この

ため、売れたニュースを上手に利用者に紹介する対策を加えた結果、裾野販売

の書をベストセラーに近い販売に持ち込むという例まで作った例もあります。

以降、この種の解析と対策を繰り返し、現在、通販では確固たる地位を維持す

る状況です。

この種の視点はと解析は、ガン・ユーという経営学教授兼ソフトウエア会社

の経営者達を投入したメンバーによる発想の例ですが、氏は SCM において在庫

モデルを独自に開発して、仕入れ、発注、出荷、入金、在庫管理を進め、書籍

から日用品、家電からソフトウエアまで幅広い対象品をネット販売してきたそ

うです。
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（3）日本におけるイオンの活動

昨今、多くのコンビニがイオンに吸収され、イオングループということで、

伸びを示していますが、このような伸びの背景に、用意周到された SCM がバッ

クヤードで活動してきました。その内容は、既に著書などで紹介されてきまし

たが、時間が経過するに従って、SCM の効果が高まってきたようです。図 5-52
は、かつてイオンが提示した SCM への系統的な取り組みを公開した内容です。

ここには、ここまで紹介してきた、ほとんどの要件が組み込まれてきたわけ

でしたが、SCM の活用の定着と時間の経過と共に、巨大な市場の生産・販売管

理をスムーズに行ってきました。
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５－３ IT活用だけに限定しないダントツ物づくり戦略の展開

この話は、当時のトヨタ副社長故・大野耐一氏が講演会でお話しされた時の

内容です。氏はトヨタ生産方式の講演の最後で、「皆様はトヨタの JITの勉強に

こられ私の話をお聞き願ったが、私自身、まだまだ、勉強しなければならない

と反省しています。発展途上とされる中国へ行った時のことです（1977年頃）。

明日が帰国という時に、「背広を買われませんか？」とある商店で声を掛けられ

ました。「明日が帰国なので無理だろう」と言うと、「何時ですか？」と問うた

ので、「19:00 の便ですよ！」と言うと、「今は 13 時ですよね、それなら、十分

です」ということだった。値段も安く、品もまずまずの見本だったので、オー

ダーメードだが「頼む」としました。すると、店員の 1 人が寸法を測り始めた

時、2名いた職人が奥の部屋へ駆け込んだので、「どうやって間に合わすのか？」

と聞くと、「今、あなたの寸法を取り、生地を選定するなど、詳細を打ち合わせ

た人は 8 時間後に、控室で眠りに入った人と交代します。彼は、生地の裁断と

粗縫いを受け継ぎます。その後、3人目に引き継ぎ、仕上げ～調整して 13時に

はあなたの試着と了解を得る仕事をします」ということだった。1日は 24時間

です。短納期化のため、3 人×8 時間＝24 時間で背広を仕上げることを知りま

した。まだまだ、世の中には勉強すべき事項を学んだ次第です。・・」というお

話しをされました。当時、改善の神様と思っていた大野氏から、「この種、従来、

企業では制約と考えていた内容を破り、市場直結型製造・販売方式があります」

というお話は、常に、身の周りから勉強する努力の必要性を学びました（この

項の最後に、現在、24時間の使い方は現実化している事例を紹介します）。

生産管理の IT化を大手企業では、「IT化は強力な武器であり、時には生死を

も左右しかねない武器の一つという位置づけである」としてきましたが、対策

は IT 利用に限るべきではありません。そこで、以下、生産管理システムを IT
利用に限定せず、中小企業も対応可能な生産管理システムの活用事例を探索し

たので、紹介させていただくことにします。

（１）ローテクだが効果的なダントツ短納期企業事例

① エーワン精密の取り組み

梅原 勝彦著「町工場 強さの理由」2008年 3月 20日 日本実業出版社

日刊工業新聞 2015年 6月 30日～特集記事「成長企業力の源泉」他

中小企業だが専門業で品質・納期ダントツ化を維持しながら 30％の利益率を

保ち続けることで有名な、エーワン精密の例を紹介することにします。ここは、

書に紹介されるまで 30年の歴史（1965年の創業）を持ち、13人で、対象企業

は約 2,500 社（海外も含め）一日平均 500 件来る注文を受けつけ、同時に、経
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理や財務などもこなしてしてきた企業（自己資本比率は 90％を超える）として、

今も有名な企業です。ちなみに、エーワン精密は小型自動旋盤用コレットチャ

ックでは、国内 60％以上のシェアを持ちますが、社長の梅原氏は「納期短縮と

収益確保の要点を挙げると、利益を上げるには、利益にこだわった仕事の仕方

や経営をしなければなりません。当社より規模の大きい同業者でも、通常 1 週

間や 2 週間は優にかかるようなコレットチャックの製造が、当社なら 1 日～3
日あれば十分です」としています。そのエーワン精密の生産管理システムは、(1)
注文は現場関係者を選定してファックスで直接受ける。なお、見積価格は下げ

ないで適正価格で勝負する。このため、見積の 30％程度の注文で「十分！」と

してきたわけですが、高い収益率と共に、(2)稼働率は 60％程度としてゆとりを

常に持つ生産環境です。同時に、短納期、検査や品管は置かないという制度を

運用してきました。(3)その理由は、「万一、不良を生産しても、短納期なので、

再生産すれば良い。年間に数件も無い不良対策に、余計な検査や報告書作成や

仕事が無い品管という組織は不要である」としています。さらに、(4)毎年約 2
億円を投じて設備を更新して、常にあくなき製造革新を進めてきたことなどが、

ここまで記載した内容を維持・発展させる基とされています。特に、(5)エーワ

ン精密では、受注が決まると、受けた作業者が賞味の標準時間で物づくりを行

うという方式が特徴です。以上、IT の関与は全く無いが生産管理システムとし

ては極めて高度な内容を例示しました。また、ここに注目すべき点は、腕の良

い職人集団が、このような企業の活動の根幹になっている。さらに、社長が全

体の生産管理と実務担当というわけですが、大部屋で声を掛け合って、受けた

注文に対する仕事の調整を行い、個別受注製品を短納期、かつ、顧客直結で生

産～販売する方式が小規模で小回りの利く生産管理システムの円滑化に大きく

関与しているようです。このことを示す梅原社長様の言として「どんなときも、

高品質と短納期にこだわる一方で、安易に値上げをしないという姿勢を崩さな

かったことが、結果として会社の足腰をより強靭にしてくれました」また、「ド

ラッカーの本を読んだって、町工場が利益を出すためにはこうしなさいなんて

いうことはひとことも書いてないのです。だから私は自分の経験と勘と信念、

あとは見よう見まねでやるしかなかったのです」という努力がこの人間的な連

携で高度な生産管理システムを運用する方式の歴史と実績～従業員と顧客の高

い信頼性を支えてきた基盤です。

② 小原歯車工業の歯車製作 ガイヤの夜明け 2012年 2月放映

小原歯車工業は、川口に位置する中小企業です。放送で紹介された事例では、

ある企業で突発故障が起きて「早急に歯車交換を交換しないと生産が間に合わ

ないので助けて欲しい」という連絡を受ける場面がありました。この問題は午
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前 9 時起きました。すると、小原歯車工業の関係者 1 名が内容を把握、同時に

加工に取りかかりました。その結果、約束して、午後に駆け付けた企業に対し、

無事、注文通り、しかも、表面焼き入れを済ませた歯車を渡すシーンが、何事

も無かったように、スムーズな工程展開という形で放映されました。

繰り返しになりますが、ここには特別な内容も ITの利用もありません。注文

を受けると、関係者が協議、ある程度在庫している部材から対象に適したもの

を選び、手書きで工程と時間を決め、流れるように生産を間に合わせて行くと

いう物づくりが紹介されたわけですが、その要点は、顧客の状況を把握すると、

(1)レストラン方式で在庫を持つ。(2)人的ネットワークで工程を決め、短納期で

製品製作をリレー式につなぐ、(3)それぞれが、高度な技能を持つ職人が受け持

つという内容でエーワン精密に似た仕組みで生産が遂行されるだけでした。ち

なみに、生産管理システムで有名な『レストラン方式』とは、レストランでは、

材料をある程度仕込んでおく。例えばエビであれば皮をむいて料理するだけの

手前で中間財のような状態で冷蔵しておく。注文が天ぷらの場合はころもをつ

けて揚げる。酢味噌の場合はそれに応じた調理をする、・・・と言った方式です。

この方式の問題は、在庫の肥大化は危険となります。例えば、レストランでか

かえる食材が腐敗して使えなくなるためです。このため、この方式を活用する

際は、常に回転率を見るという対策に、補助的ですが、ITを使います。

（２）沢根スプリングスのバネ 1個売り生産・販売

企業の通念では、「バネは量産品であり、低価格・大量購入をベースに生産・

販売をする企業である」という分類に扱われる製品です。加えて、「アジアの海

外生産が盛んになり、斜陽産業対象製品である」というイメージと共に、1990
年に比べ 2002 年の不況時には、市場自体が 40％も低下して、低価格と量の確

保が出来ず倒産に追い込まれる企業が多発した産業のひとつでした。ところが、

この時に沢根スプリングスは右肩上がりでした。しかも、小さな量産バネが 20
銭以下/個だった製品を 270 円/個（1300 倍も）の価格で 1 個から売るわけです

