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略歴 :

昭和 18年     生まれ

昭和 45年     早稲田大学理工学研究所金属工学科大学院卒

昭和 45年     日立金属 (株)に て′新製品開発担当′IE/QC″ Eノ」
「

/CMな ど改善・管理技法を駆使
～平成 2年   した各種ブロジェク トを指導・担当。内′米国 AAPSt Mary社に 3年赴任 .

平成 3年     一般社団法人日本能率協会専任講師担当,TP賞審査委員を担当開始。 (有 )QCD革 新

研究所代表取締役′IS09001,惨014001審 査員補′CPC“国人情報保護コンサル資格 )′

剣道 7段′ 目黒清釣会・会長

主な業績 :

企業在勤時代 (昭和 45年～平成 2年 3月 )|

新製品開発パテン トMAP手法開発。日立グルーブ E研修講師′全社 CM構 築′各工場 レイアウ ト新設・

改善プロジェク トリーダー′並びに,指導専門部署歴任′VEC推進部主任技師,他
(社)日 本能率協会にて (平成 2年～現在):

米国・英国・ ドイツ′フランス,デ ンマーク′韓国・シンガポール′ソ連な ど′海外企業直接指導

(10年余 り)。 国内大手企業の収益増強対策,新製品開発′営業強化指導′不良・クレームゼロ対策指

導 (研究会幹事), リサイクル対策研究会幹事′チームマネジメン ト研究会幹事′など

主な著書 |

「New Standardレaton」 ,「Go Go Tooな (英語 版 )J,「 標準化 技術」,「新・工場 レイ ア ウ ト設計 法 J,

「海外現地工場運営の実務 J′ 「新製品開発 生産立ち上げスピー ド化技術J′ 「攻めの特許とパテン トMAPl′

「リサイクル設計の技術 J′ 「職・組・I虹 長, 自習型教育ツール」′「生産技術部長業務完全マニュアル J,

「経営・貝オ務入門J「不良・クレームゼロ対策テキス トフックJ′ 「技能・技術伝承法J他,全 75余冊
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1 はじめに

少子高齢化急激に進む現在,優秀な人材の確保 と技

術向上対策は各社の課題 となっている。そこで,以下 ,

簡単だが,経験の伝承に関する暗黙知の継承について

JMAの 技術・技能伝承で実践展開してきた対策法を見

える化手段と共に紹介させていただくことにするc

2 経営的における技術問継承題の整理

多くの筆者の体験では,研究開発プロジェクトチーム

活動で,ほ ぼ同等の仕事を担当するスタッフの仕事の速

さが 3倍以上もの差があった。 しかも,遅い方にミス

が多い。この差は学歴や経験年数では無 く,仕事をこな

す技術力の差だった。ここに教育を中心とした強化策の

投人が必要になるcだが,その前に育成を図る対象者に

ついて階1題を例示することにしたいc

2.1 3年 で 37%が退職する問題への対処のお願い

誰でも判ることだが,対象者が無い環境で技術向上

対策は始まらない。危険視すべきは,大卒は 3年 間で

37%以 上が退職するという報告がある。この問題が発

生すると,人材育成投資のムダだけでなく技術漏洩問題

に関与する。対象は異なるが,液晶開発で有名な S社の

場合,定年退職者が重要な新製を海外企業に漏えいした

結果,赤字転落から海外企業に買収されるに至った (な

お,若者の高い離職対策は,各社・各職場へ対策を願い
,

以下の対策に進むことにする)c

2.2 継承問題の前提 となる研究開発者の仕事の

実態把握の必要性

現在,国 のブラック企業の撲滅方針も関与 し,各社

では研究開発部門の効率化対策が重視されているcしか

し,筆者が関与する企業は,開発業務の効率化対策が遅

れたため,新製品開発の遅れと共に,時には,事後対策

という悪魔のサイクルに落ち込み経営上の大きな支障と

なっていた。ちなみに, この企業は仕事の内容が従来品

を基盤に改良を次々と加える新製品開発の形態である。

したがって,革新的な新製品開発別枠 (こ の業務は研究

所が担当)と した。対策に当た り,図 1に 示 した形態

で開発設計者達の仕事の納期管理に標準時間設定を行っ

た
1)。

これにより製造現場に似た形で開発業務を進める

方式である。実施すると明確化 した点は次の 3点 だっ

た。0標準時間を定めて仕事を各担当に依頼すると,明

らかに個人差が出た。②仕事の差は 3倍になる状況だっ

た (一般に能力差とみなされる評価 )。 0仕事が確実で
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