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F.W.テーラーの科学的管理法に学ぶ

                    QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

F.W.テーラー氏（米国・1856 年 3 月 20 日～1915 年 3 月 21 日）は『IE 手法誕生』させ

たお一人であり、産業界における生産技術者なら知らない方はいないほど大きな偉業を残

しましたが、その活動は、上野 陽一氏が、訳・編：産業能率大学出版部刊の著書『科学的

管理法』にまとめた膨大な書があります。テーラー氏が苦心惨憺の中で体系化された内容は、

今も新しさを感じる内容であり、生産現場の管理の基本～人間味に満ちた各種改善が記載

されています。そこで、今回、筆者なりに「改善と製造現場の基本を学ぶ！」という視点で、

筆者達が役立ててきた内容をコンパクトにまとめ、ここに紹介させていただくことにしま

した。なお、この内容は既に URL にて紹介してきましたが、先の紹介と共に、その E-Book
です。読者の皆様には、本書の内容を実務面でお役立ていただくことを願う次第です。
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１．科学的管理法誕生の経過

F.W.テーラー氏は 1856 年に誕生～1915 年まで活躍された方です。氏は、産業界では「第

二次産業革命の時代、第一次機械化に次ぐ問題として、作業現場で働く方々の生産性向上対

策に科学的手法を持ち込み、時計観測データを基に、公平かつ解り易い理論体系を提示し、

各種の労働問題の解決まで納得性が高く、効果的な対策を図った師のお一人です。この活動

をその後、「仕事の科学」という表現で人間尊重を重視した仕事の分析～改善に対し、多く

の示唆を与えてきました。しかし、管理者と労働側という立場とニーズ、さらには、企業の

人的軽視は今も繰り返されています。このため、日本では政府まで企業の仕事の仕方に干渉

する形で、過労死の防止などを始めとした、「働き方改革」という対策を進める状況です。

この問題は 150 年も前から存在する問題だったわけですが、著書『科学的管理法』では、既

に、この種の問題に対する基本的な対処内容を解説済です。

（１）科学的管理法の誕生と F.W.テーラー氏が最初に直面した問題

F.W.テーラー氏の経歴を見ると、彼は、当初、フィラデルフィア大学の入学を狙い、熱心

に勉学していたそうです。しかし、まだ、夜はランプで勉強せざるを得ない環境だったため、

目を悪くして断念、ミッドベール鉄鋼に就職しました。優秀な上に努力家だった彼は、たち

まち、現場管理者に昇格し、現場管理の仕事に就いたそうです。当時の現場管理は、今も残

る「飴と鞭の管理」方式でした。理由はともかく、生産が予定より進んだ場合は現場関係者

を誉める。しかし、たとえ、材料や作業具、設備に問題が出て、生産が遅れると現場関係者

に文句を言うという現場管理方式でした。彼は「このような非科学、非論理的な現場管理の

方式」に疑問を持った中で、後に述べる時計観測による科学的な仕事の分析と管理法を編み

出しました。この経過は、再度、詳しく解説させていただくことにして、著書『科学的管理

法』に掲載された、最初の努力と闘いを紹介することにします。

右図に示したように、

彼が科学的管理法を開発

した時代科学的に公平で

明快に仕事を評価する方

式はなく、大ざっぱに仕

事を分析した結果を用い

て仕事の評価を行う学説

が多数あったようです。

このため、彼が開発した

手法は米国の機械学会に

論文の形で提唱する対策

を選びました。しかし、テ

ーラー氏の新たな方式に

歴史的に発生した科学的管理法の利用
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科学的管理法は公平で明快な仕事の現状の評価にあった。

テーラーは科学的管理法を開発した結果を米国の機械学会に学術論文の
形態で次々と公開していった。しかし、利用は少なかった。

テーラーは、科学的管理法の普及が産業界で広がって
行かない現実を見て、自宅に関係者を集め、直接教育を
進めていった。

科学的管理法の悪用が発生！
・時間測定を行い、仕事の指示を行うと

目覚ましい生産性の向上がなされた。
すると、従業員への説明や解説を抜きに
して活用する例が発生した

ストライキ！
何事もそうだが、資本家の

搾取のための科学的管理法
は、対立を招いた！

テーラーが
直接関与した

職場では、対立
は皆無だった！ 十分な説明

と納得が前提

雇用者＋被雇用者＋現場監督総てを幸福にする手段として活用すべき！

人間工学や行動科学が生まれた。
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対し、現場を持ったことが無い学者達が議論しても実務に役立つ展開とならない状況でし

た。そこで、彼は、自宅に、この種の労働問題で悩む実務家達を集めて、科学的管理法を教

え、広める活動を進めました。すると、テーラー氏ご自身の活動と共に、この手法（時間分

析）を勉強した方達の中から驚異的ともいうべき生産性向上の成果が出てました。ところが、

中に、現場関係者にその手法を活用する目的や手法の構成などを伝えず、管理者側が労働側

の努力を搾取する形で進めた方がいました。当然、生産性向上の努力を進めた現場の皆様に

見返りがありません。悪いケースでは、生産性が挙がった比率で労働者の削減した、という

ものでした。当然、ここでは、不信感がつのり、ストライキが発生しました（後に、テーラ

ー氏は裁判に出されるという事態が起き、科学的管理法の釈明に多大な時間を使うことに

なります）。しかし、テーラー氏が科学的管理法を用いた職場では、作業側の皆様に、科学

的管理法の目的や手法の中身を詳しく解説し、そこで得た利益配分も明確にわかる方式を

進めたため、この種の問題は起きない状況で生産性向上が進みました。氏が、「雇用者＋被

雇用者＋現場監督総てを幸福にする手段として活用すべき！」という考えと共に、人間尊重

を基盤とした科学的管理法の正しい運用が図れていったためでした。この経過は、後に、学

問としても人間尊重を柱とする人間工学や行動科学を誕生させた経過から見ても、搾取を

目的とした従業員管理と、現在、どの企業も重視する「物づくりは人づくりから」の代表さ

れる、人間重視を柱とした科学的管理法の差を示す歴史的経過の意義を示すひとつです。

（２）時間分析と、その活用法

時間分析の詳細は後述することになりますが、左下の図をご覧いたただければ判ります。

今もテーラー氏の時間分析に対し、「同じ仕事を繰り返すコンベアライン向きである」とい

う言を発する方がおられます。

だが、よく見れば判りますが、

この思想の応用は、現在、多

種少量生産を理由に科学的管

理を用いていない企業での問

題解決可能な方式を提供して

きた内容です（左に示した図

の上部に記載した、要素作業

分析の利用と応用が見事に標

準作業分析データの活用方式

を提唱していたためです。ま

た、その後、標準資料法とい

う手法で体系化されました）。

要は、地球上の全物質が、限られた元素の組み合わせで構成されるように、これは、元素に

当たる要素作業と時間が判れば、理論的には、現存し、変化するあらゆる物に対して、その

ミッドベール鉄鋼で得たテーラーの発想
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時計観測のデーター分析から
① 作業を細かい要素分析を

行う。

② 実際の作業は細かい要素の

組合せで見積もれる。
③ 新たな仕事も、細かい要素

データーの組合せで正確に算定可能（怠惰もしにくい）！

旧式な仕事の見積もり：基準が大ざっぱで、納得性が薄い標準の利用
・ 全体（トータル時間）を基に、ある種の理論で算定

・ 著名人などの学説や論文を基に、新たな仕事を見積もる。

・ 予定より早く仕事が終わった場合、理由なく、作業者の賃金がカットされる。
このため、予定に合わせて仕事を終わる（中身はサボタージュ）。

逆に、予定を過ぎると、工場管理者から文句を言われ、賃金はカット！
納得行かない作業者達がストライキを行う。

後に、科学的に公平で納得行く科学的解析が

この誤解やゴマカシのナゾ時に役立った！

科学的分析と
比較した矛盾
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構成と作用などを知ることに似た構成です。このように、要素を基にした仕事の見積もりは、

