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                       （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

古い話ですが、1970 年代の大不況まで、「沢山つくれば安くなる」という方式

で進めたきた日本企業は、軒並み激しい収益悪化にさらされました。このような

中、既にトヨタ自動車では、多種少量生産で儲かる仕組みを運用し、高収益を維

持していました。本書は、このような経過と、その後、筆者が企業生活の中で学

び、実践してきた中から、多くの企業と共に展開中してきた SCM 対策に関し、

読者の皆様にお役立て願いたい要件を整理することにしました。

目 次
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                                        （全 26 ページ）

【注記】 この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、必要時に【映像】

などと記された箇所で、QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、大半は、 短時間

に有効な情報を得ることができます。読者の皆様には、是非、本書のご 利用と

共に、ご関係者への普及を効果的に進めることを願う次第です。なお、さらに有

効な改善や詳細な文献にご入手を進められる皆様は、下記 URL にて OnDeCo
のご利用をお奨めします（シリーズ 9 が JIT・SCM）。

http://qcd.jp/ondeco/

１．TPS・JIT 誕生史と「生病法で大けが」対策



2

現在、JIT(Just in Time 生産)は世界に知られる代表的な生産方式ひとつです。

このため、この方式を、そのままコピーした形でコンサルを進める「リーン生産

方式」がありました。だが、この成功率は 6％以下という報告です。この種の注

意は、既に TPS を故・大野耐一氏（当時のトヨタ副社長）の基で JIT 開発の実

務を担当した、故・鈴村氏が「生病法で大けがのもと！」として、筆者が参加し

た講演会でお話しされたご注意でした。導入失敗の原因は、「メーカーが製造す

る製品製造に伴う生産方式は企業固有である」という、極めて基本な原則を無視

した点にあります。このような注意点を含め、以下、最初に TPS・JIT 誕生の経

過を追い、適用の際にチェックすべき前提条件などを整理して行くことにしま

す。

（１）産業史に見る少種大量生産の限界

まず、「産業界が市場の変化に対応して変化を迫られる中で、なぜ、トヨタ自

動車が TPS（トヨタ式生産方式）を誕生させるに至ったか？」という経過を追

うことにします。図１は

産業界の変化を大きく

とらえたものです。1765
年の第一次産業革命は、

蒸気機関を用いた物づ

くりを中心とした取り

組みでした。その後、IE
手法で有名なテーラー

とギルブレス両氏が登

場して、人的な局面から

産業の効率化を科学的

に進める活動の開始と

なりました。さらに、こ

の手法をコンベアラインと共に少種大量生産に効果的に活用し、成果を挙げた

のがフォードⅠ世でした。しかし、顧客は多様化を求めます。このため、1900
年頃から、工場内では量産形態を維持しながら市場の変化に対応する研究開始

されましたが、ここで行われた対策は、標準化をベースに「沢山つくれば安くな

る」という方式でした。このため、物づくりの面で生産性は高めますが、反面、

多くの在庫と仕掛を製造現場に残しました。このため、当時のトヨタ自動車は、

この手法の活用で、赤字・倒産の危機の中で苦労しました。

当時、赤字と倒産の危機に面したトヨタに資金を貸してくれる銀行はありま

せん。このため、創業者の豊田喜一郎氏が日銀・名古屋支店に駆け込んだ時、日

銀・名古屋支店では、図２の解析で、高い流動資産が在庫と仕掛金が多いことを

図１ JIT・TPS誕生に至るまでの産業界の取り組み

1765年～産業革命 ： Tames Wattによる蒸気機関の発明～機械化生産が開始

1875年～テーラー ：動作・時間分析による作業分析～標準化、標準時間を基と

ギルブレスの活動 した生産計画（Ｐ）－実行（Ｄ）－確認（Ｃ）～改善システムが進
んだ時代（定量データーによる科学的管理）、改善はギルブレ

ス氏の登場と共にＩＥが進んだ。

1880年～生産革命 ： フォードⅠ世によるコンベア生産、自動化ラインが生まれた。

1895年～連続同期化 ： スローン氏の登場に伴い、部品の共通化を始めとする設計

技術を開発、マーケティングに準拠した製品づくりの基をつくる。

1950年～ＪＩＴ革命 ： 赤字で苦しむ自動車生産の苦労の中から「売れる物を売れる

スピードで、大野耐一氏を中心に、トヨタ生産方式を追求する中
からＪＩＴという、多種少量、市場直結型生産方式が確立、産業界
に広まった。

2000年～ＩＴ革命 ： ＩＴの進化と平行して、ＣＩＭ～ＳＣＭ対応へと管理の自動化進展
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示して、倒産を促す積りでした。しかし、トヨタを倒産させる、余りにも社会的

な影響が大きいため、損益分岐点の評価を基に、トヨタに対し、約従業員 8,000
の内 3,000 名のリス

トラを要求しました。

同時に、「確実に売れ

る車以外は生産禁

止！」とし、トヨタ自

動車はトヨタ自動車

販売（自販）とトヨタ

自動車工業 (自工 )に
分割されました。また、

その要求は、「自販は

確実に注文を確保し

た車だけを自工に注

文する。自工は自販の

注文品以外の生産は絶対禁止」という確約でした。

（２）トヨタ自動車再生の戦略

トヨタ自動車は「日本の将来の発展を具体化させる産業として、日本独自（外

資導入なく）自動車生産を目指す」という、豊田喜一郎氏の信念のもと創設され

た会社です。このトヨタが、ようやく自動車生産という技術を完成した時、1947
年「ドッジライン」と

いうインフレ、金融引

き締めに伴う世界不

況に直面しました。先

に紹介したように、そ

れまでの経済学は「沢

山つくれば安くなる」

という方式だけであ

り、「作ったものは在

庫しておいてもいつ

か売れる」という風潮

でした。だが、今売れ

るものが、なければ、

売上高になりません。当時、赤字の上で巨大な在庫と仕掛を抱えていたトヨタは

資金難の上に、金利支払いを強いられる状況でした。このような時、赤字脱出の

図２ 当時の日銀名古屋支店の分析と判断

赤字企業
倒産間近の
企業にお金は
貸しません！

1950年頃 トラック生産は700～800台/月。

自動車生産～販売は設備投資と販売網の

整備に巨大な資金を要する産業である。

流動資産

資産
有形・固定資産

他

負債

内、借入金・
社債等

20億円：自己
資本の約9倍 自己資本

2億200万円

現金・預金
3億6000万円

有形固定資産
5億5100万円

トヨタ自動車工業 1950年3月の
貸借対照表

赤字の中、仕掛・在庫にほとんどのお金が固定

していたため、資金繰りに苦しむ状況だった。

当時、「鍛冶屋に貸す金は無い」と罵倒された
日銀名古屋支店の見解

豊田喜一郎氏が日銀に駆け込んだ
わけだったが、・・・
「自工が潰れれば中京経済がパニック
になる。トヨタは下請けだけでも300社
を超える。倒産を免れないとなると、
全国の年間件数の4分の1を占める
ことになる。
（日銀名古屋支店・高梨壮氏は東海
三井を始め、24行をまとめ、1億8820
万円を集めて、瀕死のトヨタを助けた。

総資本

40.86
億円

図３ トヨタが自工として成り立つために必要な戦略

1945年 豊田喜一郎社長が3年で米国に追いつけと宣言（生産性の差は10倍だった）

この言に呼応した部長が大野耐一氏だった
「もしかしたら可能である！」と考え仮説を立てた。体が小さい日本人が10倍の生産性

を達成するには？

問題と対策 努力と実践で生まれた手法

一
貫
し
て
貫
い
た
思
想

売れる車だけをつくる！「金にならないことはやるな！」＝ムダ排除

① 段取り替えに2Hｒも費やしている。
米国は6時間/日の賞味に対し、
日本では3時間/日と、半分

段取り時間3分/回
にすれば可能
（ターゲットタイム）

シングル

段取りへ

② 車の生産1台に要する時間
日本20Hr ： 米国10Hr

手直しをムダと考え
ゼロ化する

不良ゼロ

生産

③ 仕掛を悪と考えゼロ化、
問題あればラインストップ

ストップひもによる
問題顕在化

３現主義実践

による即時改善

④ 固定費である間接費の
徹底低減（生産管理の排除）

後工程引き取り
カンバン方式 平準化生産
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ため、大野氏が世界を回るって対策法を探す活動を担当し、売れるものだけを生