が、短納期販売方式を進め、躍進、高収益を得てきました。沢根スプリングス

では、(1)2000年には、約 4,000種類ものバネをカタログで紹介しています。さ

らに、(2)顧客からの注文を促すため、新規注文があると、カタログをバージョ

ンアップして PR（毎年 100 種類を新商品として登録）する活動を進めました。

なお、このような 1 個売りに、(3)バネ毎に定めた在庫を棚に持ち、電話などで

注文を受けると小売りする。(4)発送費は顧客持ちで、宅急便で個別に即日配送

するという対応を進めました。このため、(5)毎年、顧客を 1000 社程度も増や

す努力を進めてきました。

一般に、部材を大量購入～大量消費する企業は、品質に問題が無ければ、当
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然、海外のメーカーから購入することが常識的です。では、「なぜ、お客様が沢

根スプリングスの高いバネを購入されるか？」ということですが、そこには理

由がありました。例えば、(ｲ)プレスを使って生産する企業ではバネの使用はあ

るわけですが、「バネを大量に購入しても、一度にすべてを使うわけではない」

という状況です。また、(ﾛ)大量のバネを購入して使う場合、保管庫が必要にな

り、管理に人や ITなどが必要になります。さらに、(ﾊ)バネの中には老朽化や錆、

使用種を間違えると品質問題（不良などの発生）や、設備故障などにも影響す

ることがあります。そうなると、JIT（必要なバネを、必要数、必要時に）購入

することの方がトータルコスト低減になります。要は、宅急便代と小売りで高

いバネを購入する方が、(ｲ)～(ﾊ)の対策費より安価になることが、沢根スプリン

グスが不況でも売上と利益を増強してきた理由です。

（３）１日２４時間を有効利用した新ビジネス

この項の最初に、「中国で背広を 24 時間で製作・販売する」という JIT の産

みの親として有名な、故・トヨタ副社長・大野耐一氏の講演内容を紹介しまし

たが、正に、正面からこの取り組みを実践して成果を挙げてきた事例を紹介す

ることにします。

① 24時間対応でタタミ替えを行う企業

2008 年に「がっちりマンデー」で報道され、有名になった例です。例は、

兵庫県伊丹市、2003 年に創業を変更した TNT コーポレーションの取り組み

です。ここでは、タタミを使う飲食店を中心に、深夜の営業終了と同時に夜

間にタタミを企業に持ち帰り、朝に搬入、開店までにタタミ替えを行うこと

で営業成績を伸ばしてきました。その具体的なプロセスを記載すると、例え

ば、(1)飲食店が夜の 10:00に閉店になると、トラックでタタミを取にくる。

(2)和室のタタミに総て印をして、工場へ持ち帰る。(3)職人技と自動化可能な

仕事を分け、自動化を徹底した進めた結果を利用してタタミ替えを高効率で

仕上げる。(4)朝 9:00 には、飲食店に搬入して、(5)再セットを終了する、と

いう対処でした。要は、夜間専門で活動しながら短納期対応を可能にする企

業活動です。

ここへ、飲食店が注文する理由は、(ｲ)タタミには醤油のシミやタバコによ

るコゲが起きる例が多い。(ﾛ)今までの修理方式では、昼間にタタミを取に来

て、翌日納入するので、休日が必要になるだけでなく、休日にタタミ替えが

殺到するので、別途、休日を確保する必要があり、その間の売上減になりま

す。さらに、(ﾊ)タタミ替えの店の技量差と仕事の都合で送れるといった問題

がありましたが、この(ｲ)～(ﾊ)が総て解消され売上を伸ばしている状況です。
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② ヤマトオートワークスにおける車両の夜間点検整備

運送用車両に余裕を持つ企業は別として、中小など、車両に余裕が無い企

業では、車検・整備のため、車両を 1 日整備工場へあずけると大変な負担に

なります。その間は、運送が出来なくなり、売上高を大きく阻害するからで

す。この時、代替車を出す方式も考えられます。だが、トン数や車両の機能

～車種も多い車両を、総て整備工場を持つ企業側でカバーする例はほとんど

不可能な状況です。

ヤマトオートワークスは、クロネコ・ヤマトの子社ですが、かつて、クロ

ネコ・ヤマトがこの問題に困っていました。そこで、ヤマトオートワークス

側では夜間整備～車検対策ニーズを受け、夜間に整備を済ませ、朝一番には

営業活動である配送の仕事につなげる対策に当たりました。すると、夜間整

備の仕事がヤマトの車両で満杯という状況ではなくなりました。そのような

環境を得るには多くの努力が関与しました。例えば、①整備生産性をあげる

ためのあらゆる整備工場の作業を分析し、②楽な姿勢での作業化を図ると共

に、③タイヤ交換に数人要する作業は、クレーンの活用で 1 人作業にする、

といった合理化を徹底してきました。このため、③かつて、2 人で 8 時間以

上を要するトラックの整備は 2 時間で完了する方式を確立しましたため。空

きが生じ、他の物流企業の車検・整備サービスを手掛けたことで、成功を納

めてきました。ちなみに、2009年 5月は、クロネコ・ヤマト対象車両は 4万

5000台に対し、外部の物流企業が 6万台という状況です。要は、世の中の物

流会社は昼間活動して夜は休むわけですが、ヤマトオートワークスでは、こ

の休む時間を利用して車検・整備サービスを行う方式です。(1)他に夜間整備

を行う企業が無かったこと、(2)もうかるから参入、という例に対しては、多

くの整備会社が小規模なこと、また、(3)夜間のみの作業ということが、後発

で参入するということが難しい環境をつくっていまです。

以上、ここでは、読者の皆様に制約を超え、知恵と工夫で実践してきた納

期短縮の事例を紹介させていただきましたが、納期短縮面で、何らかのヒン

トになれば幸いです。
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第６章 強い製造現場づくりへ向けた生産管理部門へ支援が必要な事項

先の第 5 章で、産業界で言われてきた生産管理と生産管理システムと呼ばれ

る範囲の解説は総て終わりました。しかし、市場の変化や製造におけるトラブ

ルなどが発生してしまうと、どのように立派な内容であってもお飾りになって

しまいます。そこで、周辺対策技術では付加事項として、マーケティングと新

製品対応、製造現場力増強対策との関連について解説を加えることにします。

６－１ 工場中心が中心となるマーケティング～市場変動解析

（１）マーケティング手法の理解

誰が見ても判る通り、工場から市場への販売が無ければ生産管理は無用にな

ります。逆に、順調な生産において、企業が販売管理するデータのほとんど総

ては生産管理システムの IT・データーベースに蓄積される状況です。そうなる

と、情報戦略の時代にこれらのデータをどのように駆使するかが問われます。

また、図 6-1 に示したように、単にデータがあり、上手な図化法で図表を提供

しても、それを読み解く力が無ければ猫に小判的です。

そこで、以下、マーケティング戦略という視点から、データ解析に最低限必

要になる事項を整理して行くことにしたいと思います。読者には、既にご承知

の内容と考えますが、「マーケティングとは何か？」という整理から解説に入る

ことにします。まず、定義ですが、これは図 6-2 の上段に記載したように定め
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られてきました。要点は「市場やお客様が求める製品をタイムリーに提供する」

ということになるわけですが、売れる商品には 3 つの条件があるようです。ま

た、

  

その条件は販売する製品の性格に関係しますが、図の右側に示したように、①

何らなかの理由で問題解決を望む対象、②時流にミートした製品、③流行で売

れる区分があります。さらに、③の流行は芸能界やファッション、ゲームソフ

トなどの業界に見られる対象で、誰かが流行らせることで、急激な市場を形成

する対象があり、これは、消えるのも早い点が特徴とされてきました。一般の

製造業にも多少関与する例に、黒い口紅やルーズソックス、古い製品ではフラ

フープなどがありました。この種の製品は予想を超える伸びに一般人は驚いた

わけでしたが、ブームは短期間で流行は去り、今や、そのような商品があった

ことも大半の方は「忘れた」という例です。流行語大賞に似たハヤリを見せる

のが特徴です。多くの皆様に昨年の流行語大賞の内容を聞いても、その意味す

ら忘れ去られている例が多いと思います。これに対し、地道に物づくりを行い、

確実な成長を狙う企業は①と②を対象にしてきました。同時に、市場がどのよ

うな変化をしていて、わが社の製品の位置づけと競争力や伸びと利益確保がど

のようになって行くか？という内容を把握する努力を進めてきました。そこで、

以下、②と③を中心に、生産管理システムとしては、図 6-2 の右下に記載した

先行指標、他社・海外と比較した競争力（シェアーや伸びなど）と共に、将来

は伸びる製品のキーファクター（目玉とか、売れる要件）などを見つけて方式
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に焦点をしぼり、解説してゆくことにします。

生産管理システムにマーケティング解析を見事に組み込み、市場開拓に成功

していった例にセブンイレブンの活躍があります。図 6-3 がその構成、図 6-4
がマーケティングに対する扱いです。要は、バックヤードと言われる生産管理
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に蓄積されたデータを常に解析しながら、真にお客様が求める製品を販売して