現在、IT＋AI 技術を使えば、仕事の総てが示せる構成です。

以上がテーラー氏の科学的管理法が最初に直面した大問題でした。そこで、ここで、書の

背景という形で、テーラー氏が創設した仕事と時間、また、仕事を科学的に分析法に対し、

より明確化することにします。

左側の図をご覧下さい。この

図は仕事と時間の関係を示した

構成です。仕事の時間は結果で

す。同じ仕事を行っても、太陽に

当たる技術が低ければ時間は樹

の影の形で長くなります。逆に、

技術を高めれば時間は短くなり

ます。さらに、同じ仕事をして

も、ムリ・ムダ・ムダの無いやり

方になるほど、結果として得ら

れる時間は短くなります。この

図は科学的管理法で提唱する仕事と時間の関係を示した図ですが、これを基に、科学的解析

を利用すれば、図の左下に示したように、科学が持つ特性として、（１）原因となる仕事と、

結果として提示した時間の関係が誰にでもわかる。（２）仕事の時間設定(見積や目標時間）

に対し論理性と定量性に納得が得られる。（３）未来の見積もりや予測と、実測として得ら

れる時間値(結果)の関連が定量的、かつ、明確にわかるため、「仮に、仕事に時間がかかっ

た場合、何が問題(時間を遅らせた原因)だったか？が明確に説明できる」という構成です。

（３）ST（標準時間）カット問題との出会い

管理側が作業側の努力を搾取する問題に、生産性があがると、作業側や時間短縮の改善に

努力した方に報酬なく、管理側が理由なく作業時間を短くして次回からの仕事を強い例が

ありました。ここでは、生産性向上と共に、作業者をリストラし、少ない人数での仕事を強

要する。しかも、時間短縮の内容の公開も行わず、時間短縮（生産性向上）の効果の総てを

管理側が搾取する行動が進められました。このような人間無視の活動に対し科学的管理法

は『ST カット問題』と名付けました（この状況は左下の図に示す構成になります）。また、

この種の行動がここまでに示した来た管理者側の搾取であり、労働問題を起こす要因だっ

たわけです。我々は、今後、この問題の再発を防止する意味からも、科学的管理法の正しい

理解と、企業において活用を図る際に注意すべきです。このため、この点に対し著書『科学

的管理法』は次のような要因があることを示してきました。

労働側がとる行動：同じ仕事なら、定められた就業時間に対して、楽であり多くの賃金が

得られる策を常に意識しながら（考えながら）仕事をする。
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経営側がとる行動：支払った賃金に対して、常に出来るだけ多くの仕事をさせようとする

要求をもっている。

このため、企業において

は、管理側と作業側の相互

に納得がゆく明快かつ科学

的な標準（基準や規制など）

が無いと、相互に敵対する

問題を起こしやすくなる

（科学的管理法が、この相

互不信の種を取り去るツー

ルとなる可能性を高める）。

ため、この種の内容は各社

で明確にしておくことが重

要です。

【映像】 F.W.テーラーの科学的管理法に学ぶ（若くして組長になり怠惰との闘い）

https://www.youtube.com/watch?v=rQ05nQb18qU

２．標準化の設定～活用意義と関連事項

（１）標準時間設定のために必要な要素分析と、その基本要件

右側の図中に比較して示したように、上部に例示した 100ｍ走行に努力する選手の指導に

当たり、全体の時間を見て伝え、

ムード的な注意をする方式があ

ります。これに対し、国際的なコ

ーチは、図の下側に示したよう

に、100m を４つのゾーンに分

け、国際比較と共に、各ゾーンに

最適な強化メニューを提供しな

がら選手の強化を進めます。既

に、この種の方式は、100ｍ走行

選手の強化だけでなく、水泳から

団体競技に至るまで、用いられ、

現在は、この要素分割に加え、ビ

デオのスローモーション解析～モーションキャプチャーなどを駆使した対策が一般化して

います。驚異的な点は、150 年も前、テーラー氏はこの種の解析をミッドベール鉄鋼で用い、
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多くの成果を得てきました。では、その要点を記載して行くことにします。

（２）標準時間活用による仕事の改善～設定と評価について

テーラー氏が実際に要素作業による見積もりを利用した仕事で得た経験を、彼は次のよ

うに語っておられました。「まず、私が行った例では、一般例の場合、新たな仕事が来た場

合、多くの現場管理者は過去の似た事例を探し、勘と経験で見積もってきた。だが、それよ

り良い方法は、私が進めた来た、

過去に行った仕事を要素分解

し、その中身を改善して仕事に

要する要素時間表を用意して

利用する方式であり、この方式

が勝る。新たな仕事と言であっ

ても要素作業の組み替えに過

ぎないためである。事実、私が

作成した方式を適用した結果、

仕事の中身、すなわち、行うべ

き手順と時間が管理側と作業

側の両者に明確だった。このた

め、作業を行うと、作業者にとって、指示～フォローや、万一、新たな問題が起きて仕事が

遅れた場合、その理由や、次回、同じ問題が起きた場合に何をすべきかまでが明確になり、

相互の納得が得られやすかった」という記載しています。この要点は、その後、各社で生産

管理システム化を進める際、次ページの図に整理したように、「どんぶり勘定による生産管

理と標準時間管理による生産管理の差と問題」を示す例内容として、科学的管理法の差を示

す基になりました。さらに、ミッドベール鉄鋼で、彼は多くの機械加工の研究も進めました

（この詳細は本書『科学的管理法』をご覧願わなければなりませんが）。そこでは、作業を

徹底的に分解して、次に利用する場合、見積もりの基となる要素にまで分解した仕事に各種

検討を加えた作業の標準化を図って行くという努力でした。なお、この種の要素作業の設定

に当たり、彼は、ムダな作業は除外する。特に、鉄を削るのであれば、最適な工具の研究（改

良）を進めました。このため、IE の分野では、「テーラーは時計をツールとして標準時間の

確立を図った師」とされてきた結果、テーラー氏は、刃工具を業とする特殊鋼の開発では「刃

物鋼の進化を大きく進めた師」という評価になりました。なお、ここで行われた対策も「ま

ず、対象作業や加工プロセスを要素に分けて測定する。この際、もし、最良の方法と差があ

れば、その要件はムダと定めて改善する」という活動であり、「標準作業の策定は、理想－

現実＝改善ギャップと考え対策する。テーラー氏は、このようにして、その時代で最良かつ

最も経済的な手順を標準作業と定めて仕事の評価を行う。もし、作業中、計画＝標準作業に

よる仕事と、実務の間で問題が起きた場合、この標準を基に、その差をムダとして明確化す

生産管理と標準時間

もし標準時間（ＳＴ）が無かったら！

Plan（計画）

Do（実行）

Check（評価）
目標
計画

現状

作業時間計画（残業？配員？）
日程計画（納期？ネック工程？）
原価？ 能率は？ 稼働率？
・・・・・・ ベテランと新人の差？

出来高目標？
生産性の良否？
改善や問題の定量把握？

決
ま
ら
な
い

立
た
な
い

勘と経験

思いつき
行き当たり
バッタリ管理

どんぶり勘定

良否が
判らない悪循環
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る。さらに、定めた標準時間より短時間で仕事が終わる場合には、必ず改善点があるはずで