産する『スーパーマーケット方式』を持ち帰り、これが、図２の TPS の母体と

なりました。だが、TPS の開発にお手本はありません。このため、TPS は自工

で暗中模索の開発が開始されました。大野氏はこの時の中心人物、具体的手法の

開発リーダーは鈴村氏だったわけでしたが、TPS の具体策は、従業員と共に行

った昼夜をついたボランティア的な活動で地道な開発となりました。この時、ト

ヨタは IE 手法基本である理想－現実＝改善ギャップ：ムダ排除の徹底をベース

にしました。その結果、日々、血を吐くような苦労で作り上げた TPS・JIT は表

１となりました。なお、「何

とか自工本体で使えるよ

うになるまで 15 年、さら

に、系列企業に広げるのに、

更に 15 年ほどを要しまし

た。以上、ここまで紹介さ

せていただいた努力を、筆

者は、講演会で鈴村氏から

直接お話をお聞きしたわ

けでしたが、当時、許可を

得て記録したテープを、筆

者は今も大切にしてきま

した。

【著書】産業史の詳細と JIT 開発を記載した著書

IE 手法・その実践的活用法：無料著書のご案内

http://qcd.jp/pdf/corporateActivuty/IE-Manual.pdf

（３）リーン生産方式の適用率が６％以下という理由

1970 年代に起きた、世界を襲ったオイルショックに伴う不況の中で、トヨタ

だけが市場の変化に柔軟に対応して高収益を保ちました。このため、多くの企業

が「製品製造と市場環境は、その環境に位置する企業により独自であり同一の内

容を転用する対策には多くの難がある」という原則を無視して、TPS・JIT をそ

のまま真似る例が生まれました。さらに、あるコンサル企業は『ターンキー』シ

ステムと名付けた方式で、その企業の生産条件を無視した形で TPS・JIT 導入

を行う例までありました。筆者談で恐縮ですが、筆者にも、ある商社のような企

社内かんばん全面採用

機械・鋳造・熱処理・鋳物・・茎縦

表１ トヨタ・JITの歴史

2台持ち（二の字型・L字型）

3台・4台持ち（二の字型・L字型）

多台持ち（二の字型・L字型）

目で見る管理（アンドン方式） 機械古ワーク

機械ポカヨケ
上郷自動ライン完成

機械加工ラインと組立ラインの同期化

後工程引き取り

機械工程内スーパーマーケット方式

平準化生産

総組立工場・蟻体工場をつなぐ

パレットかんばん

年
項目

昭22
1957

昭25
1950

昭25
1955

昭35
1960

昭25
1965

昭25
1970

昭25
1975

機械の多
数台持ち

自動化

ジャスト・イ
ン・タイム

（カンバン）

外注品

管理

運搬方式

在庫管理事務

生産指示方式

プレス段取り

総組立の

生産方式

納入部品

定数制採用
外注品

赤・青票方式

外注品かんばん採用

100％納入方式

機械工場呼出方式

水すまし方式（少量混載）

乗りつぎ方式（内 -内）・（内 -外）

中間在庫廃止 出庫票全面廃止

組序表（ふんどし）採用

部品自動選択方式採用

ボデー表示採用
元町クラウンライン

本社プレス15分
本社プレス3分
元町プレス3分

本社工場組立生産方式

（アンドン・停止ボタン混載運搬

元町工場アンドン設置

定位置停止

方式

1977年 東京総研によるトヨタ見学時の資料より

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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業から、「30,000 円支払うので提供を！」という要求がきましたが、このような

理不尽なご要求は丁寧にお断りしてきました。この種の企業では、「TPS・JIT な

る魔法の手法を導入しな

い企業は衰退する！」とい

う売り込みをしていまし

た。だが、企業には個々独

自の歴史と生産環境があ

ります。その意味で、この

ような売り込みは、山奥の

猟師に漁師の漁法を教え

るのに似た形態を意味し

ます。要は、“リョウシ”と

いう音と自然界から食材

を確保する目的は同じよ

うに見えても、また、「獲物の特性は良く調査すべき！」というコンセプトは似

ています。しかし、猟師が獲物を取るときに使う網を使う技が、漁師が魚を取る

網の操作に使える例は

少ないはずです。よく調

べればわかりますが、

TPS・JIT は生産管理面

上、図４の右側と表２に

示した、『カンバン方式』

の欄に示された環境を

だけをカバーする方式

だからです。

【映像】リーン生産方式

の適用が低い理由

https://www.youtube.com/watch?v=fQ19vW2K6jQ&feature=youtu.be

２．TPS・JIT の全技術体系の整理と一覧化

図４ リーン生産の適用６％以下の実態を示す理由

【自然原則】
「生産管理システムは工場毎に固有である」

ターン・キー方式

コンサルタント
や有名企業の
売込みに丸投
げ導入

欧米の成功率は 6%以下

A 自社の事情を考慮した対策

現状を精細に分析

自社にあった戦略検討

導入・成功率
85%!

表２ TPS・JITの適用と他の生産管理システム

投入・生産指示 変更情報

一発指示

変更情報は適宜流し

仕様や量の調整を図る

(例：家屋、装置製品など）

投入指示 生産指示

受注と仕掛の内容を見て

生産調整を図る方式

日程計画

生産指示

工程 仕掛

カンバンによる

生産指示

カンバンの枚数×1枚の量

＝生産指示の数量

生

産

指

示

と

物

の

流

れ

一品生産

途中で設計・仕様・量の変更発生

低繰り返し品

生産変動大

繰り返し品

生産変動±10％程度

適する

分野

適宜指示方式後工程指示方式カンバン方式区分

記号説明 ： 物の流れ
情報の流れ

トヨタ生産方式（TPS）の誕生は徹底なムダ排除の苦心と共に、現場で知恵を集め、

失敗を成功に導くため、血を吐くような苦心と努力の過程で生まれた。この過程の

中で自販と自工を分けたという歴史があったが、これは、生産変動の少ない状況で

かんばん方式を成功させるという独特の環境だったため、一般への適用に難がある。

そこで、思想を利用した取り組みがなされた。
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先に、各社の生産上の条件を何も分析せず、TPS・JIT をターンキーという形

で導入し、失敗する問題を紹介しました。だが、逆に、導入する側が自社の環境

を十分に分析した上で適用条件すると、利用法によって、絶大な効果を挙げる例

があります。そこで、以下、

この視点で TPS・JIT の活

用法を探索して行くことに

します。図４の上部はトヨ

タ自工がたどった経過です。

右に示したように市場対応

のため、トヨタは多種少量

生産をする中で、倒産の危

機を招いた在庫と仕掛を元

凶と考えました。また、先に

図３で示したように10倍の

生産性達成を目標に定めま

した。この取り組みは、どの企業で参考になる重要な取り組みです。その理由は、

IE の基本である「理想－現実＝改善ギャップの見方で企業を分析し、この改善

ギャップを徹底改善する以外に、市場対応、収益確保と従業員の生活の確保はな

い」とした内容であ

り、企業の差を問わな

いためです。トヨタで

は、この改善ギャップ

対策に「徹底的なムダ

の排除」という合言葉

を付けました。さら

に、その具体策を、ト

ヨタでは『ニンベンの

つく自動化』＋『JIT に

よる平準化生産』とし

て、図４の左下に示し

た戦略の展開内容を、

目標達成を図る具体的な対策手段を定めました。その結果、図４の左側に示した

多くの JIT 手法が具体化したわけでしたが、先に解説したように、この種の手

法は、条件が合えば、どのような製造現場でも適用が出来ます。このため、TPS・
JIT の開発を自工関係者と共にコンサルタント形態で支援してきた故・新郷重雄

氏は図５のように体系化し、JIT と題し、一般製造業に対し、利用可能な技術と

図４ トヨタが生みの苦しみの中で生み出したJIT手法

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

JIT実践で生まれた

具体的な手段（例）
① シングル段取り
② カンバン方式
③ 平準化生産

④ ポカヨケ

⑤ ニンベンのつく自動化
⑥ 可働率
⑦ アンドン

⑧ 目で見る管理

・・・・・・・・・・

月末の集中生産

平準化目標

生
産
・
販
売
量 時間

市場・産業界の要求
① 多種少量・変化対応生産

② 短納期対応、在庫圧縮

③ コスト低減・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ改善

トヨタ生産方式・JIT
ニンベンのつく自働化

① 可働く率改善
ＴＰＭ、ｱﾝﾄﾞﾝ

② ポカヨケ
問題発生時点対策
不良ゼロ生産

③ 人材育成
多能化、目を抜いた
少人化

JIT・平準化生産

① カンバン方式

必要な時、必要な
ものだけをつくる

② 標準作業徹底
目で見る管理・セル

生産

③ シングル段取り
小ロット切り替え生産

図５ TPSとJITの全技術一覧

非
原
価
主
義

管理の本質

受注生産
① 多種、

② 少量
③ 短納期
④ 変動

需
要
の
実
態

原
価
低
減

徹
底
的
な
ム
ダ
排
除

JIT

工数

低減

スーパー
マーケット

方式

後工程
引き取り

需要変動

に対応

能力の弾力

シングル段取り

直間の余力

設備の余力

生産期間の圧倒的短縮 １個流し生産 ながら生産

小ロット生産 シングル段取 ワンタッチ段取

不良の排除
不良をつくらぬ検査

ポカヨケ

全数検査

故障の排除

平準化
ノン・ストック

余力の調整目で見る

管理

不良発見

↓
ライン停止

標準作業

の維持と改善

同期化

ニンベンのついた

自動化

他工程持ち機械化

手待ちと余裕の統合 離れ小島作業の減

作業の改善

安い機械を

自家製で

少
人
化

カ
ン
バ
ン
の
運
用

作
り
過
ぎ
防
止
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して、多くの企業に紹介しました（当時、この思想と共に、JIT は著書となり諸