行く方式です。驚くことは、あの小さいスペースに 3,000 種ほど置き、在庫回

転をスピディーに進めながら顧客ニーズに適合した製品の提供を図ってきた点

です。セブンイレブンはコンビニ業界をリードしてきたわけですが、米国にあ

ったオリジナルの店舗形態と全く内容は違います。ちなみに、ここでは、（ｲ）2
時間毎に商品のオーダーを行うが、地域に合せて店長が予測に基づく発注を行

う。（ﾛ）夏におでん販売という奇抜に見える商品の提供は、アイデアを売れ筋

でとらえて行う対策であり、営業関係者と工場関係者の会議による内部指向で

販売を決定した製品では無い。（ﾊ）1 年間に 90％もの新商品の投入を行うが、

総て、バックヤードで活動する生産管理システムのデータを解析して決定して

行く。なお、このような製品開発は洗剤の販売で有名な花王や靴下販売で伸び

を示しているタビオなどでも行ってきたわけでしたが、「棚を読む」という活動

で、生産管理システムのデータと直結した活動が市場の変化に対応した製品開

発を成功させてきた例です。

マーケティングの手法を一覧化すると、その全体は表 6-1 のようになります。

ここには、基礎的な手法（ツール）～応用・実践、さらには情報交流的な内容

までいろいろな内容があり、それぞれの研究が各社で各製品に対して行われて

きました。その結果、戦略的な決定内容が、製品製造の伸びや大小に大きく左

右してきました。そうなると、生産管理システムのデータとこの種の解析をど
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のようにすすめるか？が重要になるわけですが、当然、その取扱いと戦略は各

社、製品毎に極秘扱いとなります。しかし、マーケティングの解析に当たって

生産管理関係者が最低限知っておくべき共通事項は公開されてきたので、生産

管理に関与する皆様が知っておくべき極めて基本的とされるマーケティング解

析法を紹介することにします。

一般例ですが、「延びない市場へ新製品を提供するということは、かなり難し

い」状況です。その種の例を図 6-5 に例示しました。これは、カラオケの市場

とカラオケ・ルームの状況を示した解析です。図のように、この市場は膨大な

市場ですが、すでにカラオケ利用者数に対してオーバーしています。そうなる

と、カラオケ・ルームを持つ業者は、他よりはるかに安価（価格競争で、大き

く差をつける）。または、極めて有利な地の利を得るとか、すでに始まっている

ように、カラオケ・ルームでお稽古事をしたり、懇親会をする。・・・といった

多目的利用などの対策が成功しない限り、利益確保は難しい市場です。

次に、どのように優れた技術でも、技術的な方向を誤ると市場を奪われると

いった例を紹介することにします。次ページの表 6-2 は IBM の技術開発の内容

です。IBM はまだ、インターネットが現在のように普及していなかった 1970
年代、大型 PC で世界を大きく席巻していました。事実、この頃、IBM の開発

は群を抜く形で進展し、多くの企業が追い付け追いつけといった状況でした。

要は、同業他社が必死になって新製品・新技術の開発を進めたわけでしたが、
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常に 1 歩先に行く研究を常に提示してくる状況でした。

  

上の表は、そのような時示した IBM の 5 大発明です。この時、特許取得も網

の目のようになっていたため、後発メーカーは追いつけないか？に状況でした。

だが、IBM は大きな戦略ミスをしました。例えば、STM という電子レベルにま

でメモリーが可能な方式は真空中で開発しましため、ここにだけ特許網を張っ

たのですが、他社では空中（大気中）でも可能な技術が発見し、無意味な特許

となりました。次の DRAM や RISC は、現在のインターネット対応の技術の中

心的な内容になる対象だったのですが、「インターネットの時代は来ない。夢物

語であり、大型コンピュータの時代が中心となる」という見解で、その発展を

無視しました。この種の戦略のミスは、IBM 以外にも多くの失敗例があります。

例えばソニーのベータというビデオテープが VHS に完全に駆逐された例や、最

近の例では、日本の携帯電話がガラパゴス開発となり、国際競争に負けた例な

どです。時に、技術偏重の戦略には、市場や顧客無視の製品開発に陥ることが

あるわけですが、市場や技術を読み、企業の未来を意思決定して行くためには、

的確な情報提供を図る対策は経営戦略に大きく関与します。時に、「生産管理シ

ステムから提示されるデータが意思決定を左右する例があるわけですが、生産

管理に関与する方は慎重に！」という例です。

では、「生産管理システムが関与する市場データや販売の解析に対してマーケ

ティング・データをどのように見るべきか？」というテーマに入ることにしま
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す。図 6-6 は、古いデータですが、将来延びるとされるマーケットの予測です。

これは、2000 年代に 2010 年の頃を予測した産業構造審議会のデータだった

わけですが、大半が現実化しました。具体的に伸びた産業は、IT、流通、グロ

ーバル、バイオ、地球環境問題に関するビジネス（含む、クロネコヤマトに見

る IT＋小規模物流やトヨタが示した、IT+グローバル＋地球環境対応（プリウ

スの販売）などの複合系もある）でした。これからの時代は、日本が抱える少

子高齢化と共に、益々重要度が増す地球温暖化対策、特に、エネルギー問題、

さらには、動き始めた地球に関与する 3･11 の津波災害を始めとした自然災害対

策とされる状況です。このように、市場と産業は世につれ動くわけですが、日

本産業は国際競争力激化の中で、量から質へ、物から心と平和の時代への対応

商品を如何に進めて行くかが問われます。したがって、生産管理システムの中

に、各社が関与するデータを投入して、ここまで紹介した内容をある程度見通

しながら、経営トップの戦略決定に有用なデータを提供するという対処が望ま

れます。

以上、ここまで、極めて基本的な内容を解説しました。では、次に、「なぜ、

製品が売れるのか？」ということを数値と共に示して行く、マーケティングの

解析を紹介することにします。

企業競争は常に熾烈ですが、最近、競争に共創という文字を使い、共にノウ

ハウや技術などを交流して、伸びて行くという戦略を展開する企業があります。
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そこでは、差別化も、異別化という言葉を使い、「同業他社で棲み分けをしよう」

取り組みを進めています。しかし、企業では市場に歓迎される製品の提供があ

って業が成立する原理や、ある程度の市場規模などの保有を目指すことになる

原理に変化はありません。そうなると、「生産管理関係者の皆様も、最低限、図

6-7 に示された要件をチェックしておくべき」ということになります。

この図はライバルや市場との関係で製品がなぜ売れるか？という評価を行う

時に使ってきた図です。図に示された 4P は、①番目は、Products：製品に備え

るべき要件ですが、「単に製品の品質が優れればそれで良いか？というチェック

をしなさい」という注意です。「製品には売り手の売り方と顧客側から見た機能

や使い勝手などを含めた付加価値が満たされているか（ソフト）？また、アフ

ターサービスはどのようになっているか？をチェックして、この種の要件が網

羅されていれば、一応、価値ある製品とみなす」という活用します。この種の

チェックは、例えば、生産管理システム上、手を打つ程度に応じて、売上高の

変化となって企業に報らされます。したがって、この種の区分をした市場デー

タの管理と、関係者への提供が重要になります。②の Price：価格もそうです。

大衆消費財などは、価格ドット com で公開されるように、製品の価格比較が盛

んです。お客様は、ある要求に対し、社会環境や時代背景から、「この金額なら

買う」というお考えをお持ちです。必ずしも安ければ売れるというわけではあ

りませんが、この決定で、市場や生産規模が左右されるためです。加えて、家
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電品や PC、加工食品などは、ここに製品のライフサイクルが関与します。一般

にこの種の製品は 2 嘉悦程度で売れる商品と判るとライバルが参入してくるた

めに値崩れします。そうなると、生産管理システム側では、この状況を売上と

価格戦略のデータという形で把握して関係者に販売戦略の変更を促してゆく必

要が生じます。そして、③Place：流通は、如何に市場変化に対し、仕掛りと在

庫を持たず、短納期で製品をお客様にお届けするか？ですが、ここは、生産管

理システムの活躍の一例です。このような条件の基で、④Promotion：販売促進

を進めるわけですが、TV のコマーシャル～口コミまで多くの対策が進められ、

この成果も売上高という形で、時々刻々、その種の策の効果を生産管理システ

ムから伝えるということになります。以上、このように、マーケティングの基

本手法と、生産管理システムの情報は直結しているわけですが、この種の情報

を的確に提供しながら、製品販売からライフサイクル管理の終了までの情報を

提供して、次の新製品への移行をスムーズに行う、「補佐を行う」という実務が

生産管理システムとマーケティング手法の活用となります。

そうなると、次に行うことは、図 6-8 を用いた解析です。図には、誰がお客

様ですか？から始まり、ライバルや協力会社との関係になるわけですが、図の

左側に示したステップで進める解析を 4C と言います。上から順にデータを生産

管理システムには補完データの形で投入しておいて、自社の生産・販売戦略の

位置づけや、妥当性を見て行こうという活動です。要は、この種のデータと解
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析手順を駆使して、図 6-9 に示した見方で、売り手側に当たる企業の製造・販