あり、その中身を明確にして標準時間を改訂すべきである（改定後の標準時間は、次の見積

もりに使うが、改善に対する報酬は改善した者にある割合で報酬として払い、企業の管理側

が搾取してはならない）」という方式でした。この状況は、後に、前ページの左側の図に示

した生産管理と標準時間設定の基になる内容：テーラー・システムと名付けられ、生産管理

システムの基盤として活用されて行きました。

（３）改善とその評価について

テーラー氏が確立した『科学的管理法』は、総て、彼がミッドベール鉄鋼で実践体験と共

に体系化されて行きました（なお、この内容は書や学説などから得た知識をまとめる方式で

はなく総て、現場で実証しながら体系化した内容です）。その例のひとつを例示することに

します。テーラー氏の体験談によると、「私が担当した職場管理の例では、ある作業者が改

善に努力して 1 時間に 20 個出来るようにした。しかし、経営側は評価してくれなかった。

この職場では 18 個/H で満足していたようであり、20 個/H 生産しても給与をあげてくれる

評価はなかった。はっきり言って「改善の努力はバカバカしいので、これからは行わない」

という話を、テーラー氏は作業者達から聞きました。そこで、彼は、次のような提言と共に、

この企業で刃、評価を変えるよう進言しました。「管理者にこの方の努力を認めない方式を

続ける限り、今後の生産性の向

上は期待できないでしょう。仕

事の評価に対する不信感が増

すためです。働く意欲や改善の

努力を阻害する行為を経営側

は早く排除すべきである！・・

この種の努力を事実として認

めない企業には、この点を改善

することが正義となる！」加え

て、」「もし、ある 1 組の作業グ

ループに対し、一括払いをする

方式も注意すべきである。作業

グループの中には、努力する者

と怠ける者がいる。ここで、一括払いを続けると、努力してきた方達がばからしくなり、怠

け者のペースに合わせる行動に変化する。人の努力には差がある。これを個々にとらえ明確

化して努力する者が報われる集団にしない。集団というものは、簡単に怠惰な方向へ向かい、

全体の生産性はあがらず、人間関係に関する予測しない問題まで発生する。このような問題

の防止に標準時間の設定意義（貢献度合い）は大きい」と、彼は、この企業に進言したわけ

でしたが、この方式を取り入れた企業では経営側と労働側の対立が無く、スムーズな生産管

テーラーシステム

現状の仕事の分析

改善～標準化

改善の結果として標準時間の設定・改訂

生産計画策定

計画通りの生産

計画／実績評価

と改善

管
理
側
の
活
動

個人・ライン目標の設定

目標達成努力

目標達成自己評価
（達成率・実力評価と

改善点の発掘）

作
業
側
の
活
動

改善点の発掘 改善点の発掘

達成度管理＝ ＝１？
目標

実績

Ｆ．Ｗ．テーラー氏による

日々管理・目標管理

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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理が進みました。

現在、この話を基にした標準時間の活用研修は進み、『標準時価の設定意義と活用』が産

業界で研究された結果、

現在、その要点は、右の表

のような形態で示されて

います。この表をご覧願

うと、標準時間は、単に作

業者の仕事の評価だけで

なく、賃金の支払いかを

始め、生産管理を行う上

で基盤となる指標である

ことが判ります。なお、標

準時間は人の作業を中心

にした指標です。生産管

理には他の指標 CT：自動

加工時間における人が関

与する時間、さらには、物の流れ（生産納期）に関する時間：KT などが必要になります（こ

の内容については、また、後の解説にさせていただくことにします）。

（４）レイティングなどの標準時間設定要件について

テーラー氏が時間測定を開始した当初、図に示した標準時間設定手順が、まだ確立する段

階になく、レイティングや習熟について研究が進んでいない状況でした。同じ仕事でも作業

ペースが変われば、観測値が変わるという課題です。この問題は、後に研究され、世界標準

として MTM(通常の作業ペース)と
WF(やる気のペース)ペースが設定

されたわけでしたが、テーラー氏は、

この課題を予測する形で、科学的管

理法の中で「作業ペースが標準時間

の観測地に影響を及ぼすが、この研

究が進み、やがてハンドブックにま

とめられてゆくはずである」と述べ

ています。また、習熟についても、

ミッドベール鉄鋼の体験を述べ、「作

業見積もりをして単価設定をする際、

かつての最高生産性に対して数％の上乗せを行う方式をした。また、この内容を作業者達に

公開して給与を支払う方式を進めた結果、生産性が向上していった。しかし、私は、この種

ＳＴ、ＣＴ、ＫＴ設定の目的と機能

標準時間をベースとした請負単価判定用奨励級などの基礎８

能率管理～技術改善、革新の基礎生産性測定の基礎７

工数、機械時間を原価分析～設定基礎原価管理の基礎６

発注単価、外注作業計画、納期管理基礎外注管理の基礎５

日程、負荷／能力検討、ネック工程対策工程管理の基礎４

生産達成に必要な人数、設備台数算出用生産計画の基礎３

現状のレベルの把握や改善点発掘の基礎作業改善２

製造原価算出の基礎となる工数見積り加工費の見積り１

内 容目 的No
機能

人中心の

作業 ＳＴ

自動化設備

ＳＴ ＣＴ

ーー○

○×○

○×○

○×○

○×○

○×○

○△○

○×○

９ 生産計画、納期管理の基礎 ＫＴ

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

ＳＷ法による標準時間設定手順の詳細

時計（ＳＷ）観測

要素作業分析

時計（ＳＷ）観測

観測回数の評価
（バラツキが大きいと、観測
回数は多く必要になる。）

異常値検定～
異常値除去

× レイティング

基本時間

× （１＋余裕率）＝ ＳＴ

標準時間

余裕率：
① 作業余裕

設備トラブル、段取り
応援、図面チェック、・・

② 職場余裕
時間がのびた朝礼、
簡単な宇打ち合わせ、
問い合わせなど

③ 個人余裕
用足し、手洗いなど

④ 疲労余裕
高温作業の回復
単純作業の疲労回復
など

偶
発
的
に
発
生
す
る
遅
れ

国際ペースに

調整する

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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の方式を毎回続けることは、正当な方式と考えなかったが、不思議なことに、大半はうまく