外国語に訳され、世界に広まりました）。

３．JIT・SCM による徹底ムダ排除

では、新郷先生のご努力から筆者が学んだ内容と、現在に至るまで進化した

JIT（Just In Time）、並びに、協力会社を含めた市場 SCM（Supply Chain 
Management：JIT 対応）を紹介して行くことにします。

（１） JIT・SCM に必要な経済性工学

どの企業も顧客満足を得る活動で得た収益を、①次の企業の発展、②従業員の

生計、③税として納め、それが各種の社会貢献になる活動を進めてきました。こ

の際、極めて当たり前とも言うべき、(a)顧客満足を得る良い品づくり、(b)この

活動で得た利益の活用、(c)社会貢献は企業発展の基本軸であり、利益創出は企

業の社会的使命のひとつです。この意味で、経営財務改善と JIT の関係を知ら

ないで活動することは危険です。では、経営財務と、その JIT 活用の解説を「見

える化対策」と共に進めることにします。

（ｲ）経営財務の見える化対策

先に TPS・JIT では、倒産寸前のトヨタの再生～発展戦略の全貌について解

説しましたが、その活動の中に、「従業員が行う個々の活動と経営改善」があり

ました。この際、経営財務を直接的に改善する活動との一体化が必要になるわけ

ですが、今も一部の企業では、重要なに対し、「一生懸命仕事をしていれば、会

社は何とかなる」また「経営財務は難しい。あれは、経理や経営管理者が行うも

ので、我々にはわからない」としている例を多々見うけます。この状況は、仮に

企業を野球やサッカーなどの団体競技に例えると、「収益向上は得点を挙げる対

策そのものなので、選手たちが得点向上につながる練習（製造業における改善活

動）や、試合における活動(製造業における生産・販売活動に相当する活動)の関

係を全く知らないで活動する」という問題を意味します。ある意味、経営財務関

係には細かい税法の規制があり、専門的な知識を要します。しかし、企業でも、

活動する一般従業員の皆様の生産・販売活動と改善が、スポーツでいう得点向上

に当たる利益向上対策を知らせずに活動することは許されません。そこで、今ま

で筆者が多くの企業で活用してきた対策を図 6 と共に示し、経営財務と日々の

活動と改善の実情を見える化させて行く方式を紹介することにします。図の中
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央をご覧下さい。企業では、従業員の活動している一挙手一挙動が総てコストに

関与します。この図の左から右へ物づくりの工程、各工程で仕事を行う場合に関

連する内容は総て

原価に関与します。

要は、ボランティア

で無い限り、必ず記

載した項目や活動

が作用するとコス

トがかかります。こ

の図に重ねたグラ

フは、その種のコス

トが上昇して行く

イメージです。また、

この総計は右端の

棒グラフで示す『総

コスト』になります。

もし、これが売上高を超えると赤字になるため、各工程では、常に原価管理と原

価低減活動（改善）が必要です（以上、このグラフと図では、ある期間の活動を

集計した内容ですが、これを経営財務では PL の『損益計算書』と言います）。

工場で物づくりを行う際、土地、建物、設備などが必要です。それらの要件を

図 6 の図の下にイメージとして示しましたが、このような生産基盤を金額で示

したものが BS:貸借対照表の『固定資産』です。この対象は、売り買いしない限

り、時間とともに変動しません。このため、財務では固定資産という名称を持ち

ます。さらに、図の中央の販売から出た矢印の上に売上→入金という流れがあり

ます。この資金は製品販売と共に企業に入ってくるお金であり、次の生産を行う

時、材料の購入に充てます。材料を購入すると、また、図の中央の活動になるわ

けですが、この一連の資金の循環を財務では BS の『流動資産』と言います。

以上、図６を詳細に示し、例えば、中央のコスト低減に直接関与する活動を進

め、金額で示せば、その成果が見える化して、関連する従業員全員に解ります。

筆者はこの表現方法と図を、度々、支援要請をお受けした企業で利用してきまし

た。すると、毎回、従業員の皆様に「実施する内容の良否と効果が目で見て解か

る」という評価となり、改善も急速に進みました。これに似た方式に、京セラの

稲盛会長が示した『アメーバー経営』があります。稲盛氏は、1 年という短期間

で JAL 改革を進める中でアメーバー経営方式を適用されました。この時、パイ

ロットを始め、総ての従業員の皆様が異口同音に話された内容が「自分たちの取

った行動の良否が即座に数値で判る！」という状態をつくりました。

図６ 経営財務と製造業における各種活動

工程が進む毎にコストが増加

設
計
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（ﾛ）ターゲットコスト対策

先に図３で示したように、TPS・JIT 開発に当たって当時の副社長・大野耐一

が決めた戦略は、早期の赤字脱出と世界で勝負できる自動車産業の確立でした。

このためには 10 倍の生産性達成を具体化する活動が必要でしたが、この時、大

野氏は図７に示したターゲットコスト・タイム方式をベースにしました。その利

用法は、〔あるべき姿：理

想〕－〔現状〕＝改善ギャ

ップとして、この改善ギャ

ップに当たる部分を『総て

のムダ排除の対象』と呼び、

このムダの撲滅に集しま

した。以上、このような基

本要件が判ると、皆様のお

会社で同種、戦略決定の際、

個々の企業の特質に応じ

た内容で、図７を利用し、

PL：損益計算書（先の図６

の中部の図）と共に、財務の裏づけをして将来案を構築すれば、TPS・JIT に似

た対策が進みます。

経営財務の分析データを用いて、改善目標と改善の具体策を発掘するという

利用法は、経営改

善に極めて有効で

す。そこで、演習１

を用いて、『平準化

生産生産と経営直

結改善テーマの発

掘法』を紹介する

ことにします。

これは、コーヒ

ー製造 の工 程で

す。左下に示した

ように、①豆の選

別～⑤梱包までの

工程と日々の生産

個数と棒フラフで生産に必要な 1 日の時間（負荷）と基準能力を記載しました。

ちなみに、①工程は 1.22、これは、定時生産の場合、22％能力値をオーバーし

図7 ターゲットコストタイム・コスト対策の解析

超
一
流
へ

製
造
プ
ロ
セ
ス
に
費
や
す
時
間
（
現
状
）

技
術
改
善
対
象
時
間

作
業
改
善

対
象
時
間

ターゲットタイム → ターゲットコストへ

理想的な時間

作業＋ゆとり

・設計・方案などのまずさ
・既に既知となっている優良技術の不使用
・標準化の欠如や過去のトラブルの
繰り返し

・不適当な基準や協力会社との連携など

・レイアウトや管理のまずさ
・間違った、不十分な機器の使用
・作業教育、低い使用レベル未対策内容
・現場管理技術や連携体制の不備など

・標準化の欠如、不適正なロット
・作業者のスキルバランスの残余
・チョコ停など小改善項目の残余
・各種現場管理体制や連絡の不備など

・欠勤・遅刻・怠慢
・目標管理の不備～事故などによる
目にとらえにくい生産への障害など

ゼロ・ベース視点で
現状を見直す！

あるべき姿
－ 現状

改善ギャップ

原価改善に当たっては、原価改善の種（テーマ）発掘が極めて重要になります。ここで、
簡単な設問を設けて原価改善の種発掘の腕試しをお願いしたいと思います。

【緊急時対策】 改善の内容でない策

①残業、②休日出勤、③事務所応援

③管理者応援、④外注化、・・・など

求める案の記入欄

設問３ 下表にコーヒーを製造するプロセスを示すことにします。この計算の

ような状況になるのは6ヶ月後です。皆様は充分な改善時間があり
ます。そこで設問ですが、緊急時対策でなく、改善により最少人数でﾈｯｸ工程なし、という生産を実現
するにはどのような策が考えられるでしょうか？

標準時間は
観測値×

ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）

で算定され

余裕率は
現在28%

ある

【 ｺｰﾋｰの製造工程 】
①豆の選別(不良の豆の除去）

↓ 生産数950個/日
②豆を焼く（920個/日）

↓
③豆を粉砕する（900個/日）

↓
④分粉（大きさ別にわける）

↓ （800個/日）
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）

1.22

.99

1.45

1.09

0.79

基準能力＝１．０工程の負荷／山積は

① 負荷＝標準時間×生産個数
② 能力＝7（時間/日）×稼働率(90%）をベースに算定されたもの

である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業
になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない

人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

標準時間は
観測値×

ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）

で算定され

余裕率は
現在28%

ある

演習１ 平準化生産を基とした改善テーマ発掘法
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ていることを意味します。仮に、①工程の数値を受け入れた場合、設備 2 台、2
名の作業者が必要です。しかし、設備 1 台と 1 名は 100％の負荷ですが、もう 1
台と 1 名は 22％なので、約 80％が手待ちのムダになります、そこで、この状況