売～市場への製品投入の妥当性や変化などを買い手側の実況と変化をとらえま

す。また、生産規模や生産計画の推移を攻めの姿勢で進めながら、逆に客観冷

静に市場側の状況から、各種、手を打つ内容の良否の判断や、次に手を打つ内

容を模索します。

かつて、日本でも需要が供給を上回り、常に作れば売れるという時代があり

ました。しかし、現在、ほとんどの製品は市場が限定され、作る製品はたちま

ち供給量を満たしてしまう状況です。したがって、供給過剰の状況で在庫・仕

掛り品を持つと、不要資産滅却を抱え、倒産の危機を招きかねない危険が生じ

ます。このため、製造業の大半が、変化に即応して、客観・冷静な早期の判断

と対処する必要上、生産管理システムとマーケティング・データの解析の活用

が極めて重要になります。

（２）顧客の声を聞く活動

企業が生産する製品によっては、生産財のように、技術の変遷に従って大き

な時代の流れで販売が決まる例があります。かつて、日本産業を支えてきた繊

維や鉄鋼、造船は海外生産が大半となり、ライフサイクルが去った製品などは、

この対象です。これに対し、今も、家電品や食品など大衆消費財と言われる対

象は、お客様の声を生かした製品化：VOC（Voice of Customers）が重要なキ



353

ーになります。そこで、ここからは、「顧客ニーズをいかにつかむか？」という

対策について、生産管理を担当される皆様が注意すべき事項を紹介してゆくこ

とにします。

図 6-10 に示したように、顧客ニーズを探るために行うアンケートには、多く

の方式があります。お客様に製品を使っていただいて意見をいただきながら改

良する方式から、販売店で製品を売る中でご意見やご希望をいただき製品化を

進める対象や、最近は、コールセンターで苦情や意見を受け付けながら、製品

開発を行う例まであります。

この種の中から、生産管理関係者も関与が深い、「クレームを味方にする」と

いう例を紹介することにします。クレームには、コンプレインと言って、出し

た製品に対して、「要求と異なる内容があった」とか「不良品なので、無償修理

か、返却を求める」というお客様のお怒りを買う内容があり、この種の対象は、

回収や時には、生産～販売停止と言った処置が必要になる対象であり、この種

の問題は早急に撲滅すべきです。クレームにはもうひとつあります。「あなたの

会社なら、知恵と技術力を駆使して、○○の内容を満足する製品づくりを期待

したい」というリクエストです。また、この多くは潜在的な需要喚起という形

でお客様のお声を生かした製品化を実現させるということで、確実に販売を伸

ばすため、多くの企業で研究が盛んな対象です。では、マーケティングとして

は直接お客様のお声をお聞きして、成功した例を紹介することにします。図 6-11



354

は、かつてダイキン工業が努力された取り組みです。

工業用エアコンを主力製品に生産販売してきたダイキン工業は、1998 年、バ

ブル崩壊に伴う不況で販売が大きく落ち込みました。このような時、「研究室で

コールセンターのデータなどを使って新製品への改良をするのは良いが、ノー

トを持ち、実際にお客様を廻りお声を聞いてきて欲しい！」という社長命令が

製品開発者に下されました。そこで、研究開発者がお客様を訪ねて、膝詰でお

話をお聞きしたわけでしたが、「ランニングコストが高いので何とかして欲しい」

というご要求が、余りにも高い状況でした。そこで、モーターの使用エネルギ

ーの改善に着手、当初、半減を目標にした使用エネルギーを何と 60％も下げる

新製品を 1 年で生み出しました。この効果は絶大でした。図に示したように 2000
年時、各社が不況で苦しむ中で、かつての販売高をはるかに超える製品販売と

なったためでした。

最近放送された新潟にある TWIBIRD も、似た例でした。産業界では、「もは

や白物家電は安価なアジアへ生産を移す時代であり、日本で生産販売は無い」

と状況です。しかし、このような中で、TWIBIRD は家電製品を次々と生み出

し好調な発展を続けています。一例として、特殊な環境で特殊な要求がある家

電品から宇宙へ持ち込みマイナス 100℃の冷却を、1 分程度で可能にする冷却器

などを開発してきましたが、その基盤は、1 月に 6000 件も寄せられるクレーム

への対応でした。驚くことに、大手電器メーカーの試作依頼を含め、TWIBIRD
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では短期間で新製品を、年 600 種も生みだす努力をしてきました。このような

ことを可能にした背景には、先に紹介したお客様の問題解決を早期に具体化す

ることと、近隣の燕三条の中小企業の力を借りて精密な製品化を進めてきた歴

史がありました。また、「家庭用に開発した電気部品がビルでは取り付けできな

いので改良！」という例などがテレビでは紹介されました。ここでは、たった 4
件の他社製品の苦情を解決する対策を進めるわけですが、製品開発は数日、こ

れが、顧客満足と増加につながるという取り組みでした。以上、このように、

VOC を中心とした活動には多くの方式が製品種毎にあります。同時に、この種

の製品化の取り組みにおいては、「生産管理システムにどのような情報を付加し

て発信してゆくべきなのか？また、この種の内容は変化するので、先をどのよ

うに見て変化させて行くべきか？」ということが新製品対応の重要点です。

（３）IT 時代のマーケティング対応

2002 年・NHK の番組「IT 革命の衝撃」という特集の中で、図 6-12 に示し

た携帯電話を活用した市場調査の方式が紹介されました。なお、現在、すでに

マーケティング関連の解析手法は完備していると言って良い状況です。

しかし、新製品販売において、他社が行う方式を真似ても、そのほとんどが「同

じ柳の下に 2 匹のドジョウはいない」という状況です。このため、「先んずれば

人を制する」と解析と、製品販売戦略の展開が重要になるわけですが、図 6-12
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方式では、「今、お客様にニーズが高い製品は何か？」を即座に探る対策を重視

して、対処して行く方式です。具体的な手段は、（1）この例では PC を購入に

くるお客様から、販売員がニーズをお聞きし、携帯電話を用いて記録して行く。

（2）記録された情報は、即座にマーケティング解析をする統括 IT に送られる。

（3）統括 IT には、安価だが、マーケット解析を瞬時（時々刻々）行うソフト

が搭載されている。（4）そこで、関係者は、解析データを見て、お客様の購買

ニーズを解析する。なお、新製品開発は後の対策として、当面、現状の製品の

最大販売策を探る。図 6-12 の例では、PC をお買いになるお客様の大半がデジ

カメを購入されるという状況を把握した例だったのですが、（5）そこで、PC と

デジカメの売り場が別だった量販店に対し、即座に携帯電話で、「PC の脇にデ

ジカメを並べ、販売促進しなさい」という指示を一斉メールで行った結果、即

座に、1.5 倍の売上となった状況が紹介されました。同時に、（6）現在、PC と

デジカメのリンクが複雑な点を改良した新製品の開発を新製品開発部門に伝え

る、という対策も進めていました。これは、VOC の展開の IT を駆使した事例

です。かつて、販売促進に対して、カリスマバイヤーの意見を重視する例が多

い時代がありました。ここでは、培われた経験なるものと、KKD（経験と、勘

と度胸という日本語の頭文字を撮った）方式による意思決定でした。しかし、

現在、明らかに、ここに例示した IT 利用による VOC 対策方式の方がはるかに

優れた方式です。

ここで注意すべ

いきは、マーケテ

ィングには、基本

事項があるという

点です。右の要件

は、極めて基本的

な要件ですが、「ど

のように優秀な IT
装備を駆使したし

ても製品は売れず、

物づくり皆無では、

生産管理という仕

事自体が意味を失

います。そうなる

と、上に記載したマーケテュング情報を解析するシステムとは何らかのリンク

が必要です。なお、これ以上の解説はマーケティングの専門領域になるので、

ここでは記載を控えます。また、マーケティングと生産管理システムとのリン

マーケット分析の要点

買っていただける
芽を育てる

市場の反応

•市場の規模、伸び／成熟度など傾向の分析

•顧客志向の考え方と攻めのポイントの明確化
企業イメージ、歴史、標準顧客？セグメント化？特殊化？

•競争と差別化のｷｰﾌｧｸﾀｰの明確化

•需要の創造と顧客を味方にする対策

•事業・技術成功へのこだわり
歴史、思い、トップと研究者の熱意など
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クが必要な時は、図 6-13 をご参考に最大限の対策への努力を願う次第です。

６－２ 製品ライフサイクル短命化へ向けた新製品早期立ち上げ対策

第 1 章で説明したように、生産管理という仕事はキャッシュフロー・マネジ

メントを扱う仕事です。同時に、このような過程で蓄積した情報を未来へ向け

て、関係者が有効に使える対策をすべき役割を持ちます。このため、生産管理

という業務に、多くの補完事項（生産管理部門から見ると支援事項）が関与す

る状況です。そこで、次に、ライフサイクル短命化の時代にあって重要になっ

てきた、新製品開発と早期立ち上げ対策との関係を解説することにします。

（１）生産管理部門が理解して参画すべき DR 対策要件

古い話ですが、図 6-14 は、筆者がある AV 製品を製造するメーカーの支援を

頼まれた時の解析です。ここでは、「社外クレームをゼロ化したい」という要請

でした。そこで、まず、再発ゼロから手掛けることにしたわけでしたが、ご覧

の通り、「もし、十分な（無限の）時間を掛け、品質検査基準を一桁あげて対策

したとした場合、流出防止は図れるか？」という設問を設けると同時に、「どの

段階で手を打つべきだった不良だろうか？」という分析を進めました。すると、

図の上段に示したように、「社外クレームの 98％は設計・開発という新製品開発

の初段で対策すべき問題だった」という結果になりました。
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「しかし、品質検査基準を一桁あげることは 10％程度の余裕時間と評価機器