いった。・・」と記載しています。これも、当時、まだ習熟に対する研究が無かったなかで、

標準時間の活用に対し、必要な課題を明確にしていた一例を示すものです。さらに、テーラ

ー氏は「標準時間の維持には、人的要件の配慮、すなわち作業＋ゆとりの確保が必要である」

という見解も示しました。その例として、著書には、「荷車から石炭をシャベルですくい、

しかるべき場所に卸す作業において、標準を定めて行うと 1 日４０トンが確保できる。ま

た、標準スピードで作業する方を求め、1 トン当たり 4.5～5 セント支払う払う約束で作業

者を募ると、喜んで作業者が集まり、やっていただくことができた。しかし、この種の標準

作業を示さずに頼むと、とても 40 トン/日は無理だった。せいぜい、15 トン/日前後に留ま

った。このため、彼らに確実な作業性を求める場合、労働者の健康を害するほど追い回して

長い時間働かせることが問題ではなく、適任者を探すことと、満足して働いていただく施設

や環境の整備が重要である」という記録を残しています。この要件も、後に研究と共に明確

化された、レイティングの設定条件を見事に提示した事例のひとつです。以上、標準時間の

設定と運用に当たり、テーラー氏は、多くの実践体験を通して、標準時間を守り、高い生産

性を維持する上で必要な要件を実際の作業研究の中で行ったわけでした。さらに、テーラー

氏は、後述する、特に技量の上で高く、習熟を要する作業に対し、作業側に納得が行く評価

制度の研究などへも研究を進め、この種の評価と仕事の価値などを対価として認めて行く

ことが、作業者が誇りを持って仕事を続け、高い生産性も維持できることを、ミッドベール

鉄鋼で確かめていった事例も記録しています。当時、労働組合が「同じ仕事をする方は、同

一賃金の設定～確保」を主張していたそうです。だが、彼は、「人材育成を図り、作業者側

がより高い技能へのチャレンジや努力を促すためには、正しい評価制度を定め、差を認める

方式の方が、同一賃金方式に勝る」ことを、製造現場における実証実験と共に示して行きま

した。このように、テーラー氏は、標準時間の設定と運用に当たっては、仕事自体を良く分

析して、人材育成やモチベーション向上に納得性のある評価を定めることの重要性を示し

ました（野球やサッカーなど、プロスポーツの世界では技量と出す成果に応じ、報酬を払い、

時には破格の報酬を支払うわけですが、工場生産においても同種の内容を実験的に行い、ミ

ッドベール鉄鋼で実施し、労働問題は全く起きなかったそうです。この種の標準化の運用は、

少子高齢化の日本産業で、ダントツ物づくりが望まれる企業で、今後、検討すべき要件の一

です）。

３．科学的管理法を基にした仕事のとらえ方

（１） 製造業に存在する 2 種類の仕事

テーラー氏が科学的管理法を世に広め始めた頃、弟子の一人として活躍された、ヘンリ．

R．ダウン氏が、当時、講演会で面白い見解を述べておられた内容が『科学的管理法』の

著書に述べられた記載があったので、ここの紹介することにします。

次ページの図に示したように、ダウン氏たとえ話では、「谷があり皆が早く簡単に渡り
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たい、というニーズがあった時、大勢の人を集め、土を運び埋めて通れるようにする対策

がある。これに対し、橋を設計して掛ける対策があり、この種の対策の場合、その評価は

「最低の費用と時間で、最良の対策を図った者に高い報酬を支払うべきである！」となる。

そうなると、このケースの場合、技師に高給が支払われ、橋をかけるのではないだろう

か？しかし、製造現場の改善や革新はこの種の例ばかりではない。そのひとつとして、テ

ーラー氏の時間分析がある。この方式は、時間分析を用いて各種の仕事の標準を設定する、

その後、この結果を用い、製

造現場の生産性を 3 倍にま

で高めた。従来、金属加工に

おける刃物の場合、加工中に

刃物(バイト)の欠けが起きる

と作業を中断する問題があ

った。これは、加工時間上、

多大なムダ時間だったが、彼

は、この課題に対し、実に地

道ともいうべき、時間分析の

結果を用いて刃物鋼の大改

善を図った。数倍の寿命を持

つ刃物を製作するキッカケ

は彼の研究が元になった。既に、機械加工の生産性は数倍となったわけだが、このような

努力は谷に橋をかけるに匹敵する功績だったと私は考える！」と述べました。

これと似た話は、筆者は、今も製造業で時々耳にします。ある企業で、IoT を中心に大

投資を計画して工場の生産性をあげるプロジェクトを進めていましたが、「製造現場で IE
分析を駆使して、現場関係者が改善を進めた結果、技術者集団によるプロジェクトの大投資

企画書が出来る数か月後に 3 倍の生産性になり、投資計画は中止した」という事例です。ダ

ウン氏の講演内容は「今も、世の中が注目する IoT などハイライト的な手法だけが、生産革

新のツールではない」ということを示唆しています。

（２）工場管理の解析から学ぶ給与と仕事のスキル評価

テーラー氏が 1903 年 6 月ニューヨーク州サラトガという集会で工場管理について紹

介し、当時、有名になった講演内容（体験事例）を記載させていただくことにします。

「現在、多くの企業では、集団を上手にまとめた実績を持つ方が管理職に抜擢される状況で

す。管理が上手く行くのは自分が経験を持つためです。しかし、このような方が、経験が無

い職場の管理を任されたとたんに、その職場の管理方式が限界を来し、混乱に陥る例です。

ここに、基本的な重要な要件が関与します。「管理の基本は部下である人の能力をいかに伸

ばすか？」という内容です。一般に、個人は企業内で高い賃金が欲しい。だが、集団という

産業界にある2種類の仕事

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

谷があり、簡単に渡りたい！
方式１

力ずくで
埋める！

方式２
橋を設計
して渡る！

仕事には技師と労働がある。

谷を埋める人手を集めて埋める 橋を設計して渡る

テーラー思想：最低の手間と費用で最良の手段を駆使した
者が最良の報酬を受けるべきである！

総て技師だけが
物づくりに有利か？

時間分析で、同じ人数で2～3倍
の生産性を確立、刃物工具を
数倍の切削へという偉業を
テーラーは実践！



11

形で企業に人を抱える企業は安い賃金（トータル費用）で押さえたいというニーズがありま

す。そこで、この解決策となるわけですが、「個人にベテランになる努力を願い、一流の仕

事をする方をその集団に増やす。また、他社より高い給与を個人に払う方式をお奨めします。

この方式の場合、他社よりはるかに生産性が高いので、少数精鋭、トータル賃金は低くなり

ます。これは、他社の 2 倍

や 3 倍で仕事を仕上げる

人材育成を図る対策です。

なお、私の研究と実験では、

このように仕事が出来る

人材でも、一般の 1.3 倍の

給与でベテラン達は満足

して仕事をするという事

実を見つけました。時に「2
倍の生産性をあげる方に2
倍の給与を払うべき」とい

う方がおられます。だが、

私の体験では、実際に 2 倍

払ったとたん、この方達が怠惰になりました。賃金が多すぎる場合、仕事が不規則になり、

道楽に走り、結局、それ以降の努力をしなきなる事象です。このような方達は、「いつでも

高い生産性を挙げられる！」というおごりからか？生産性を挙げる努力を辞めて、当初の働

きより低下して行きます。これが、給与を 1.3 倍程度にした場合、真面目にはたらき、規則

正しい生活と共に、更なる目標へ向かう努力を続けてきました。」という体験談でした。そ

の後、「テーラー氏の基で働く管理者は有能である」ということで引き抜きがあった話と共

に、当時、産業界が注目した例が付加されました。その事例では「他社で 2 倍の給与を貰

い、引き抜かれた方達は、その企業の生産性を挙げたそうですが、全員「生きがいを感じな

い」ということでテーラー氏のもとへ帰ってきた」という多数の事例でした。この事例では、

テーラー氏の企業に戻って方が、皆、テーラー氏に対し、異口同音に、「1.3 倍の給与を貰え

れば、十分！面白い仕事に付き、自分の生きがいがある方が良い」と語ったそうです。「人

はパンの身に生きずにあらず！」という言がありますが、これは「大金を得ることが人生の

目的にする方は除き、現場関係者は人生をかける仕事で、生きがいのある仕事をして、たと

え、1.3 倍という、一見、他からは損をしているように見える評価であっても、正当な評価

をされた職場で働く方が人生の価値が高い」という内容を提示した例として、その後、多く

の方が評価した内容です。さらに、現在、多くの企業における提案・改善活動に対する報酬、

また、図に示したように、協力会社のインセンティブ契約において、30％の報酬を定めて運

用し、納得を得ている例なども、この評価の利用です。

STとインセンティブ契約

１，サプライヤーが自助努力するほど成果を得る取り決め

目的は、金のなる木を
協力しあって育てる対策！

２，利益向上の前提
方式： 標準時間の改善効果

（工数や部品VEなど）

をメリットと定める。
逆に、時間当たり単価は
契約期間中固定。

サプライヤー側のメリット：
改善すればするほど儲かる！

要は、利益増が活動活性の要因

２，利益配分：一種のガイドラインを相互で尊重

次の契約までは下記内容を踏襲する契約を
運営する。利益は均等分割

VE金額
総計

１／３は指導側の
研修費用（投資）
としての支払いに
当てる。１／３はサプライヤー

の改善成果として
（支払い） １／３は指導側の

各種準備や援助
費用などに還元
する。

標準時間×時間当たり単価（￥/分） ＝ 支払

技術対策要件

＝低減すれば

利得あり！

地域相場

＝勝手に低減

すればイジメ！

サプライヤーの

最大関心事！

儲かれば努力が増す！

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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４．各種の賃金支払制度に課業の思想を織り込む方法