が今ならば、右下の記入欄の上に記載した、残業、休出・・といった緊急時対策

を決め、22％の負荷オーバー分の吸収を図る対策を進めるでしょう。しかし、こ

の状況は 6 ヶ月後です（十分な改善の時間が確保されていると仮定します）。「で

は、ターゲットコストの考えを用い、制約なしで総ての工程を 1.0 に改善する策

を列挙して下さい！」というのが、この演習です。

では、演習１の解の例

を紹介して行くことに

します。例えば、改善案

の①は、応援多能化対策

です。工程１から５まで

を U 字ライン化すると

同時に時差を組めば可

能 1.22＋0.79 はほぼ 2.0
になります。仮に、この

企業で「応援多能化はで

きないものとする」とい

う制約があった場合、そ

の種の制約を打破すれ

ば、この案の適用が可能になります。生産個数を見ると、①工程から⑤工程まで、

950 個/日から、出荷数 800 個/日と、大きく低下しています。この状況は、(1)歩
留まりと言いますが、粉砕した時、製品にならず無くなるコーヒーの対策、（2）
不良、(3)手直し（再度コーヒー豆の焼き直し）、また、(4)ネック工程を理由に前

もってつくった（造りだめ）したが、製品化にしなかった分といった、ムダ排除

対策が必要です。また、この対策が実れば、この工程で発生している 950－800
＝150 個/日の低減と共に、作業時間の低減が図れます。以下、稼働率は 100％
が当然と考えると同時に、最高スピードで生産する。1 日は 24 時間だが、休憩

時間の稼働を可能にした簡易自動化を図る。豆を焼いた後の粉砕は、1 台の設備

化を図ると同時に 1.0 で収まる粉砕設備に変更する（工程結合と効率の高い粉

砕機に置き換え）。さらには、JIT の利用で、不良や異物無しの豆を納入先から

購入できる対策をサプライヤー側で行うという策を適用すれば、この工程は平

準化され全工程の負荷：能力は 1.0 になるはずです。なお、TPS・JIT では、「仮

に、ネック工程では無い②工程で例えば、0.99 を 0.7 にしたという改善を進め

ても、1.0－0.7＝0.3 は経営改善に役立たない」という評価を用います。これを

演習１の解 負荷／山積計算を用いた原価改善要素の発掘

【 改善案の例 】
① 作業の応援・多能化をする。 ②歩留・不良の低減

工程①＋⑤＝約2.0になる。 不良率の表現はないが

③ 設備の稼働率向上を図る。 検討項目のひとつ

稼働率90％は不稼動を示す。従って、10%のムダがあり、これを
減らす。故障低減、段取時間低減、点検・整備・清掃 時間の減など
の項目が挙げられる。

④ 設備稼働率定義自体の改善
設備稼働率の中身を見直すと、余熱

や整備、準備、製品投入という内容が

入っていることがある。旋盤などで空気

を切るムダに当たる対策が必要である。

⑤ 余裕率の改善

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

⑥ 正味時間の改善＋作業ﾍﾟｰｽ
標準時間を決める作業手順は分析し、

改善する必要がある。また、ﾚｲﾃｨﾝｸﾞと
呼ばれる国際作業作業ﾍﾟｰｽには2種あり

25%のｽﾋﾟｰﾄﾞ差があるが、ここでは、どの
ﾍﾟー ｽを選択しているのであろうか？

また、ﾍﾞﾃﾗﾝをﾍﾞｰｽとした改善か？平均
作業者をﾍﾞｰｽとしたﾍﾟｰｽか？も検討要！

⑦ 1日は24時間、7時間のみ使用？
簡易自動化で少なくとも休憩時間、昼休

時間は生産可能になる可能性がある。

⑧ 工程省略・結合
②＋③の設備を一体化する対策

⑨ 工程省略
①の工程は不良をとり除く工程である。

最初から、不良混入をさせない契約とし

省略することは可能。・・・・・その他アイデア

【 ｺｰﾋｰの製造工程 】
①豆の選別(不良の豆の除去）

↓ 生産数950個/日
②豆を焼く（920個/日）

↓
③豆を粉砕する（900個/日）

↓
④分粉（大きさ別にわける）

↓ （800個/日）
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）

1.22

.99

1.45

1.09

0.79

基準能力＝１．０工程の負荷／山積は
① 負荷＝標準時間×生産個数

② 能力＝7（時間/日）×稼働率(90%）をベースに算定されたもの

である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業

になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない
人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

標準時間は

観測値×
ﾍﾟｰｽ修正値

（１＋余裕率）
で算定され
余裕率は

現在28%
ある

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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TPS・JIT では「数名でボートをこぐ場合、②工程だけが頑張っても、物の流れ

に当たる生産スピードは上がらず単に、手待ち時間を増やすだけである」として

きました。

筆者がこの演習をご覧になった方の一部に、「コーヒー製造のような工程」で

は TPS・JIT が使えるが、例えば 1 品物の場合は無理！」と言う方がおられま

した。しかし、この場合、①工程分析で初工程から最終工程までを記載する。②

各工程に要する負荷：能力や製造工程を展開する。③期間短縮目標を定めて、ど

こがネックとなり、何をすれば、改善になるか？を定めるという方式でデータを

準備すると、この演習題の応用が可能です。要は、①今まで自社や産業界で当た

り前と考えてきたことを疑い、②TPS・JIT で学んだ内容から、自社に使える内

容に加工し、③あらゆる手を尽くして、技術改善策を探る、という方式が、各社

に適した TPS・JIT 活用法です。

【映像】経営・財務シリーズ（基礎編）-１「子供も判る経営財務とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=ck7rYOE_4qo&feature=youtu.be

（２） 仕掛・在庫低減による問題の顕在化

JIT・SCM が重視される前、多くの企業では仕掛と在庫の低減対策が軽視さ

れてきました。そのような企業は、異口同音に、「もし、仕掛や在庫を低減して

も、せいぜい比率が低い金利程度の低減に過ぎない」言っていました。では、こ

の考えを大変革させた TPS・JIT による解釈を見て行くことにします。

図８をご覧下さい。これは、BS（バランスシート）の資産の部（日々行って

いる生産・販売活動）です。

固定資産は生産基盤である

土地、建物、設備などを金

額表示したものです。一般

に、もし工場で、土地、建

物、製造設備という固定資

産の有効活用が進まないと、

「ムダな資産を工場では目

前に抱えている！」と誰で

も考えます。だが、流動資

産は目に見にくい対象のた

め、この種の考えを持たな

図８ BS：貸借対照表の資産の部と流動資産の意味

６２

２２

１

１２

２３

４.5
－ ０.5

流動資産

現金・預金

受取手形

売掛金

有価証券

棚卸資産

貸倒引当金

金 額科 目

１００．０資産合計

３８

２０

１０

３

５

２

３

１５

固定資産

有形固定資産

建物・建築物

機械装置

土地

その他

無形固定資産

投資有価証券等

資産の部

預
金

現
金

材料・部品
購入

生産・仕掛、在庫

＝ 棚卸資産

販売

売掛金
受取手形

入金

借方＝１００資本
自己資本金
剰余金他

負債
流動負債

（短期借入金）

固定負債

（長期借入金）

自社が持つ
自己資金で

カバーできない
場合、上記の
借り入れ金が
必要になる！

資金調達
の状況

生産・販売活動
の状況

土地・建物・設備

（固定資産）を

土台に、物づくり～

販売を行う

両者の資金が

バランスするので

バランスシートと言う
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い方が多い状況です。そこで、流動資産の実態を図のように示すと、日々の生産