などの整備で出来るが、無限時間をかけた検討は実務的には不可能」です。そ

こで、「10％程度の余裕時間と評価機器などの整備を前提に、再度、新製品開発

が進む過程と部署を並べ、各職制で十分な対策を行うべき」という前提を設け、

データを見直しました。すると、設計・開発部門の責任で対処すべき事項が 85％
でした。この例を JMA で発表して以降、「新製品開発の品質トラブルは設計・

開発部門の責任、すなわち、DR（Design Review）段階の検討良否で 85％」が

決まるという内容が独り歩きする状態になり、当初、筆者達は心配しました。

しかし、その後、家電～PC・・・ソフト開発分野の解析まで、ほとんどの分野

で同じような解析データの発表がなされ、ほぼ同じ値でした。このため、JMA
が関与する企業の多くが、「いかに新製品開発初段で DR を徹底～充実すべき

か？」を重視してきました。

図 6-15 に示したように、新製品段階のつまずきはコスト面でも企業に大きい

打撃を与えます。これは、マッキンゼーの調査内容で 1990 年代の発表ですが、

この当時でも「新製品の遅れが 6 ヵ月となると利益の 30％が奪われる。しかし、

開発時に 1.5 倍の費用を追加した結果、新製品立ち上げが市場のタイミングに間

に合ったと場合、利益への影響は、たった 3～4％である」という解析を見ても、

DR 対策と共に、新製品の垂直立ち上げの重要性が判ります。さらに、DR 対策

不備で不良やクレーム対策に追われると、図 6-16 に示した悪魔のサイクルまで

登場し、後追いの対策に翻弄されます。以上、このような内容を把握した上で、
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「生産管理と新製品の立ち上げ対策との関係で何をすべきか？」という課題に

入るわけですが、「生産管理部門が本業として担当する生産管理システム上の

対策はもとより、支援システムとして何を知り、何をすべきか？」が課題にな

ります。では、その対策の例として図 6-17 をご覧下さい。
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これは、書や ISO9000 シリーズなどに出てくる DR 手順と情報提供です。図

の両端に記載した事前検討の資料が生産管理システムという形で、新製品開発

手順が進む毎に提供が要求されてきた構成です。ここで「生産管理システム側

から、IT を充実して、適宜、タイムリーに膨大な資料を提供すれば良いか？」

ということになるわけですが、問題は、「情報の山に埋もれた結果、的確に各種

の評価や判断、意思決定が進むのであろうか？」という点が課題として残りま

す。

（２）生産管理部門と新製品開発・設計部門との DR 対策の連携

当然ですが、「新製品の検討を短時間で抜けが無いように進める」という要求

は新製品開発部門の責務です。しかし、生産管理関係者が新製品開発部門を支

援する上で、その構造やニーズを把握しておくべきです。そこで、この対策に

当たり、筆者達が集まり N-TZD 研究会で進めてきた内容（研究会報告「新製品

開発段階から不良・クレームゼロ対策」URL：qcd.jp の無料文献サイトに紹介）

を紹介させていただくことにしたいと思います。

N-TZD 研究会では、図 6-18 に示した形で企業が取り組む新製品開発の状況

を分析した後、世界で著名な短期間で新製品開発をスムーズに行う理論と実践

内容を解析しました。まず、新製品開発の在り方に対して解説すると、一般の

企業では、多少の問題は残るとしても、基本的に、従来製品は既に不良ゼロ対

策を進め安定生産～販売を続けている状況です。
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また、逆に、新製品というと、新発明から生まれた製品に代表されるように、

全く世の中に無い製品の誕生があります。i-PS 細胞や、新規のニーズに対して

新技術を試しながら育てて行く宇宙開発などはこの対象になるわけですが、こ

の種の対象は、新規の課題の抽出を含め、考えられるあらゆるテストをして、

安全、確実な技術に育った後に、企業における生産・販売の対象に育って行く

対策が求められます。したがって、④の「全くの新規」という対象は、一般の

企業で行ってきた通常の研究開発～新製品誕生とは、その生誕の環境が異なり

ます。このよう状況を理解すると、企業における新製品は、大半が図の③と②

がその対象となります。要は、今まで製造・販売してきた製品に新たな企画や

チャレンジを加えて新ニーズに対応しようという対策が③、従来製品とのつな

ぎ、すなわち、インターフェースに欠陥ゼロの対策を図る対策です。また、こ

のような視点で、世界で著名、かつ、新製品開発のスピード化と信頼性を高め

てきた手法を整理すると以下のようになります。

（ｉ）コンカレント・エンジニアリング：1980 年代、米国で日本の自動車開発が

8 年だったのですが、日本は 3 年程度で、競争力に差があったことを問題視して

平行・同時に開発業務を進める研究を進めた手法

（ⅱ）６シグマ：米国 GE で、前・ウエルチ会長時代にモトローラー開発の手法

を改良して VOC 面で考古学による科学的解析手法を入れ体系化した手法。具体

的には、DMAIC という、顧客の声を生かしながら、社内の技術を効果的に収集

しながら新製品開発の成功率をあげつつ、短期間で抜けの無い開発を行う手法。
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（ⅲ）TRIZ：旧ソ連のゲンリッヒ・アルツシューラーが、特許を中心とする発明

などの創出メカニズムを研究した方式を NASA の宇宙開発の際に田口メソッド

と共に活用した結果、多くの新技術の早期具体化を図った。これが、産業界に

広まり、発明の問題と対策に対し、未来予測を含めた辞書として技術情報を提

供して行く仕組みを公開後、産業界に広がった手法。

（ⅳ）デザイン CAE：IT の進化に伴い、ある程度の構想が出来ると、IT シミュ

レーション技術を駆使して早期に製品実現の検討が可能にした手法。

（ⅴ）トヨタの GD３：良い DR×良い事前検討×良い設計（含む情報提供）の 3
つの G：Good を柱に、図 6-18 の変更部分に集中した検討に FMEA を活用して

短期間の新車開発を行ってきた手法。

N-TZD 研究会ではこの種の世界的な手法を基に、図 6-18 の②＋③を中心に

漏れなく、スピｨーデーに新製品開発を行う研究と適用を図ってきたわけですが、

図 6-19 の右下に示したように、新製品開発に投入する総工数を 1/2、新製品開

発期間を 30％程度縮減するという成果を得たので、産業界に「DR の実務展開

方式」という形で、現在、関係者と共に、この方式を波及中です。ここで、生

産管理システムとの関係になるわけですが、「新製品開発とは、新製品の創出に

当たり、内外の最良の最新・最良情報を集め、効果的で抜けが無い検討と評価

を効果的に提供する」という活動を分析した結果、N-TZD 研究会では、図 6-20
を DR 対策の中で進めました。
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さらに、「生産管理システムから、どの程度、また、どのような情報を新製品

開発・設計部門に提供して行くべきか？」については、各企業の新製品開発体

制や生産管理システムからの情報提供・支援要求などに関与するわけですが、

図 6-20 の手順 1 が IT の利用技術と共に関与します。新製品開発時のトラブル

の防止に、過去に起こしたトラブル（過去トラ）のチェックが必ず必要です。

この種の内容を事前検討時に強制フィルターという形で、DR 時には、必ず検討

しておくべき要件です。そうなると、利用とチェックのし易さが重要になるわ

けですが、他の生産管理システムのデータ利用と同じく、新製品開発部門の方

に、利用を前提とした情報提供法について生産管理の方の相談願うことは、極

めて重要な手続きです。

（３）生産管理部門と新製品垂直立ち上げ部門の連携・見える化対策

新製品開発の DR 対策がスムーズに進むと、次に対処すべき事項は新製品の

垂直立ち上げ対策に移ります。この対策は、図 6-21 に示したように、「新製品

立ち上げ計画と活動の見える化」対策と共に、全員参画の活動になります。図

の左上が立ち上げスケジュール（PERT 手法で表示）と予想される各種のリス

ク対策、右下が新製品立ち上げ時の状況を掲示した例です。ここには、生産立

ち上げ状況を中心に事前検討事項と、立ち上げ時に発生した問題の対策がイメ

ージとして表示していますが、図 6-22 を用いた事前検討～準備が重要です。こ

の方式は、かつて、ある医療機器を扱うメーカーで適用して以降、各社で活用
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してきた方式ですが、新製品立ち上げを担当する製造部門に対し、3 つのグルー

プが担当して事前準備を進めてきました。

第一グループは徹底的にムダの無い新製品垂直立ち上げ計画を策定、同時に、

リスク対策も準備しました。第二グループはスキル管理です。新製品立ち上げ
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計画のキーとなる方の存在を確認して新製品垂直立ち上げ態勢をつくるわけで