多くの実践体験から、テーラー氏は標準時間システムに移行する際の注意点を挙げてお

られます。要は、「人や企業の発展の未来を大きく左右する目に見にくい管理システムの導

入を思い付きや真似で行うべきではない。多少の問題やつまずきが、従業員の信頼を失うと、

それが、大きな誤解や今後の障害になるためである」という注意などです。また、テーラー

氏は「管理システムは対象が異なるだけに、設備導入と異なる注意が必要である」としてい

ます。では、その標準時間システム導入の注意点を挙げて行きますが、内容が膨大、かつ、

記載内容が地域や時代の差などがあるので、ここでは、筆者の経験を基に、現代風に書き換

え解説して行くことにします。

（１） 標準時間システムの導入前に整理すべき基本事項

テーラー氏は「他社の真似や書で読んだコピーを自社に持ち込む前に、次のチェックを提

唱しています。

（イ） 各人が担当する 1 日の課業を明確にする。この内容は、P（計画）-D（実行）-C（評

価）という管理システムの基本事項を科学的管理の中で行うため、従業員に仕事を

指示する前に、綿密な生産計画を作り作業者に指示する。また、個々人の役割分担

と共に、仕事に求めるアウトプット（成果の内容）を明確化する。

（ロ） 仕事がスムーズに進む条件の整備を行う。標準化の内容（伝票を準備し、日報形態

で作業者自身が活動内容とレベル、良否などが自覚できる方式の適用）を管理側が

準備する。

（ハ） 課題の達成状況（程度）に応じた報酬とその評価を明確にする。また、未達や失敗

が生じた場合の責任や処置～評価と今後の対処なども明確にしておくこと（例、部

品が届く際の遅れや、機械故障などは管理責任となる。このような障害で仕事が遅

れる場合、その責任は管理側とする。また、このため、手待ち時間が生じた時は、

現場管理者の指示に従って、別の仕事をするなど、細かい内容をルール化しておく）

（ニ） 標準時間の達成内容は一流の現場担当が仕事をする内容と定めておく。これにより、

作業者が努力し、企業側も他社との競争に勝てる標準時間システムとなる。さらに、

この一流の作業（ベストウエイ）の明示が、仕事を通した人材育成となる。

（ホ） 製造現場においては、直接作業を担う以外に設備のメンテナンス、工具や材料の準

備から、製造現場の仕事が計画通り進んでいるかを管理すると同時に、記録などの

事務がある。このような仕事も項目と内容を明確化して、役割分担を決め、スムー

ズに仕事が進む環境整備をしなければならないが、これも、課業と定め、明確化し、

責任と担当を決めて行うこと。この種の仕事を現場管理者に丸投げする企業がある

が、標準時間システムの適用に際し、この種の内容をあいまいな状態で丸投げする

ことを禁止する。
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（２）生産管理：指示～フォローの基本

  テーラー氏は人への仕事の伝え方を学校教育と比較しながら巧みに解説されています。

「人への仕事の与え方と成果の確認は学校教育と同じ！と考えて欲しい。例えば、学校教育

では教師は生徒に教えた内容が確実に理解され、必要なレベルに達したか否かを常に評価

しながら教育を図る。ある学科において、生徒を教室に集め、「本を読んどけ！」と言って

放置する例はない。このように、まず教師は、「いつまでに○○ページまで行う」と生徒達

に言い、「この内容をマスターすればどの程度の問題がこなせるか？」と考え、教育手順と

共に、教育を進めて得るアウトプットを決め、教え、演習問題などと共に、実践させ、達成

状況を評価して行く。その結果、予定通り出来れば計画達成、出来なければ、各種の修正や

追加事項を加え、必ず、目標と定めた事項の達成を図る、ということを教師が行う。これに

似た、製造現場における、個々の仕事達成の進捗と成果の管理が生産管理の仕事である。

従って、管理者側はその進捗が明確につかめる方式を持っていなければならない。例えば、

ボイラーを使って蒸気を得る場合、ボイラー室に石炭をどれくらい何時までに運び込む

か？火をいつつけ、温度上昇と蒸気発生内容がどうなって行くか、・・終了後に、燃えた灰

の処理を効率良く行うため、どのような掃除の順序と進め方をするか？を現場管理者が現

場の作業者に指示し、フォローするという仕事が必要である。このような仕事は、常に向上

が必要であり、実行内容を指示し、実施結果を記録して、計画と実績の差を評価して良否判

定と共に、この種のデータを次に行う題材にすべきである。もし、このような仕事をムード

的、無管理で行ったら、多くのムダが発生し、その状況もつかめない！

図のように、この種の仕事は学校教育と同じ内容になるが、学校教育の場合、目標を達成

すると、授業は終わり帰宅とな

る。しかし、作業現場では仕事

が無いのに人を残す例が多い。

これは、標準時間システムから

見ると、不操業を示す。この状

態になったら、この職場から人

を引き上げる。他の職場の仕事

に回ってもらうという指示を

すべきである。そうしないと、

標準時間システムの管理上で

問題を残すことになるためで

ある（先に紹介した PAC など

を運用した企業では、改善活動や段取り換えや、日ごろ生産が多忙な時にできない作業訓練

や多能化対策にこの時間を使う対策を進めてきました）。なお、テーラー氏の科学的管理法

には、子供をアルバイトに雇い、小さなネジをより分ける仕事をさせた事例が記載されてい

ます。これは、標準時間システムを用いて仕事をしてもらった例でしたが、「標準通り仕事

標準時間システムと余力管理への展開

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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が終わったら家に帰って良い、遊んでもよい！」としたとたん、士気が上がり、効率化が図

られた例が記載されていました。

（３） 出来高払い適用の際の注意点と、変化する仕事を持つ企業への応用

テーラー氏が提唱した標準時間システムはミッドベール鉄鋼が出発点でした。当時の鉄

鋼生産は、まだ、シャベル作業が主体的だったため、似た作業手段の改善に標準時間を設定

して出来高払いを行うという方式だったため、大半が類似作業の科学的解析ことが幸いし

ました。出来高払いを適用する時、テーラー氏はこの作業をベテラン化して、作業側が働く

喜びを得ると同時に企業（雇用）側も大きな利益を得る方式を探求したわけでしたが、いつ

までも標準という一流作業に達しない方にも注意を払いました。この種の方達を観察する

と、適性が無い方や、最初から一流になる気がなく怠惰に働く方がいることに気づきました。

さらに、この種の方達が給与は低くても、満足して働いているのであれば許せますが、成績

の良い人をねたむ、一流になろうと努力する人の足を引っ張るという行為を行う方がいる

ことに気づきました。そこで、テーラー氏は、標準時間を活用して、レベルの低い方を区分

する対策を進めました。具体的な内容は、標準作業の手順を要素毎に徹底教育して達成に努

力願う。その際、適性が無く、努力をしない方は、他の職場に配転、または、辞めていただ

くという処置をとりました。すると、テーラー氏が関与し標準時間システムを駆使できる作

業者は一流の仕事をしました。このため、標準時間を達成していったベテラン達には 1.3 倍

の給与を支払ったそうですが、この種の方達の中には、技能向上が昇給増加につながること

を良く知っていた方ばかりだったそうです。厳しい雇用形態ですが、「高い給与を支払って

も、少数精鋭で高い生産性を維持する企業は収益性が高いことも、雇用側が標準時間管理を

導入していった要件になっていった」という事例です。

標準時間システムは、やがて、多種少量生産や毎回異なる仕事を行う企業に広まって行き

ました。この種の業務は多くの仕事を分析して指示～フォローせねばなりません。ある程度

対象が増える程度であれば、仕事を分析して標準化する。標準時間を基に具体的な仕事を伝

票システムで指示する。その結果を定量的に評価するという管理・間接業務に人の増加を認

めることができますが、仕事の対象が増えると、テーラー氏が行った緻密な管理ができない

危険が出てきました。このような時、H.L.ガント氏が標準時間の測定結果を利用して、対象

とする仕事にある比率を掛けて算出する方式を考案しました。テーラー氏はこの工夫を誉

める形で書に評価した結果を掲載しています。原理的には、次ページの図に示したように、

よく起きて、他のモデルになる仕事を徹底分析する。実際の仕事はモデルを中心に触れるわ

けですから、その変化する内容を係数という形で準備しておき、実際の仕事が来た場合、モ

デルに係数をかけて標準時間設定を行う。この場合、作業手順はほぼモデルと同じです。ま
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た、時間は、例えば大型設備を使う仕事であれば、それに合った係数を利用する。小型設備