～販売～得た売上金を基に材料を購入して行う再生産の活動（BS では流動資産）

とムダが判ります。企業は持っている資金を基に、材料を購入して製品づくりを

進めます。この時、万一、自己資金が無ければ、材料は買えません。次に、購入

した材料は購入と同時に物に変化しますが、工場で製品になり販売されるまで

の状態を棚卸資産というお金で評価します。従って、この間で仕掛や在庫を多大

に持つと、まだ製品にしていないため、売上金にできません。さらに、販売して

も手形やつけという形で売掛金になる場合、損益計算書では売上高に計上され

ても、実際の入金はその後です。そうなると、この種の費用に対し、自己資本で

カバーできない場合は、BS の右側の、ムダな借入金の増加が必要になります。

このような時、もし、その企業が借金の返済に追われ、次の生産に必要な材料の

購入が出来なくなったら、「たとえ、販売後に黒字という計算結果であっても、

資金繰りがつかずに倒産！」という事態に陥ります。以上、流動資産の動きには、

ここまでに解説した重要な意味を持つため、経営財務では、これを「人体を流れ

る血流と同じ！」と解説してきました。

先に解説したように、1965 年頃まで、トヨタは「沢山つくれば安くなる」と

いう理論を基に多くの在庫と仕掛を抱えた生産を続けてきました。さらに、仕

掛・在庫は資金繰りの紹介となるばかりか、売り上げに対し 5％もの金利を払い

ながら生産を続ける状況でした。このため、当時、トヨタでは、「給与は 3 ヶ月

分の 1 週間分しか貰えないのに、赤字の中で、日夜、銀行の利子を稼ぐ（借金の

一部返済の）ために苦しみ、働いているようなものだ！」と言い、「仕掛・在庫

は悪である！」という定義

をして、図９のような考え

で対策を進めました（なお、

この図は TPS・JIT 対策を

分析した㈱日立が全社的

に MST 運動を展開する時

に示した図です）。

かつて、多くの企業と製

造現場では、「仕掛や在庫

は、生産時に出てくる問題

を一時的に回避するバッ

ファーとして便利な存在」

と解釈していました。だが、この図が示されると、多くの企業で、「本来行うべ

き原価低減問題を仕掛・在庫の運用でごまかしているだけであり、これは経営財

務上大問題である」という解釈に変わりました。要は、「かつての仕掛・在庫問

図９ 仕掛かり低減対策による隠れたムダの顕在化

もとの仕掛かり
仕掛

低減

過去、一見、問題時に役に立った
バッファーも、実は本来は改善
すべきムダを隠す対策だった！
仕掛かり＝死にかかり

在庫＝罪庫（せっかく生産したものを
滅却するムダを招くため）

設備故障

作業者の不慣れ

不良・手直し

納
期
遅
れ
対
策

PLのムダ
顕在化～

対策へ

5Sでは
物の流れを
阻害する！
要因は除去
すべき対象！

BSの流動資産縮減対策
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題の放置と解釈は、本来、企業が行うべき原価低減対策を怠らせる悪だった」と

いう理解です。このため、現在、かつて多くの企業が「仕掛や在庫は少ない金利

低減にしか過ぎない」という間違った理論は消失しました。

【映像】経営財務分析関連

① 経営・財務シリーズ（基礎編）-６「BS：貸借対象表とは？」

https://www.youtube.com/watch?v=laDhvCBCYXM&feature=youtu.be

② 経営・財務シリーズ（基礎編）-７「BS・PL による財務分析」

https://www.youtube.com/watch?v=8X3tVB15qmk&feature=youtu.be

③ 経営・財務シリーズ（基礎編）-８「BS・PL が持つ問題！」

https://www.youtube.com/watch?v=YByYM6iMIzM&feature=youtu.be

④ 経営・財務シリーズ（実務編）-５「経営・財務の判断ミス対策」

https://www.youtube.com/watch?v=s1BsGYeIOAQ&feature=youtu.be

（３）SCM（Supply Chain Management）対策

21 世紀の現在、図 10 に示したように、多種少量生産という言葉は死語となり、

製造業の 6:3:3 制：変種変量生産の時代に変化しました。例えば、スマホや PC
の例を見れば判ります

が、この種の製品が、た

とえ水面下で、苦心惨

憺した新製品開発を 6
ヶ月かけて市場に出し

ても、新製品が市場に

登場してピークになる

までに 3 ヶ月、後の 3
ヶ月は激しい価格競争

の中で在庫処分を済ま

せるなければ売れませ

ん。このような市場環

境では、早期に次の製

品を立ち上げない限り、その企業の存在すら危うくします。そうなると、在庫や

仕掛を抱えた生産が極めて危険となります。このため、現在は、製造業の 6:3:3

図１０ 製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙ短命化が及ぼす在庫・仕掛問題

製品ライフサイクルの短命化の状況

＋←

金
額

→

マ
イ
ナ
ス

新製品開発６ヶ月

立ち上げ～
ピーク
３ヶ月

終了まで
３ヶ月

売れる見込みで

生産 → 在庫

① 製品モデルチェンジ
② 時代に合わない
③ 他に転用も効かない

在庫生産

納倉～在庫

だから売れない

売れ残る

入金

なし

現在、つくり過ぎのムダ，在庫は悪（罪庫）

と言わるが、ここに、製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙの短命化
が大きく関係する状況を示した例である。

要は、売れると見込んで在庫して、売れな
いで廃却すれば、大損になるからである。

JIT=ｼﾞｬｽﾄｲﾝ･ﾀｲﾑ生産

の必要性は市場のタイミング
に合わせたものづくり
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制対応に加え、図 11 の SCM を適用する企業が一般化しました。SCM は、協力

会社を含めた市場の変化への JIT 対策が重視されています。また、その要件は、

仕掛と在庫を極限まで

圧縮して、①製品の市場

変化対応に柔軟に即応

する。②バーコードの利

用などにより単品管理

と混載（店舗からの注文

品だけ、いろいろ異なる

製品を 1箱梱包）して即

日配送する方式です。図

の靴下の SCM の場合、

③かつて、問屋の需要予

測で工場に注文する『見

込み生産方式』だったが、

工場と協力関係者が集まり、日々の需要の変化を見て明日の生産量を予測しま

す。④この『予測に基づく』生産は仕掛と在庫の徹底低減と共に、⑤コンビニの

セブンイレブン等が、既に紹介しているように、販売対応内容をベースに、次期

新製品の開発を決め、テスト的に店舗販売を行い、販売実績から、顧客ニーズに

適合率の向上も進め方式です。ここでは、協力会社と一体とした活動が必要にな

り、ここに情報ネットワークを利用した SCM が有効に使われてきました。

【映像】SCM 問題

① 品質・納期ダントツ化アプローチ３「市場直結型生産革新」

https://www.youtube.com/watch?v=ig9EcGfuMrg&feature=youtu.be

② 品質・納期ダントツ化アプローチ４「国内回帰に見る短納期対応」

https://www.youtube.com/watch?v=KdS-hC3A8mE&feature=youtu.be

かつて、グローバル化に対し、「安い人件費を求めて」ということでアジア各

国へ生産移転を進めた企業がありました。その時、図 12 に示すように、見込み

生産方式で大量生産し、船便で市場へ PC や音響機器などを投入する方式でし

た。だが、これが大問題となりました。その理由は、 (ｲ) 顧客側から見て、今必

要な品が無い場合、他社の製品を買う（売上を得るチャンスを失う：機会損出）。

(ﾛ)販売店に売れ残った製品と在庫は処分せざるを得ない（不要資産滅却）。(ﾊ)市

図１１ 靴下製造・販売におけるＳＣＭ対策の構成

協力会社グループと共に、必要なものを必要なタイミングで
提供する対策
①情報共有・一体化対策、 ②売れる製品だけつくる対策、
③新たなニーズを掘り起こす対策

最新販売実績を即時把握

ＳＣＭグループ

全体で需要予測

製造＋販売 共同開発

ＶＯＣ：

Voice of Customers

ＳＣＭ工場ネット：情報共有化

店舗販売

靴下の製造販売
タビオ㈱の例
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場に出した製品の販売を見て、次の新製品の検討を進める方式では、新製品を世

に出すタイミングと共

に、市場ニーズにあっ

た製品創出にならない

危険がある。さらに、不

良が発生した場合、回

収～海外指導というム

ダな投資が掛かる（目

に見にくいムダな費用

の発生）という問題を

抱える問題でした。こ

のため、この種の企業

では、固定的な製品は

海外生産、変動対応が

必要な製品は国内回帰という方式に切り替えました。

４．JIT・SCM 対策に有効な各種改善技術

（１）シングル段取

先に図３で TPS・JIT 戦略展開内容を紹介しましたが、第 1 番目の対策は『シ

ングル段取り』でした。この技術はトヨタ自工の関係者の活動を支援した故・新

郷重雄氏が世に広めた技術として名を馳せ、革命的に仕掛低減を果たした技術

技術です。シングルの意味は、故・大野耐一氏が海外視察直後でした。これは、

自工では 4 時間程度かかっていたプレス金型の段取りを「世界最速という 2.5 時

間！」と喜んでいた時でした。大野氏は、この対策に対し、「数分以内で段取り

換えを！」と言明したことが出発点となりました。当時の記録を見ると、ゴルフ

にはシングルプレイヤーがいる。世界最速ならプレスの段取り時間も 10 分以内

にすべきである！」という話をしたそうです。だが、この依頼を受けた新郷先生

達、自主研関係者達は「何とかしたい！」と考えましたが、知恵は浮かばなかっ

たそうです。対策のきっかけは、新郷先生がノイローゼになるまでに悩む時、奥

様が「気を休めることも大切、歌舞伎を見にゆきましょう！」と誘われた時とさ

れます。新郷氏は「歌舞伎を見ていると『早変わり』を目前としたときに発想を

得た」そうです。幕間に 1 分ほど暗くなり歌舞伎役者が早変わりして演技を続

けるのを見て、「そうか、幕間がプレスの正味時間、要は、観客が待っている時

間なら、これを短くするために、外段取りで対策すれば良い！」と考えたためで

す。新郷氏はこの考えを「発想の革新」と話されましたが、図１３-１の左側が

図１２ 市場変動対応で国内回帰が必要な理由

海外生産でJIT化出来ない弊害と発生するコスト要件

１，不要資産滅却損
２，売れるものが無い

→売れない＝機会損出
３，不良発生時の海外指導費
次期新製品の投入の傷害！

大量に
生産

マレーシア

品切れ

売れ残り

販売
不足

安い人件費を求めた
海外展開では、目に
見難いコスト増になる！

戦略の例：変動部は国内、固定部は人件費が安い海外で・・・・

トータルコスト計算が必要！
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段取りシングル化の手順、図１３-２の右側が具体的に適用していった技術の一