すが、この面に問題がある場合や、経験が薄い新たな仕事が発生する場合に、

第三グループで、早期ベテラン化対策を教育という形で進めます。現在、IT 利

用技術は高度化されると同時に、安価で身近になりました。そこで、ここでは、

必要に応じて新製品立ち上げ時の教育に IT の活用を図りました。

６－３ 変化即応に応じたフォアマン育成と現場力強化対策

一般論ですが、産業界で「企業は人なり」という重要な言があり、生産管理

のスムーズ化という実務から見ると、物づくりに強くて柔軟性の高い製造現場

の存在は極めて重要であることは、ここに記載するまでも無い内容です。筆者

は、長きに渡り生産管理の実務を担当してきましたが、新製品の立ち上げだけ

でなく、急な納期への対応、さらには、ピーク時に問題を挙げて、次のピーク

時に問題無く生産を進めるために行う改善など、目に見はる人間力に助けられ、

感謝することばかりを体験してきました。多くの要件を含め、柔軟性が高く、

強い現場力を持つということは生産管理上で極めて重要な課題です。そこで、

順不同で恐縮な紹介となりますが、人、物、設備という主要 3 点に限り、生産

管理面から見た強化の要点をまとめることにします。

（１）不良・クレームゼロ生産のための生産管理上の対策要件

先の図 6-16 で解説したように、不良発生に伴う『悪魔のサイクル』という悪

循環に陥ると、生産管理は混乱の一途をたどり、未来指向へ向けた活動まで停

止してしまいます。「不良、ケガと故障は生産現場で作ってはならない」という

注意は、製造業の合言葉です。では、不良ゼロ対策の進め方について、生産管

理部門が関与すべき要点をまとめることにします。

一般例で恐縮ですが、企業を訪問すると定例会議の形で品質会議を行う企業

を見かけます。ここで、先に示した新製品開発段階からの DR や、新製品の垂

直立ち上げの事前検討なら問題は無いわけですが、図 6-23 の左側示した形で御

前会議を進める例を多く見かけます。ここでは、判を押したように、企業もト

ップが参加して、ある期間に発生した不良の統計をまとめ、空理空論という想

像会議（会議では無く“懐疑”という文字がふさわしい活動）で、不良の要因

を討論して、『当たるも八卦式』で得たアイデアを基に不良対策の指示を行い、

立派な議事録まで作成する方式が行われてきました。国際的な品質マネジメン

ト・システム（不良対策には直接関与しないが、マネジメントという品質管理

や保障面でレベル向上を期待するために規定された国際基準（JIS 化されてい

る））ISO9000 シリーズでは「事実に基づく意志決定」と「リスク対策」が重視

されてきました。
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企業が認証を取得することが開始された 1994 年版にあった規定 4.20 には、

「統計の扱いの明確化」という項目がありました。これは、図 6-23 の 2 つの図

を暗に行わないよういガイドした例です。その理由は、1988 年に品質の維持向

上を目的にした海外視察団が 50 組×20 名/回が予定されたことが関与したため

でした。当時（1980 年代）、「Japan as No.1」という言葉が生まれ、日本産業

の品質と生産性が世界 1 になったということを新聞が書きたてる状況でした。

特に、米国では 1980 年の不況時に、米国車の品質が日本に劣るため売れないと

いうことがありました。しかし、日本車は売れる状況だったので、『ジャパン・

バッシング』が起きました。ここでは、「日本車が売れるが品質面で問題を抱え

る米車は売れない。それなら、穴を掘って日本製の車をたたき潰して埋める。

米国で大量失業を作ったのは、日本車の品質が優れるからである」という無意

味な活動が採られました。しかし、この種の活動は無意味です。そこで、米国

政府は日本政府に働きかけ、「トヨタと GM の合弁企業 NUMMI をつくり、JIT
と共に、品質向上や組合問題の解決策を日本から学ぶ」という活動が開始され

ました。また、ここでは、発生時点に品質問題の兆しを見つけると、現場作業

者に権限を与える形で 3 現主義（現場へ出て、現物と現象をみて、現場で対策

案を考えて適用する方式）が実施されました。これが『ストップひも』システ

ムです。また、この頃、トヨタ生産方式を技術体系という形でまとめた新郷重

夫氏（トヨタの支援者）が、図 6-23 のような進め方を『死亡診断書禁止』とい

う表現で書に出し、この書は翻訳され世界にポカヨケと広まりました。時を同
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じくして、ISO9000 シリーズが検討～提示されると同じ頃、米国の自動車協会

は QS9000 という ISO9001 に似た部品調達品質マネジメント規定を作ったわけ

でしたが、ここでは、統計の扱いは事前検討段階で活用した内容を証明（品質

保証）書の形で提出する規定が定められました。

以上、このような時に、先の 1988 年の視察団が予定されたわけでしたが、日

本の企業を視察すると、「小集団活動による改善発表内容は、火事が起きてから

事後処理を考えた」という内容でした。このため、問題発生を許した事後対策

であり、「統計資料を発表会の後付け資料程度にしか使っていない」という評価

と共に、「本来、統計は田口メソッドに代表されるように、新製品開発段階に使

い、問題の解析～品質保証を証明する道具として使う手法です。このため、

TQC：全員参画の品質改善運動となると、日本では、優秀とされる現場関係者

が統計まで学び、新製品開発・設計関係者と共に、事前検討段階にデザイン・

インの形で活動しているはずである。しかし、見学すると統計を後付け資料に

使い、派手な発表ばかりだった。あれは、死亡診断対策である」という報告内

容でした。このため、当然の判断でしたが、「見学の意義なし」なり、第 2 回以

降の視察団は総て中止されました。

不良ゼロ化に対

しては、本来、図

6-24 のハインリッ

ヒの法則を利用す

べきです。この法

則は安全対策を進

める保険関係者の

方の調査から名づ

けられた原則だっ

たわけでしたが、

「30件ある問題予

備軍の中から 1 件

が問題として顕在

化する」という

事象を法則化したものです。不良やクレームは対象が製品という物、設備故障

は対象が設備、ケガは人、・・となるわけですが、要は、問題を起こしてから「事

後処理をする（続ける）という行為は、リスク防止を怠った、問題が発生する

兆しがあった段階で原因を究明して除去すべき行為をしていない」という理論

の実践です。

事前検討・事前対策は生産管理の重要事項です。そうなると、何としても、「生

【リスクの評価方法】
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

図6-24 ハインリッヒの法則を用いたリスクのとらえ方

リスクの回避：リスクの排除、
損害発生の可能性を皆無にする対策

ボーダーライン

超
え
る
例

リスクの軽減：損害の発生頻度を低くしたり、

損害額を小さくするための対策

リ
ス
ク
発
生
時
の
対
策

リスクの転嫁：自社がかかえているリスクを

第三者に転嫁する手法

リスクの保有：財務的検証に基づく経営判断により、

自社でそのリスクを抱え込む。
【問題現出の例】
不良・クレーム

設備故障
事故（ケガ）

環境問題・・・

ヒヤット

不安

30件の１件が

顕在化する
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産管理の方式を品質管理に適用して、事前検討段階で問題の発生を防止する策

を展開して行くことが重要です。そのような生産体制で、万一、問題発生の兆

し（ハインリッヒの 1:30 の原則）があれば、その時点で問題の撲滅を図る策を

展開すべきです。では、図 6-25 を用いて、トヨタの「ストップひも」という方

式を製造業にまで発展させ、一種の生産管理＋品質管理による異常の兆し段階

で、不良に至らせない段階で品質面の対策を図る QTAT 対策を紹介することに

します。

装置産業を含め、QTAT：Quick Turn Around Time を製造現場で適用する目

的は、ヒヤット段階で異常の兆しを見つけ、発生元へ問題をフィードバックす

る対策が不良ゼロ化の出発点です。このためには、品質を良品／ヒヤット／不

良という 3 区分にした品質管理を適用します。品質の競争が激しい時代、品質

基準はより厳しくなって行く状況です。ヒヤット段階で不良の兆しを対策すれ

ば不良はゼロ化が早く進みます。なお、さらに詳しい QTAT の応用と成果は、

専門的な内容になるので、別途、工場における製造部門の皆様に URL：qcd.jp
の無料著書案内にある TZD 研究会報告、または、筆者著「不良・クレームゼロ

対策テキストブック」をご紹介願えれば幸いです。

（２）設備故障ゼロ対策のための生産管理上の対策要件

設備が故障すると、生産計画の変更だけでなく、納期や原価から安全対策な

ど多くのムダが発生します。したがって、この対策に対して生産管理部門が支
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援する対策は、「設備故障の発生防止に必要な TPM のレベルを知って、関係者

と共に、設備改善や整備計画を生産計画に織り込み、故障・不良ゼロ生産を達

成させる支援」となります。では、以下、そのために、生産管理部門の方が、

最小限、知っておくべき要件を整理してゆくことにします。

技術の進展が急速に進む現在、設備生産性の向上は各社が取り組む重要課題

のひとつです。設備生産性向上対策は JIPM が進める TPM（Total Product 
Maintenance：全員参加の生産保全）活動に代表されるわけですが、このよう