を使う作業なら、小型設備に合わせた係数を使うといった具合にして、標準作業手順と、テ

ーラーが行った測定値ほど正確

ではありませんが、実践した時間

とほぼ同じ時間設定でした。そこ

で、テーラー氏はこの種の標準時

間を目標時間と定め、出来高払い

に使用しました。加えて、ここに、

テーラー氏が行ってきた生産管

理システムを活用し成果を挙げ

ていったわけでしたが、すでに、

このモデル思想は、その後、産業

界で一般化し、(a)日給による日々

の作業指示～フォロー、(b) 出来

高制の適用、(c)改善で時間短縮がなされた場合の報償、などと共に、(d)この仕事の対象に

応じた比率を巧みに駆使した方式は生産管理システムの円滑化と管理部門の事務工数を大

幅探減しました。当然、この方式を採用した企業では、作業毎でベテランの育成も果たして

いったため、テーラー氏は「標準時間システムの巧みな展開法」という評価をしました。特

に、テーラー氏は 1895 年に数千枚のハガネを用いた火づくりという成型作業にこの方式を

適用し、多種少量生産形態の産業に対し、1 日４個程度だった生産を 10 個が間違えなく生

産できる方式を実現させました。ここで特記すべき事項は、作業分析の導入でベテランの仕

事と変化要件が明確になった点です。その他『科学的管理法』には、(a)貨車に用いる外輪製

作作業（ミッドベール鉄鋼）への適用、(b)マサチューセッツ州のシモンズロリングマシン

社における自転車球製造と同社における球の検査への適用、などが記載され、それぞれ破格

の成果を得た例が掲載されています。さらに、ご自身の手法の限界を破った方がいると、そ

の活動と内容を科学的に解析して、さらなるベテラン化の追求を進めたそうです。「改善は

永遠なり」と言いますが、人の工夫は限りが無いことを示した例のひとつです。

（４）マサチューセッツ州のシモンズロリングマシン社の事例

企業が問題解決を図る際の教えに「謎解きは先例に学べ」というガイドがあります。先般、

あるめぐり合わせから、筆者が、農産物の梱包～発送業務の効率化対策に対する支援を頼ま

れた時、「従業員の中におしゃべりを目的にわが社に就職した方がおり、大変困っている・・」

という相談がテーラー氏にきました。当然、この企業では、採用時にその種の規定を示し、

禁止事項の罰則などと共に契約しておく処置が必要だったわけでしたが、雇用の関係から、

その種の厳しい契約はしていなかったそうです（はっきり言って、筆者にはその種の対策の

経験が無いため、返答に困った体験を持ちます）。しかし、テーラー氏は、既に、この種の

モデル思想

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

改善後の
モデル

変化する中で基盤と選定可能な対象
＝モデルに

選定！

これを題材
（対象として
改善する

常に変化
だが、明らかに
改善効果は創出



16

問題をシモンズロリングマシン社で見事に解決されていた事例が『科学的管理法』に記載さ

れていたので紹介させていただくことにします。

テーラー氏の実施事例は次の通りです。「ここでは、時間研究を進めて行くと、女工達が

怠けたり、しゃべったり、ポカンとしたりして、かなりの時間を空費していることが判った。

私は仕事中のおしゃべりをやめ

させるために、女工たちが作業

する席を離した（最適作業を標

準化するために行った作業レイ

アウト改善）。・・午前と午後に 10
分間隔で休みを入れ、その間は

席を離れてしゃべっても良いこ

とにした（おしゃべりタイムを

制度化して徹底的に話させる対

策を進めた）。この方式で、女工

たちは仕事がやり易くなり、お

しゃべりも会社が認めた。する

と、その途端、女工たちはいままでのように働くようなふりをしないで、一生懸命働くよう

になった。そこで、出来高払いを実施し、率を異にした高い単価を支払った。この改善の目

的は、検査の正確度を目的だった。なお、女工の仕事は 1 時間毎に測定し、標準時間との関

連で、遅れているか？進んでいるか？わかるようにした。遅れが発生した女工に対し、職長

は助手を使い、遅れているものを励ます。課業に追い付くよう面倒を見る仕組みを進めた。

その結果、この方式で 120 名を要した仕事が 35 名の女工でできるようになり、労働時間は

1 日、10.5 時間から 8.5 時間になったが、生産性を挙げた女工たちの収入は 3.5 ドル/週か

ら 4.5 ドル/週だったものが平均 6.5 ドル/週から 9.00 ドル/週となっていた。このように一

人当たりの収入は増加したが、不良率は標準作業適用前に比べて 58％低減するなどの成果

を得た」という内容でした。また、この例でも、女工たちが集中可能なベストウエイを標準

作業として設定し（標準作業設定時におしゃべりができないレイアウトで最適化した作業

とした。短時間だが、おしゃべり時間をあえて認め、設ける方式は女工たちのニーズを満た

す事例で、テーラー氏が人間性を十分に組み入れた対策を進めていったことが判ります。

先の、農業関係者が筆者に相談を掛けた話に戻りますが、筆者は、数 10 年前、この文面

を見ていました（書に線を引いていた）。先の相談の際、「もし、この事例を覚えていたら、

解決策が相談できたのではないか？」と反省しました。

【映像】標準時間の設定と活用意義（テーラーの科学的管理法）

https://www.youtube.com/watch?v=mkeCwtX5_TU
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５．職長による現場管理制度の改革