部ですが、素晴らしい点は、少ない費用で具体化を得た点にありました。

シングル段取りによる極端なまでの仕掛を低減内容は、図１４に示した「沢山

つくれば安くなる」「段取り換えはベテランのノウハウを要し時間が必要であり

変更できない（生産上の制約）」という理論を根底から覆しました。過去、図に

示したように、段取り換えに多くの時間が必要という制限を設けていました。ま

とめて生産すれば、プレスの正味時間に対する段取り換えの追加比率が低減さ

れるためです。また、この理論では、仕掛と在庫を持つことによって増加する費

用とまとめてつくる段取りの割掛け分を足したグラフの最下点を最適ロットと

していたわけでした。だが、シングル段取りの登場で、まとめてつくる必要が無

くなり、この理論の前提条件は見事に崩壊しました。

以上、このようなことがきっかけとなり、プレスにおいて、製品変更に伴う段

取り時間はシングル化され、大幅な仕掛低減となると同時に、当時、段取り後の

製品を「1 発良品！」と言いいましたが、当初から不良ゼロ生産も具体化させま

した。さらに、シングル段取りがきっかけとなり、それ以降、表３に示したよう

に、各種の仕掛・在庫低減策も開発されて行きました。
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さらに、この後、シングル段取りの考え方は、物流業界に転移しました。先に

SCM の解説で、靴下梱包の際、１箱に多くの注文品を混載する内容を紹介しま

したが、これはその適用例です。さらに、製造業では、プレスの段取り改善以外

に、例えば、鋳造設備の金型交換、加工設備の刃物交換～組立てラインの機材や

検査設備の交換時等に利用しました。このような意味合いから、読者の皆様には、

表３で示された各種仕掛と在庫低減の内容の中から、役立つ内容の応用展開を

お勧めします。なお、昨今、工場における仕掛低減は５S改善の”整理・整頓対

策“に多くの利用技術として紹介されてきたため、この種の対策の参考になると

考えます。

【映像】５S改善関連

① 経営直結型５S 改善

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg37Yj6Gcw

②５S 改善ガイド

https://www.youtube.com/watch?v=rXoeSXeUOl4&feature=youtu.be

（２）目を抜いた少人化～多工程持ち（セル生産）

TPS・JIT はトヨタ自工の自主研で現場独自の改善技術という形で誕生させて

きた方式であり、ここにトヨタ独自の製造現場の文化などが関与したため、一般

企業で聞くと耳慣れない独特な表現で手法名が多数あります。例えば、“ふんど

し”というものがあります。これは、平準化生産を行う時、ラインに流れてくる

車毎に装着部品点数と組立て工数（標準時間）が異なるため、注文順に生産する

と、コンベアラインの平準化はできません。そこで、作業者が受け持つ数台の自

動車グループ間を設け、作業時間のバラつきを発生させないための平準化シミ

ュレーションで平準化対策を進めました。このような事前検討をコンピュータ

ーで行う際、プリンターから長い検討資料が打ち出されます。これを関係者が見

て、「長い紙が“ふんどし”のようだ」ということで名付けたそうです。また、

生産中に「段取り換えや部品の供給がそろそろ必要だ！という時にフォークリ

フト関係者に知らせる時、徳川家康の軍の関係者が行灯をともし、振って知らせ

た文化を取り入れ、“あんどん”という形で合図を見える化した」としました。

では、次に、これに似た形態ですが、作業工数の改善効果を経営的に確実に示

す“目を抜いた少人化”について解説することにします。

当時、企業では作業改善の効果を工数低減と共に“省力化対策”と言っていま
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した。この場合、ある工程で 20％の工数低減をしたとします。しかし、その効

果を経理が集計すると、確かに仕事は 20％低減していたのですが、特に残業が

無い職場では、工数低

減分の経営効果は出

ません。そこで、トヨ

タでは、図１５の右側

に示したように、ひと

つは、「20％低減の余

力を使い、図の左側の

ように、ムダな生産を

行い、作り過ぎのムダ

をするという対策を

防ぐ」対策いました。

さらに。もうひとつは、

「0.8×5 名→4 名によ

る生産をすれば 1 名の減員とする」という策を取りました。なお、TPS・JIT で

リストラは禁止です。そこで、ライン作業は 4 名として、1 名が新製品立ち上げ

や改善にまわり、経営効果は確実に出す方式にしました。このように、少人化は

20％の低減がムダにならない方式ですが、他社で使っていた“省力”の省＝少＋

目と区分し、「トヨタ自工で省力は行わず、少人で行う仕事“少人化”という表

現にしたわけでした。

次の例は、少人化を多能化と共に進め、仕掛低減を効果的に、また、品質保証

を確実にする“多工程持”です。

図１６-1 の左側と、図１６-２の左上の図と下の表が示すように、かつて、多

くの企業では、各工程を受け持つ専門の作業者が複数台の設備や検査機器を専

図１５ 目を抜いた省人化

設備 設備 設備

人と仕事に対する

基本的な考え方

従来重視された能率向上策 本来行う効率向上策

10名で100個/日の生産を120個/日出来る
ようにすると20％の能率向上となるが、
100個しか売れない状況の時、20個はムダ！

10名→8名で100個/日の
生産をすべきである！

使った材料～管理費などもムダ

成長期に
歓迎された方式
見せかけの能率対策

オイルショック後に
必要になった生産方式
真の能率追及！

売れないで在庫＝罪庫？

では、1人1台で行っていた仕事を80％で出来る
ように改善した場合 20％低減×5人の経営効果は？

設備 設備

応用展開

× 各人が20％楽になるが人件費低減はゼロ
○ 5人で行う仕事を4人で行う仕組みにする。

省

少

＋

目

一般企業が多く使っていた
省力化対策の考え方

生産や改善の進捗に従い
自由に投入人数を変化
させる方式
「少ない人数で行うので
少人化」という文字

仕事の変動に従い適正人員配置を図る方式

ﾘｽﾄﾗではなく、低減人員は新製品の

立ち上げや、改善など、先に用意

しておいた職場へ投入する方式
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門的に持ち仕事をする方式が一般的でした。これも「沢山つくれば安くなり、品

質も保証できる」という方式でした。その具体的な内容は、図１６-１の左側に

示した▲で示すように、中間材をロットとしてまとめ、工程から工程へ送る方式

でした。しかし、この方式では多くの仕掛が必要、また、製品生産リードタイム

が長く掛かります。これに対し、図１６両図の右側が１個流しです。この方式は

工程順序に従って、多能化した作業者が移動しながら多工程の機械を駆使して

製品の製造をする方式です。従って、工程間のロットほとんど不要です。また、

多工程をたどり１個流しする製品の品質はこの多工程の中で確認しながら保証

を行います。この方式は大幅な仕掛縮減と共に、品質保証を確実にしました。

時代と共にこの方式は、時に名称が変わります。この方式をコンサルする方が、

関与するためです（基本は IE 手法の多工程持ちであり、当時、トヨタでもこの

名称を使っていましたが、サーキット方式やセル生産～屋台や方式など多くの

名が各社やコンサル業の方が名付け現在に至っています）。2000 年に入る前「１

/30 の中国の人件費に負けるな！」

ということで、あるカリスマコンサ

ルタント Y 氏が盛んにテレビ出演

したことがありました。この方が

PR された方式は図１７の左側の

“屋台や方式”でした。氏は、「コ

ンベアは時代おくれ！」と宣伝し、

カメラなどで有名な「K 社において

3 年で 3 倍の生産性を達成した」と

いう宣伝をしました。しかし、誰が

見ても 1/30 の人件費に対し 3 倍の生産性を持ってきても勝てません。なお、K
社では、屋台や方式で生産性を高めた作業者にマイスターという資格を与える

と制度共に、デザイン・インの形で設計段階から新製品の改善に参加する方式を

運用していました。コピーマシンは半年毎にモデルチェンジします。この時、設

計改善で効率化を図り、それをベースに現場改善で新たな効率化を図ります。こ

のため K 社では 3 年で 3 倍の生産性を得たわけでしたが、この内容を知ってか

知らずか？もと新聞記者だった Y 氏は、「屋台や方式だけで 3 倍の生産性達成が

果たせた」という宣伝でした。このため、この対策に飛びついた企業では期待す

る生産性が得られない事象が多数発生しました。当時、筆者は、JMA でレイア

ウト改善の研修の一部でユニットセル対策の紹介をしていましたが、この問題

に面した企業の方の参加が多いため（研修室が一杯になるほどの参加が続きま

した）、JMA 関係者の共に驚嘆した次第です。なお、Y 氏が提唱する図 17 の左

側ですが、屋台や方式は部品倉庫のようなところに、改善意欲の高い作業者を投

図17 屋台や方式の問題はIE手法で明確化

あちらと思えば、また

こちら・・・疲れる！

立ったり座ったり

改善前

改善後

同じようでも
随分違うわ！

必要な部品、工具はいつも同じ場所から

順番に、最短・最早の方式でリズミカル生産！

正確な

サイクル

タイム生産

も実現！

動線図でわかるムダを改善、必要な時、必要な組み立て

部品をターンテーブルで提供した改善例では半分以下の

組み立て時間で最初からセル生産を実現した。
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入して努力願うトップランナー方式でした。この作業者が改善を要求した時、数