な対策と活動、研究がなされたキッカケは、表 6-3 に示した JMA の故・十時会

長の講演内容が大きく関与しました。

当時、「Japan as No.1」「日本の生産性は世界 1 に迫る」の報道と共に、各社

とも生産性向上に邁進中の時代でした。このような時、筆者もこの講演会を聴

講した一人だったわけでしたが、表の A 欄を見るとこの状況は判ります。しか

し、十時会長は「日本は優秀な最新設備を持てる国になった。現在、F1 に参加

するまで設備面ではレベルをあげたが、F1 レーサーは一人もいない。これに似

たことが B 欄に示されている。いかがでしょうか？F1 カーとポンコツ軽自動車

が国際レース上で競争した場合、F1 カーが勝つのは当たり前です。では、勝っ

たレーサーの腕は？という指摘が、この表の C 覧です。これは、私の要請で JMA
関係者が独自に調べた欧米の一流企業との比較を示した例ですが、ご覧下さい。

設備の使い方という面で日本の状況を見ると、何と、米国の 1/3、あの古い設備
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を駆使して国際対応を図ってきたドイツに比較しても 1/2 程度です。先ほど F1
レーサーというドライバーの存在を話しましたが、優秀な F1 カーを持ちながら

運転技術は劣る。「Japan as No.1 は、単に良い F1 カーを購入して乗っている

程度に過ぎない。国際的に誇れる内容では無い」という状況に過ぎないわけで

す。だが、この話だけでは、単なる評論にとどまります。そこで、JMA では、

日本で関与する海外展開企業協力を得た調査をしました。その中の、一例とし

て、ソニーケミカルの例を紹介することにします。ここでは、200 名のコピー企

業を米国に作りました。製造工程や製品は全く同じ生産です。しかし、生産性

は 2 倍です。米国だから、大きな体で力も強いのでは？と思われるかも知れま

せん。しかし、設備中心の化学製品の製造なので、そのような憶測は無関係で

す。違いは、清掃、点検、誤操作の防止の徹底だけでした。このことは、設備

メンテナンス技術面で差があるという証明です。・・・会場の皆様、Japan as No.1
に浮かれることなく、足元を冷静に見て設備生産性向上にご努力を、是非、お

願いしたいと思います。・・・」という、当時は衝撃的な講演内容でした。

この時、筆者は日立金属㈱で似た設備生産性向上プロジェクトを担当中、桑

部という小型継手を生産する工場で、少投資で 2 倍の生産性、真岡工場では自

動車の足回りの鋳造製品を生産していましたが、やはり 2 倍の生産性を具体化

させたばかりでした。したがって、筆者には納得が行く内容でした。同時に、

製造部門や設備部門に対して、十時会長が示したようなデータを生産管理部門

が提示し、改善活動を引っ張る行動の必要性を痛感しました。その後、日本で

は、JMA の中にあった設備生産性研究部門が独立し、JIPM という会社とプラ

ントメンテナンス協会が発足、PM 賞の発足と共に、世界にも広がる形で TPM
が有名になったことは、読者の皆様がご存知の歴史です。

PM 賞の取得を狙った活動は、別途、JIPM 発行の各種の文献などをご参考願

うことにして、以下、生産管理部門の関係者が知って、活用すべき設備生産性

向上対策に関する要件を整理することにします。図 6-26 は GE による設備生産

性向上対策の経過です。GE では、1954 年まで「設備は壊れるもの」という考

えで製造管理を進めてきため、突発故障の再来に悩まされて続けました。突発

故障が起きると、緊急に部品効果をするわけでしたが、生産上で多くのムダを

しながら、納期面でも苦労していたわけでしたが、「設備故障の前に部品を交換

して突発故障を防ごう」という活動が開始されました。これで、突発故障はな

くなり、修繕費も大幅に低減したわけでしたが、原価低減を進める中で、「予防

保全という定期修理、定期部品交換の費用が膨大になっている。この対策に改

良保全という考えを立てて、部品寿命を延長させよう」ということになりまし

た（対策内容を事後から予防に移しました）。すると、各種の技術改善の進展に

伴い、修理費と部品代を減らしながら、故障から故障までの間隔 MTBF の飛躍
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的な延長が進みました。

さらに 1960 年には、保全予防ということで、人の健康診断に似た形で設備診

断機器を活用した取り組みと共に、GE では設備故障ゼロ対策が進みました。

以上、この例は米国における TPM の取り組みだったわけですが、日本におけ

る TPM 対策もほぼ、これに似た経過で進みました。しかし、ここに、スピード

アップが必要です。そこで、筆者は、愛三工業など、日本における TPM 先進企

業などを調査～研究して図 2-27 のステップにして、設備故障ゼロ対策を進めて

きました。この手順を実際に適用して行く対策の詳細は、すでに筆者の著書や、

OnDeCo シリーズ 8 の「設備故障ゼロ対策」ビデオなど、御社の専門部門に研

究願うことにしたいと考えます。また、ここで重要な点は、表 6-4 に示した国

際レベルで見た場合、「御社の TPM と、故障ゼロ対策レベルがどの位置にあり、

何をすべきか？」です。既に、設備故障＋不良ゼロ対策の達成は、産業界では

当たり前です。今や、それを土台にスピードアップなど世界一流の生産性達成

を進める時代であり、各社とも、設備専門部門は、専門家の立場で設備生産性

向上対策を進めてきたはずです。しかし、経営ニーズから見て、他社がチャレ

ンジしていない課題への取り組みを進める対策や、他社ではチャレンジしてき

たが、今まで取り組んだことが無いテーマや技術開発などに目が及んでいない

例が時々あります。現在、テレビなどでは、エクセレントな事例が頻繁に放映

される時代です。
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そうなると、岡目八目という状況で、この種の情報を専門家に見てもらい、現

状の技術レベルや取り組みなどを見直すという支援を図ることは、多くの方と

コンタクトして情報を入手可能な立場にある生産管理部門の方の重要な支援内

容になるはずです。
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では、エクセレントな情報提供の例を紹介することにします。既に古くなっ

てしまった例ですが、図 6-28 は根来産業の取り組みです。

根来産業は、1993 年代に他社が、まだ「廃ペットボトルを回収してカーペッ

ト生産をしても儲からない」という時代に、高収益を挙げていたことで有名に

なった企業のひとつです。ここでは、繊維を製造してカーペットに編み上げる

わけですが、図の左に示したように、原料を買って最終製品に仕上げる関係上、

付加価値の高い企業に属します。具体的な生産形態は、廃ペットボトルから直

接繊維をつくる。さらに、一般企業では糸の生産の後、色染めを外注化するわ

けですが、繊維自体に色素を混ぜる方式を開発、この種の工程を省略ずる技術

を開発していました。さらに、工場では糸を巻く設備が多数活動するわけです

が、6,000 回転/分が当時の販売設備の最高スピードでした。ところが、根来産

業では日々の小改善を加え 30,000 回転/分という驚異的な生産を進めていまし

た。要は、短納期で高い原価低減は付加価値率の高い形態を徹底的に合理化す

る対策を進めてきたわけです。このため、産業界では、「まだ、リサイクルのカ

ーペットは利益が出ない」という常識に対し、利益を得る方式を実現させてい

た例です。現在、根来産業のように、「産業界では常識！」とする専門家の視点

を大きく破る企業が多々ありまです。

古い例ですが、生産のフレキシブル化に大きき関与するシングル段取りも、

具体化の前、同じような経過をたどりました。かつて、2 トンものプレス金型は、
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製品切り替え時に、数時間の金型交換が常識でした。だが、1970 年代に、トヨ

タでは 2 人で 3 分という短時間の交換していた頃、同じプレスを持って生産す

る企業関係者でこの話をすると、多くの企業で「ありえない！」いう状況でし

た。そこで、当時、生産管理関係者が経営トップを動かし、設備関係者のトヨ

タのプレス現場に連れて行きました。すると、「大金を掛けないで常識を超える

金型交換をやっていた」事実を見てカルチャーショックを受け、現在は、大型

プレスの金型交換を数分で出来ない企業はほとんど無い状況に変化しました。

今後も、このような革新的な内容は各社で盛んに進むはずです。したがって、

我々は、生産管理上から、少なくとも、図 6-29 に示したように、現在保有する

製造設備に対し、単に、設備管理や製造部門が故障記録や MTBF のデータを PC
に蓄積することから、常に問題の見える化と改善促進を図るべきです。要は、

設備故障の見える化対策を進め、事後保全（突発故障）の撲滅から、保全予防

（設備が故障する前に計画的な部品交換を行う）対策から、改良保全（故障さ

せない設備の改善）へ全社関係者を引き込む対策までを生産管理システムの一

部として活用することは、生産管理部門の重要な責務のひとつです。

（３）超・時間活用による現場管理力の強化対策

資源のほとんどを海外に頼る日本が、あの敗戦後の焼け野原から、海外に比

較して短時間に世界に名だたる技術・経済大国に変貌した大きな要件のひとつ

に、「日本産業は高い現場力に支えられてきた」という言があります。これは、
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先に示した「企業は人なり」という言と共に、製造現場の強化には極めて重要