テーラー氏は、日本で言うなら、過去行われてきた現場管理や戦国時代に親分を中心とし

た軍の統制に似た製造現場管理方式対し、標準時間（ベストウエイ設定）内容を用いて行う

科学的な現場管理を提唱した」と、言えるのではないでしょうか？そのような事象を示す例

として、テーラー氏は「当時、大手企業に紹介しても誰も興味を示さなかった。そこで、フ

ィラデルフィアの小企業（加工を中心にする企業）ミッドベールスチールで成功を収めた。

大手企業は、その結果を見て取り入れていった」という経過を書中で紹介しています。対象

は異なりますが、これに似た例は、今も多数の例があります。例えば、SCM です。今や、

この方式は Web＋通販と共に、家電や PC 販売に欠かせない武器となっています。SCM を

創設した例として、米国で大学生の時代に手作り、ガレージで仲間と共に PC を製作～販売

～大手企業になったデル社を創設したマイケル・デル氏の努力がありましたが、SCM を始

めた頃、大手企業は完全に無視していたためです。では、話を製造現場に戻し、組織と第一

線監督者（職長）の仕事の機能と持つべき能力について解説することにします。

（１） 組織の在り方と職長の能力

テーラー氏が書で紹介している内容は、「大手企業で優秀とされる経営トップ経験者が中

小企業に転職した場合、大半

が上手く行かない。その理由

は、中小企業では、管理とい

う仕事に多くの項目と複雑な

内容があり、大手企業で難し

く複雑な業務を部下達に任せ

て上手く進んだ管理者には、

経験も、問題解決ノウハウも

ないためである。」としていま

す。この理由を分析すると、

左の表で判ります。生産業で

は、現場管理者が関与する仕

事は多岐に渡ります。したがって、仮に、その一部に秀でても、その方が多くの分野でプロ

的な活動を進めることが難しいためです。

この種の対策に対し、テーラー氏は、管理という仕事を詳細に分析し、組織体系の現状と

問題について次のように結論づけました。「現在、多くの企業が用いてきたのは軍隊式の組

織体系である。この方式が上手く行くポイントは「各小組織の仕事と役割に優秀な現場管理

者を持つこと」であり、優秀な現場管理者の有無が生産スムーズ化の決め手となる点にある。

逆に、この種の組織に対し、新たな仕事(変革)を求める時、職長たちの考え方ややり方を大

きく変えなければならない。ここには多くの困難を伴う。」テーラー氏は、この種の変化対

今も変わらぬ工場における第一線監督者の責任分担の例

◎購買○協力レベルＵＰの指導・評価

○協力◎各職長日常管理

◎購買○協力契約管理

◎購買○協力◎新規選定外注管理

◎生管○各職長納期改善

◎権限委譲◎各職長出荷フォロー

◎生管○各職長出荷・納入計画出荷

◎各職長○各部長合理化案提案（自動化）

◎各職長□フォロートラブルシュート

○参画◎各職長○指示問題の抽出

○作成○◎業績評価

◎権限委譲◎各職長□フォロー実行

○各職長◎各部長調整・徹底

○協力◎各職長○承認人・物・設備・計画立案製造

◎各職長○各部長実績フォロー

実務

◎各職長○各部長計画立案資材調達

スタッフグループ長職場長課長工場長業務機能業務区分
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応を進める際、職長が持

つ能力を９件としまし

たが、その内容は、ある

意味、現在、多くの企業

で展開中の要件であり、

図で示した『現場管理の

６大能力』の活用と向上

策を示唆する内容でし

た。では、テーラー氏が

これから提示する「機能

式組織体系」と、この種

の項目の解説を紹介す

ることにします。項目は

以下の通りです。

(1)持って生まれた知力、(2)時代にあった教育レベル、(3)専門知識と手先の器用さ、(4)手
腕（各種問題や課題、変化に対する機転を利かして目的を達成する力）、(5)精力（テーラー

氏の解説は、部下育成に際し、やって見せて、教える能力：トヨタでは新たな仕事などを部

下に教育して手渡す際、職長が実践して教えるという方式ということですが、この際に必要

な要件を例示した内容）、(6)勇気、(7)正直、(8)判断または常識(テーラー氏は機械作業にお

いて故障を防止するために必要な設備５S を例示しています)。(9)健康。

以上、テーラー氏が機能的組織を科学的に運営する際に必要な職長の９つの能力として

いるわけですが、科学的な現場管理方式を投入する時、最初から、この４つまでを持つ職場

があったが、9 つ総てを持つ管理者にめぐり合わなかったそうです。そこで、テーラー氏は、

この面の能力開発を含めた対策と共に、機能的組織の具体化を進めました。

（２） 機能的組織を効果的に運用する要件

製造現場で職長が作業者達の標準化達成への集中度が大きく関与します。要は、作業者達

が最高・最良の生産性を挙げていただくためには、作業指導と指示・フォローに集中して行

く活動に、職長がどの程度集中できるか？という条件です。この対策は現在、製造スタッフ

や IoT 環境がカバーする内容になっているわけですが、その種の事項が解析されていなか

った時点で、テーラー氏は次のように解析し、対策内容を示しました。

(a) 生産計画策定業務は職長の仕事から外す。かつて、各職場で職長の技量に頼って作成し

ていた仕事の設計、工程手順の設定などの計画を専門スタッフが行う。

(b) 各所のノウハウを集めた事務処理システムを探求した上で集中化する（各職長に丸投げ

しない）。これにより、かつて、この種の仕事と能力まで求めたスーパーマンの登場を

待つ現場管理からの脱却を図る。

第一線監督者に必要な6大能力とは？

0

5

10

15

20
①表現力

②傾聴力

③説得力

④管理力

⑤改善力

⑥企画力

過去

現在

将来
仕事のプロとして、将来を見つめ
部下を育て、成果を出して成功

体験を通した人、夢づくりに努力！

国際レベルで

自己評価～育成

５

小さなアイデアの積み重ねが大きな成果につながる・・・・・・・４

アイデア貯金箱と共に、自分はメモを持ち歩き、少しでも役に立つ案がある
とメモをとることを行っている。

３

改善とは忙しい時ほど種が探し易い、また、生産低下やヒマなときこそ蓄え
たアイデア実施の時期と考え、種探しや実施に努力している。

２

改善の必要性を持ち、忙しい中でも時間をつくり、改善のための種探しや
改善の時間をひねり出す努力を払っている。

１

評価評価・育成項目（チェックポイント）No.

例：改善力自己評価表 評価は 大変良い◎：2点～努力を要す△：０点

国際的な力量の
高いフォアマン

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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(c) 各種の準備作業は職長の仕事から外し、専門分野を設けて専門的に行う。この種の準備

作業の専門化と改善により、現場直接作業者が行う仕事の効率化を図る。

(d) 速度係（生産管理部門による進捗管理部門）を作り、P（計画）－D（生産活動）－C（評

価）を客観的に行い。もし、計画通り仕事が進まない場合、問題点を定量的につかみ、

計画通り進める改良策を指示する。

(e) 検査係をつくり、現場指導と共に、不良を作らない厳しさ（標準化＝最良の仕事の順守）

を徹底する（今まで、職長が自己の職場で適宜配慮しながら行っていた、標準化順守の

問題を職長から切り離し、決めた標準化の徹底を進める）。

(f) 修理係をつくり、設備故障～現場指導の専門職化を図り、常に、最高の生産設備条件で

仕事が出来る仕組みを運用する。

以上、このような内容は職長の職務分析と、先に紹介した能力の区分になるわけですが、

当時、工場トップと職長だけで仕事をする組織に製造専門スタッフという形を作ったとい

う内容は革命的な組織改革でした。その理由は、かつての製造現場は、大きな能力差がある

状態を知りながら、この種の仕事を各職長の能力に頼り、丸投げしていたためでした。

（３） 生産管理（生産計画室）の役目

現在、ラインとスタッフという区分は製造業で当たり前の内容になっていますが、この基

はテーラー氏が構築した機能

的組織体系が基になっていま

す。では、その中で、テーラー

氏が詳細に示した生産管理の

項目と役目について、紹介して

行くことにします。

(a) 仕事の順序と手順の指示(標
準化の内容を仕事毎に現場指

示する活動)
(b) 指導票による指示とフォロ

ー。これは、現在、生産管理部

門が統括する作業指示だが、こ

の指示を受け、職長がその詳細を各作業者に指示し、実行をフローする（このような標

準化の教育～指導、達成度評価を現場管理と言う）。

(c) 作業時間を基とした原価管理：作業時間の大小は、その仕事に当たる作業者数そのもの

に関係します。同時に、この賃金の支払いを基盤とした諸費用の支払いは人件費という

形で原価に直結します。この種の原価は経理部門で集計されるわけですが、(a)と(b)が
その内容を決めていて、結果の集計を経理が行って行くというプロセスを知るならば、