名のスタッフが作業環境を変えながら生産性を挙げる方式です。しかし、作業者

のやる気と問題意識に頼るだけ

であり、なぜか科学的アプローチ

は皆無の方式でした。先に JMA
でレイアウト改善の研修の紹介

をさせていただきましたが、レイ

アウト設計法では、レイアウト全

体の改善が終わるとユニットセ

ルと言います。個々の工程の最適

化に IE 手法を使い、更なる改善

を進める手法です。図１７の右側

は、屋台や方式で「限界に達し

た！」と言っていた企業で、筆者が支援して改善を図った例です。この場合、屋

台や方式の 1.5～3 倍の生産性向上を得ました。この種の対策法は多数あります。

図１８は昔から IE 手法と共に多数紹介されてきた方式であり、誰でも短時間で

難なくできる方式なので、Y 氏が指導される屋台や方式に組み込まれた苦労は

不要です。

先に、Y 氏の話の中に「人件費 1/30 の中国生産に勝てない」という内容があ

りました。しかし、たとえ、ここまでの対策で生産性を 4.5～6 倍にしても、1/30
には勝てません。勝てるか否か？には、先の図１２の中身の分析が必要です。『ト

ータルコスト』という解析が必要です。具体的な項目として、国内回帰に対し、

①海外生産でタイミング遅れとなり売れなかった製品に関する不要資産滅却損、

②お客様が製品を買いにこられたが、対象品が無く販売につながらなかった売

上高の損出、③販売ピークが 3 ヶ月という家電品やコピーマシンのような事務

機は、約 1.5 ヶ月程度で値崩れが起きてきますが、値下げに伴う売上高の損出、

④新製品開発関係者の常として、「在庫がある程度減ってから新製品を投入しよ

う！」という傾向があるわけですが、この行動が他社に劣る市場対応になり売上

高の損出となる。さらに、⑤販売後にクレームが発生した場合、対応コストだけ

でなく、海外指導にムダな人件費の追加が必要になる。⑥この海外指導で国内の

人材が国内のおける大切な将来の各種技術開発に投入できない、・・といった『ト

ータルコスト』といった要件の計算の後、この比較になるからです。

【映像】セル生産関係

① SLIM:新レイアウト設計法

https://www.youtube.com/watch?v=oE7eLd62g3s&feature=youtu.be

図１８ 既にIE手法にある多種ユニット・セル対策

一人生産・組み立て忘れ？
問題の発生

ライン生産・ラインバランスと
工程・作業者間の仕掛増加！
問題の発生

屋台や方式：
動作の無駄の圧縮要求

人

要は、最少時
間でロスがゼ

ロならば
方法は多数！

科学的分析~チェック

生活にヒントは？

円卓部品提供式 配膳方式

製品

組み立て
順に部品
をJIT提供

食堂・弁当手づくり方式
コンベア部品提供式
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② セル生産の見直し

https://www.youtube.com/watch?v=PvcZs83T8cg&feature=youtu.be

（３）不良対策と品質保証

先の図３の中央に、トヨタが定めた戦略の中で不良ゼロ対策へのアプローチ

がありました。この対策の中に『ストップひも』と『なぜ・なぜ分析』がありま

した。この手法は、図１９に示したように、1970 年の末頃に不況と、起きた日

米の貿易の中で国際的に試され、

世界に広がった手法です。図の左

上に示したように、当時、米国で

はレイオフが盛んな中、高品質の

日本車だけが売れました。このた

めレイオフされた方達が集まり、

地面に穴を掘り、日本車を穴に埋

め、たたき潰しました。だが、こ

の行為と米国の車の品質向上は

無関係です。このため、米国政府

はGEとトヨタの合弁会社をポツ

ンと東部の自動車産業域から離れたカリフォルニアに 200 名規模の実験工場

NUMMI を作り、JIT の実験工場という形で操業をスタートさせました。ここ

では、国際的にも、TPS・JIT の実践を図ったわけでしたが、図の右上に示した

ように、見事な市場回復を果たしました。

ここで、注目された不良ゼロ対策が、図２０の右側に示した『ストップひも』

です。当時、日本でも多くの

企業でも、ある期間不良統計

を取り、権威者と称する方達

が部屋に集まりブレーンス

トーミング方式で不良対策

を進める方式でした。だが、

この方式は、右図の右側に示

したように、発生時点対策で

す。問題発生時に作業者に権

限を与え、「少しでも品質面

で異常を感じたらラインス

トップを行う」方式でした。

図１９ 米国NUMMIで進められた品質改善効果

GMとトヨタの合弁企業
NUMMIで示された品質向上
（JITのストップひもシステム適用）

1980年代、不況で米国生産

の車が売れない中で品質で
勝る日本車だけが売れた！

破壊して

穴埋め

ジャパン
バッシング

怒りは判るが、
品質向上が無い

限り、お客様は
買わない＝レイ・オフ

1990 91 92 93

1,881

74,493

196,126

300,000

計画

３０

万台

20

10

0

米国GMサターン車の販売

GMで導入対策後

図２０ TPS・JITのストップひもと従来式不良対策の違い

1件づつ不良の原因を現場で見つけて

対策すれば、統計資料の作成も、
不良対策会議も不要となるはず！

ストップひもによる

発生時点問題対策

仕掛り
検
査

加
工

発生元へ問題の早いフィードバック

発
生
元

【旧来の不良対策方式】
ワイワイ・ガヤガヤと

想定原因を机上で討論

するブレーンストーミング式

『死亡診断対策方式』

現場・現物で不良の原因を追究

原因を除去して再発ゼロへ

①標準作業を守り
②不良や機械の異常を発見

したらレイン停止、
③問題の顕在化と共に発生時に

原因究明（チームワーク）
④改善策を講ずる
⑤不良は絶対後工程に流さないを遵守し、
⑥原価率を維持しながら、市場クレームゼロを維持する。
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このライン停止と同時に、品質対策関係者が現場へ出て、現物・現象をみながら、