な要件です。そこで、以下、生産管理という局面から、この課題を整理するこ

とにします。

生産管理という局面で工場生産を見ると、企業トップによる各社の戦略展開

が極めて大きい要件となります。このため、世界的では、ISO9004 が品質面に

限り、一連の評価基準を表 6-5 のような形で 5 段階のベンチマーク基準をガイ

ドラインの形で提唱してきました。他にも、この種の企業戦略と評価は、多く

の方が研究され発表資料は多い状況です。なお、品質管理以外にも、この種の

評価の内容は大同小異です。そうなると、我々は、その種の内容を利用しなが

ら、個々の企業の歴史や文化、活動環境を考え、経営トップを中心とした経営

トップの意思決定を基に、ダントツ化に向かうという対処と戦略展開が必要で

す。しかし、また、これは当然の内容ですが、時に、革新的な提案や活動は進

めても、生産管理という分野は経営戦略を展開する一部門であり、この対策の

主役ではありません。しかし、重要な経営テーマである、「物づくりを中心にキ

ャッシュフローを担当する部門としては、トップ要請と共に、目前に現出して

くる多くの問題を関連部門の皆様と早期解決して行くプロモート役を果たして

行く」という使命と責務を果たす位置にいます。
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ここまでは、大きな話になり恐縮ですが、要は「各種の目標と問題解決のス

ムーズ化のためには、製造を中心とした関連部門の実力と実行力の高さに頼る」

という対処です。また、この意味で、ここまで解説してきた支援対策の要件は、

野球やサッカーで言うなら、コーチとスコアラー的な役目を持つような位置づ

けになります。そうなると、何としても「選手に当たる実務者の実力向上が必
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要になるわけですが、この、人材育成をどのように評価するか？」を生産管理

という局面から泥臭く眺め、評価して行くことが大切です。

では、「現場力をどのように高めるか？」というテーマを設け、生産管理とい

う局面からの評価と支援内容をまとめて行くことにします。製造現場は製造現

場を管理するキーマンの活動で大きく左右されます。「では、製造を受け持つ管

理者により、トラブル発生や予算（製造部門が定めた目標）達成がどのような

状況になるか？」について解説することにします。

図 6-30 は「製造現場を管理するリーダーの在り方」という形で極端に 2 つの

タイプに分け 300 名ほどでしたが、筆者が幹事を担当した TM（Team 
Management）研究会で、「製造現場管理者タイプと製造現場への影響」という

形で調査した例です。

なお、これは、知識面で、ほぼ似たレベルの現場管理者の比較です。違いは、

図の左側は現場マネジメント力と現場管理技術を展開する現場管理者であり、

右側はカリスマ的な管理者というだけです。また、後者のタイプの方は、命令

を出し、その方の言う通りに部下が行動しなければ満足しないという方でした

が、驚くことに、この 2 タイプを比較すると、大きく差が出るというアンケー

ト結果を得ました。製造現場では、「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」という現場管理者に対する教えがあるわけですが、左

側の方は現場管理技術を学び、部下と十分なコミュニケーションを取り仕事を
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進めてきたことで、職場というチーム力の増強～発揮を果たしてきた方々です。

ご覧の通り、この種の管理者は、部下の努力で問題発生を防ぐ率が高く、予算

達成率も高い状況です。失敗学の畑村洋太郎先生が行った同調査では、ケガの

発生率がカリスマ上司の場合、現場管理技術を学び駆使する管理者の 3 倍とい

う発表をされてこられましたが、これと比較しても、図 6-30 に例示した差が出

ることが、読者の皆様には、ご理解が願えたのではないか？と思います。

では、表 6-6 に「生産管理という局面から現場管理者にどのような力量を求

めるべきか？」といった課題も調査したので、結果を例示することにします。
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これも、筆者が関与する JMA 開催による製造管理者育成対策研究会による調

査結果ですが、IT の進化に従い、自律的な（現場を任せられる）現場管理者の

育成の必要性が求められる状況でした。そこで、現在まで、図 6-31 の 6 大能力

の普及を関係者と図ってきました（詳細は省略）。なお、現場管理者育成には多

くの方式があります。しかし、生産管理面から見ると、図 6-32 に示した ISO9001
が提唱する内容をチェックして、成果が挙がる取り組みが重要です。
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では、この種の前提に立ち、現場管理者育成教育と共に、筆者が実際に活用

して現場管理者の育成に飛躍的な効果を得てきた『超・時間活用術』を紹介す

ることにします。表 6-7 は「いくら有効な現場管理者育成教育を適用しても、

実務の中で活用効果を挙げなければ無意味である」という実務的な対処の一例

です。
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正直いって、筆者は日立金属㈱時代、米国工場へ生産管理部長として赴任し

た時、この手法を本格的に使う以外に手の打ちようがない環境に遭遇したこと

がありました。詳細はともかく、200 名の企業 AAP 社での適用でした。ここで

は、急遽、工場の設計～立ち上げまでを担当したわけでした。この努力の詳細

は URL：qcd.jp に掲載の「海外工場運営実務マニュアル」をご覧願うことにし

て、その要点を紹介することにします。

この会社で現場管理者を育成の担当となった背景は、12 名いた S/V というフ

ラット組織で現場管理を担当する方を米国式で管理者教育を始めたとたん 8 名

もの方が次つぎと辞めて行くという事態が起きました。管理者研修のメニュー

は日本で行ってきた管理者研修とほぼ同じでした。しかし、研修を依頼した現

地の大学関連機関が研修を始めると、ここは、A～E ランクを S/V につける方式

でした。さらに、E ランクの方は学校へ半年通い C ランク程度にして戻す。費

用は 5,000 ドルというものであり、E ランクの生徒を見つけ教育を強化すると

いうものでした。また、E ランクを付けられた方は、6 か月間は現場管理者から

外されます。これは認めたとしても、現地では、また、受講生から「E ランク

を付けられた方は、工場関係者から低く見られるだけでなく、地域で噂になり、

もし、再就職となると、程度が低い管理者というレベルがつきまとい就職は出

来ず、出来ても安い給与交渉となる」という話を聞きました。このため、「E ラ

ンクというラベルが貼られる前に退職する」ということで、雪崩式に 8 名が退

職してしまいました。当然、生産のスタートはできない状況になり、「日本で現

場教育をやってきた中村に一任！」ということで泣きつかれ、困惑しました。

どの企業でもそうですが、生産管理上重要な現場管理者の要件は、①責任を果

たす。②P-D-C に代表される管理の輪を回し、各職場で定めた各種の生産目標

を達成する。③部下育成を図り、物づくりと一体感に強い人づくりを図るとい

う要件です。また、この対策は先の教育でも同じでした。しかし、この種の要

件は米国ばかりでなく、どこの国の現場管理者の書でも記載され、ある程度の

集団を受け持つ方であれば学習している内容です。また、製造現場管理で重要

なことは、（ｲ）アウトプットを決め有効なインプットを投入する。（ﾛ）部下の

教育ひとつを取っても、時間が掛かるということは技術が低いという評価をし

て、改善策を考えて自分で対処する。（ﾊ）自分で目標を持ち、定めた事項の自

主管理を行うが、総て事実に基づく意思決定を中心に活動することです。そこ

で、表 6-7 を用い、表 6-8 をガイドして、（a）日々、具体的な現場管理要件と

達成目標を、上司の面談で決める。（b）自分の時計で仕事の状況を記録する。（c）
日々、日報の形でまとめ、現場管理という目に見にくい仕事の質をあげる、と

いうことを実施しました。同時に、工場で起きた生産管理上の問題をケース・

スタディとして解析願い、国際的な管理技術で対処した事例を紹介して現場管
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理技術の向上を願うという実務研修をスタートしました。すると、3 ヵ月後には、

日本で10年余り掛けてベテランというべき現場管理者レベルに育て上げるとい

う結果を得ました。以降、工場の生産はスムーズに立ち上がり、当初、黒字化

に 5 年程度はかかるという AAP 社は、1.5 年で黒字化しました。
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以上、つたない体験談ですが、読者の皆様には、現場管理者の育成の際の参考

にしていただければ幸いです。現場管理者の育成後は、この種のリーダーを中

心とした現場関係者の育成となるわけですが、その状況は P.382 の下図のイメ

ージとなります。

なお、これ以外は、工場におけるスタッフの方の育成と、企業における仕事

の割り振りとなります。生産管理の皆様自体が工場スタッフであること、さら

に、他部署のスタッフも。トップポリシイに関与仕事を進める関係上、この方

達の育成は各社にお任せしたいと思います。筆者の経験から推して、この種の

方々に対しての教育は、特別の要件が加わらない限り、既に、自己研鑽力があ

るためです。また、ここで関与するテーマがあるとしたら、生産管理部門はそ

れを補佐するわけですから、「少なくとも、経営課題を提出し、次ページに示し

たような評価内容はお持ちになり、対処して行くべき」と考えます。

                              完

【編集後記】

今回、生産管理に関する実務集の形で本書を公開することにしました。生産

管理の範囲は膨大です。また、著書として制作すると分厚い書と共に、高価に

なり、利用される方が極めて少なくなるため URL に公開としました。本書は多

くの方が苦労したエッセンスをまとめたものですが、ここに至るまで、多くの

皆様にご支援を賜ったこと、本文を持って御礼とさせていただきます。

なお、日本産業は益々厳しくなってくる現状です。少子高齢化が大きく、こ

こに作用するためですが、逆に早期に実力の高い方を増強する必要性が高い状

況です。筆者もいつの間にか？高齢者となりましたが、若い方を中心に泥臭い

が実務的な本書の内容がお役に立つことを願う次第です。

                2015 年夏・吉日

                   （有）QCD 革新研究所

                       所長 中村 茂弘
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