不良の原因究明を進めます。要は、ハインリッヒの原則のヒヤット段階でライン

停止を図り、3 現主義の実践と共に不良対策を進める方式であり、原因がわかる

までラインは停止します。筆

者は 1977 年にトヨタの上郷

工場の見学会時に目前で『ス

トップひも』を拝見するチャ

ンスを得ました。当時、不良

率が 0.001%という状況だっ

たため、ある意味で、幸運な

見学でした。この時、ライン

停止と同時に、関係者が製造

ラインに、即座に駆け付け、

不良の状況を分析して、持参

した標準書の確認と共に、図

２１の上部の『なぜ・なぜ分析』を進めていました（産業界には、もうひとつ、

なぜ・なぜ分析という似て非なる方式があります。この方式はなぜ？と質問して、

机上で VE の機能分析の機能展開形態、ブレーンストーミングで、大きな図化を

作成する方式であうが、これは、かつて、小集団活動で発表会用に特性要因図を

作成する形態に似た方式です。だが、トヨタの方式は、これとは全く異なる方式

です）。ラインには行灯という表示板がありましたが、この時、1 時間停止が表

示されたため、筆者達は次のような質問しました。「車は 1 台 100 万ほどと思い

ますが、この停止による損金は？」すると、トヨタの皆様は「約 1,000 万円にな

ると想定されます。」と答えたので、「不良率は 0.001%ですよね！それなら何ら

かの手段を駆使してライアウトする。最終ラインで手直しする方が良いのでは

ないでしょうか？」と言うと「0.001%の不良率は企業側の論理です。もし、高

速道路でお客様に問題を起こす内容だった場合、数 100%の被害となり、もはや

わが社の車をお買いになることは無くなります。さらに、3 億円の強奪事件に見

るように、問題発生時点に事実を探らないと、原因を取り逃がす恐れがあります」

そこで、「なるほど、しかし、1 時間の残業が急に発生した場合、失礼ですがト

ヨタも田舎の地なので、例えば地域の集まり、ご子息の関連、更には不祝儀から

病院の予約などでどうしても帰宅せねばならない約束を持っておられる方は無

理が効かないのではないでしょうか？」と問うと、「そのような方はいます。そ

のような方には、当然、許可して抜けていただきますが、生産は続けます。多能

化しているので問題はありません！」ということでした。後で知ったことでした

が、自動車の組み立てラインで働く方の 10~15%の方は、定時 8 時間労働の中

図２１ TPS・JITの不良の原因究明～ポカヨケ対策

（1）不良の原因究明に必要な、５回の「なぜ？」解析

トヨタが紹介する例：ネジの取り付けに時間が掛かり過ぎるトラブルの解析
1回のなぜ？「ネジ取り付けになぜ時間がこんなに掛かるのだろうか？」

→ 事実確認：「工具を探すのに時間が掛かっているぞ！」

2回のなぜ？「なぜ工具を毎回探すことになるのかな？」
→ 事実確認：「決めた置き場に戻していないためだ！」

3回のなぜ？「なぜ、決めた場所に置かないのだろうか？」

→ 事実確認：「置き場までの距離が遠いいのでつい、仮置きする」
4回のなぜ？「なぜ、行きづらい保管場所にしてしまったのか？」

→ 事実確認：「仕掛が出る、いつもここに置くからだ！」

5回のなぜ？「なぜ、仕掛がここに来るのだろうか？」
→ ○○工程の設備トラブルと、それに起因する手直しが出るためだ」

真
の
原
因
を

追
及
し
て
排
除
へ

（2） ポカヨケ対策

自工程内品質保証を図る道具の活用

・異常を知らせる（警報など）・良品以外は次工程に進ませない仕掛け
・作業ミスがあれば機械が加工を進めない仕組み ・作業ミスがあると

組立ができない仕組み ・品質の不具合があれば加工や次工程の
作業が開始できない仕組み ・色別管理で作業ミスを防止する仕組
・・・・・・ 各種のセンサーやITの活用による不良や不具合の発見等
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で、2 時間は初工程の機械加工、2 時間は溶接組立て、2 時間は車の最終組み立

てで働き、残りの 2 時間は、このような作業時に改善点を感じた問題を改善室

で改善するそうです。「改善策は後で対象工程に装着し、働きながら確かめ、さ

らなる改善策を探し、改善策をつくる活動を進めている」ということでした。こ

れも、自主研の活動一例であり、『コツコツ改善』というトヨタ自工の強さの一

つであることを、この見学会で学びました。ちなみに、

〔0.1%/日〕×〔25 日/月〕×〔12 ヶ月/年〕＝30%/年になり

〔1 年目：1.3 倍〕×〔２年目：1.3 倍〕×〔３年目：1.3 倍〕＝2 倍/3 年

という驚異的な数値となります。継続的改善と共に、スポーツで言う練習＋試合

をトヨタ自工では改善＋生産・販売と解釈し、働くという試合の中で、さらに勝

つための課題を探して改善して行く方式が会社の作業＋改善システムの形で運

用されてきたことに、当時、筆者達は大きな感銘を受けました。

このようにして、トヨタ

自工では不良ゼロ生産を追

及していったわけでしたが、

同時に、図２２の上部に示

したように、工程内品質保

証の実現に努力しておられ

ました。この対策は「工程内

で品質をつくり込む」とい

う対策です。また、このよう

な活動を見て、我々は、先の

ストップひもは万一不良の

兆しをつかんだ時の対策だ

ったことを学びました。

【映像】不良対策関係

① 是正対策（三現主義の活用）の実務

https://www.youtube.com/watch?v=VJCQ_xbIj4g&feature=youtu.be

② なぜなぜ分析と不良ゼロ対策

https://www.youtube.com/watch?v=_L2swAL0Bkg&feature=youtu.be

図２２ トヨタ自工における工程内品質保証

（１）不良ゼロ生産：「品質は工程でつくり込む」
・不良をつくったムダ
・手直し（修正をする）ムダ
・作業が一時ストップし、生産が中断するムダ
・不良と良品を選別するムダ

工程内で１００％
の品質保証を図る

（２） 不良を発生させない対策
・製品、部品の機能を熟知する。
・標準化に基づくものづくりを進める。
・後工程はお客様方式を運用する。

万一、不良らしき内容を
発見したら、ラインストップ
3現主義の実践で原因を
究明するチーム活動を
進める（発生時点問題対策）

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡

問題発生元

問題があれば、

ｽﾄｯﾌﾟひも
を引き、発生
もとへ即時に
連絡～即時

対策を進める。

ｽﾄｯﾌﾟ紐ｼｽﾃﾑ
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（４）カンバン方式

多数ある JIT 手法の中から、最後に、カンバン方式について解説することに

します。カンバン方式は平

準化生産を前提にして、生

産管理システムの簡素化と、

後固定引き取り方式による

『つくり過ぎ防止』を製造

現場で具体化させた方式で

す。1977 年の見学時、鈴村

氏が「近頃、カンバンという

音の響きが良いためか真似

が多い。うちにもカンバン

持って来い！と言って、わ

が社に似せた注文書形態に

した紙をやたら発行して納入品につけ、七夕のようになっているところがある。

七夕にはやたらとフダが多い、あれを見て皆様はカンバン方式と思いますか？」

と話されましたが、これ

も似て非なる TPS・JIT
です。図２３は平準化生

産の際、生産計画を策定

するイメージです。自動

車製造を行うラインで

はコンベアに搭載する

車毎に搭載する部品点

数や組み立て内容が異

なります。そうなると、

コンベアスピードは一

定化できず、動いたり止

まったりというムダが発生します。そこで、トヨタでは、注文を受け、台数をグ

ループ化して、グループ間での総工数が同じになる平準化を追求しました。また、

このような生産計画を基に、「売れただけつくる」ということから、『後工程引き

取り方式』を製造現場で具体化する対策のため、図２４に示した『カンバン方式』

を考案したわけでした。この方式の特徴は、後工程が生産して次工程に持ってい

った（売れた対象）数だけを生産する方式です。その時、後工程が前工程に行き

次の生産対象品を持ってきますが、同時に、引き取った数だけカンバンを置き、

それが後工程から前工程への注文（発注書）になります。前工程は、カンバンに

図２３ 平準化スケジュール対策
（トヨタ見学時「ふんどし」という名で紹介があった）

注文の状況

製品Ａ

製品Ｂ

製品Ｃ

製品Ｄ

受注に合わせた混合生産

平準化したい

標準時間

現状まま
作業時間

の状況

対策：数種製品の組をつくり、組毎の時間のバラツキを減らす、という平準化対策

1 970年代のコンピュータ

を駆使してラインプリンター

から長い紙（スケジュール

検討資料）を出して、何度も

何度も最適の生産平準化

策を練ったが、その紙が

長く、「ふんどし」に似ていた

ため、その名を使っていた。

図２４ カンバン方式の運用イメージ

後工程 前工程

①生産指示
（発注）

②生産計画

③生産実績
フォロー

④現品票
⑤納品書

目的：つくり過ぎの
防止！

売れただけ

前工程に

部品・材料を

発注する

売れる当てがない
もの在庫は持たない

在庫＝罪庫

仕掛＝死掛り

計画＝必要なものを
必要なだけしか製造
しない方式の厳守

トヨタは昭和28年頃赤字、倒産の危機に遭い、・・・ 沢山つくれば安くなる

この理論からの脱皮が

ＪＩＴを生んだ！
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記載された数だけ生産するわけですが、これがつくり過ぎの防止の実務です。こ

のように生産財（中間加工品）と一体になってたカンバンは現品票という機能も

持ちます。以上、この方式では、最終工程に投入したカンバンの枚数＝売れる自

動車の台数だけを生産します。要は、最終工程にカンバンが投入され、生産開始

とする方式であり、各工程に適宜生産計画を指示する方式ではありません。この

方式には大きな前提条件があります。この方式が生まれる前提に、先に本書で解

説した、1965 年の赤字で苦しむ時にトヨタが日銀名古屋支店の命令で自販と自

工に分割され、「自販とった注文以外に自工に発注しない。自工は自販から注文

の無いものを勝手に製造してはならない」という条件の関与です。また、この前

提条件をそのまま製造現場で行った生産管理方式がカンバン方式です。したが

って、この前提を知らないでカンバンを使うと単に形だけが似た形態になり、時

には、先に鈴村氏が講演で指摘された「七夕＝カンバン？」になります。

おわりに

本書は当初、「TPS・JIT に学ぶ」という書名でした。その理由は、赤字・倒

産の危機にあったトヨタ自工の皆様が日夜、世界に無い生産方式を自力でつく

り、それが現在の日本産業の大きな助けとなるばかりか、世界にまで広がり、ム

ダ排除を中心に生産方式を大きく革新という努力を各社でお手本にしていたき

たいと考えたためでした。しかし、現在、この手法の応用は進み、JIT・SCM～

IoT 対策など、多くの対策法の追加が必要で。このような理由で、本書の題名を

「TPS・JIT～SCM 対策」としました。本書が、読者の皆様が工場革新を進める

対策の一助になることを願う次第です。

                                 以上

                  令和・元年 10 月吉日

                QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

【ご案内と関連事項】

① 市場直結型工場レイアウト設計法

http://www.qcd.jp/pdf/corporateActivuty/SLIM.pdf
② JIT・SCM の詳細、並びに、各種文献は OnDeCo シリーズ９に詳説中です。

http://qcd.jp/ondeco/
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