現場管理の計画段階で徹底的なムダ排除が必要である活動の重要性を意味します。

広義の生産管理の範囲
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(d) 訓練係の設置：(c)の要件と標準時間＝最良の手順の指示～フォロー対象という意義を考

えると、作業者の技能と努力のレベルは標準時間の達成度で評価する方式が公平で明快

な作業者評価となります(実力主義評価システムの基盤要件)。逆に、標準時間は人材育

成の道具として使うべきです。テーラー氏はこの考え方で、時間を道具に人材育成（含

む達成に応じた作業者の収入増強）を進めました。

1990 年代、「中国との 1/30 の人件費差には勝てない」ということで、Y カリスマコンサ

ルタントがセル生産を提唱、図の右側に示したトップランナー方式を提唱したことがあり

ました。一時、テレビ局が取り上げ、多くの企業が流行り病的に導入しましたが、この企業

から、筆者に評価と見直し依頼が来たことがありました。「歴史に学ぶは智者である」とい

う格言があります。ここでは、こ

の言を証明するかのように、筆

者達 IE を知る者がこの種の企

業の支援に向かうと前ページの

下図の状況となりました。この

例が示すように、我々は、「テー

ラー氏が行ったような方式で、

現実を詳細に分析した後に、最

新の科学的対策を活用すべきで

す。この手続きを放置して、カリ

スマ的な手法に飛びつくという

ムダをすべきでは無い！」とい

う考えます。

６．生産計画部の任務

当時、職人芸を中心に企業が大きくなった製造業において、各職長に丸投げする形で行っ

てきた生産管理を１つの工場の機能として明確化して行く苦労は大変だったと考えます。

この種の変革をテーラー氏はモデル企業を定め、各種の実験を兼ねる形で体系化していっ

たわけでしたが、ベツレヘムスチールで体系化した内容を現在の視点で整理することにし

ます。

（１） 生産計画・管理部の 1 ヵ所化

IoT の現在、生産管理システムで最適計画を編成し、PC の画面で最新・最良の内容を現

場指示の形で各製造現場に指示する方式が一般的です。また、現品管理や進捗はバーコード

などの端末を使って正確、かつ、精度よく行っている企業が大半ですが、当時、この種の IT
機器が無かった段階でテーラー氏は下町にばらばらにあった管理・間接を中心とした管理

部門を工場の中心に移動させ、集めて、生産管理情報と指示～管理の一元化を図りました。

1990年頃にも見られた

２つのセル生産アプローチ

第
１
回

第
２
回

第
４
回第

３
回

第
５
回

科学的標準時間にも
とづく達成度管理

トップランナー方式で

は、科学的根拠が不明

？
（目標の

設定根拠

が勘と経験）

遅い作業者

なぜか？早い作業者

人のやる気と信じられない成果

の上がり方をするという神話？
をﾍﾞｰｽとした競走方式

誰でも学べば出来る対策法

＝標準時間を活用した

達成度管理方式

勘と経験による指導と

生産達成の状況
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（２） テーラー氏が実施した生産管理室の仕事（機能）

  生産管理という仕事と機能を明確化した成果は次のような仕事と効果を生みました。

(a) 全受注量を分析すると同時に、保有する設備などを徹底的に有効活用してムダの無い

生産計画を策定する。この内容は、当時、行き当たりばったりで個々の職長に丸投げ

していた、活動を統合し、工場活動を開始する前に目標とする最良の予算となった。

(b) 各工程では、最良の仕事が円滑に進むようにするため、標準時間管理を適用する。こ

のため、各工程の作業実態を分析～改善するため時間分析と改善を行う部署を設けて、

専門化の活動を進めた。これにより標準化＝最良の仕事とした。

(c) 材料、仕掛、使用工具など、生産に必要な資材を正しくつかむ事務形態を運用した。

(d) 中央統括した生産計画部から一元化した生産計画を各部署に出す方式を運用したが、

“チクラ”と名付けた差立盤を各工程に設置して、生産指示を伝票で割り付け、見え

る化対策と共に、生産の指示、進捗などが判る仕組みを運用した。

(e) 機能組織による生産管理は、標準時間の達成の良否が工場収益～生産のスムーズな遂

行や人材育成にも大きく関与する。このため、標準時間（最良の仕事）の達成が困難

な作業者は区分して教育訓練を進める専門部署をつくった（含む適正評価）。

(f) 勤労部門をつくり、出勤率の管理と向上、災害を起こさないための安全管理の徹底を

進めた。

(g) 特急品、突発不良などの発生に対し、この種の特殊品をスムーズに生産計画システム

と共に消化させるため、専門部署を設け、専門的に対策を図った。

(h) 生産計画は、受注変動や将来予測が必須要件となる。この種の業務は上記の日常活動

と区分して、専門部署で検討を進めた。

以上、現在どの企業でも必要、かつ、実施すべき事項を計画部という管理部門に集約し

たことが、いかに製造現場の頭脳的な役割として重要だったかが、分かります。

（３） ベテラン重視の企業と、標準時間活用による科学的管理の差異

  テーラー氏が提示した、当時は新方式だった、標準時間を活用した科学的管理管理につ

いて、「産業界が総て大歓迎！」

というわけでなかったようです。

このため、テーラー氏は図のよう

な解析をして、その差を明確にし

てゆきました。この対策で、ミッ

ドベールスチールでは、修繕工

（間接部門）を 1/3 化、ベルト式

旋盤を駆使した企業では 2 倍の

生産性となりました。

標準時間を用いた管理と職人中心の現場管理の差異

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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現場管理～良否判定などが、数値を

ベースに科学的に進めることが可能
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７．標準時間管理と機能的組織へ移行する際の注意

（１）新生産管理方式への移行上の注意点

  先の解説のように、テーラー氏は、従来行われてきた職長に丸投げして職人達に頼る生

産方式から科学的管理法へ移る際、次のような注意事項を挙げてきました。

(a) 経営者が科学的管理に正しい知識とメリットを持ち、以降する方針を貫くための条件

新管理システムを適用しても、具体化するまでに経営層が心変わり（方針転換）してし

まうと、無意味な活動となる。その対策に、(1)まず、経営トップに対し、新生産管理に移

行した場合に得るメリットを伝え、理解願うことが重要である。特に、作業者の賃金はあ

げるが、それでも利益増になることを正しく理解願う。(2)今まで頑張り、企業を支えてき

た職人達を敵にしてはいけないため、急激な変化でなく、段階的な変化を進めること、(3)
但し、大変化が完了した段階で、今まで重要であり、評価が高かった人の中に、新生産管

理システムについて行けない方が出てくることがあり、辞めていただかなければならない

という覚悟が必要である。しかし、(4)以上、(1)～(3)の内容が、企業として理解されるよ

うになるまで、これから解説して行く、地道な活動と従業員教育（含む、情報伝達活動）

が必要となる。以上、(5)生産管理システムには労使一体となった取り組みになることを企

業全体が理解しながら進める必要性を、著書『科学的管理法』では、実体験と共に記載し

ています。

(b) 新生産管理システムへ移行する際に必要な活動

新生産管理システムへ移行の際に、特に必要となる項目は次の通りです。

(1) 経営トップはもとより、重役たちが、トップの方針を基に取り組む行動が一種の精

神的な革命に近いという内容になる（トップ自らが重役達を説得する要件）。

(2) 新生産管理システムの適用で生産性が従来の２～3 倍が可能になると分析内容に対

する経営層の正しい理解（現在はこの種の企画書が出て、経営会議で承認された後

に実効すべき内容を示したもの）

(3) 新生産管理システムへ移行することで、従業員が賃金増になるという保証（但し、

科学的管理法の正しいが必要）

(4) 改革の対象が、(ｲ)仕事を進める上で必要な用具及び方法、(ﾛ)標準作業の設定と利用

（維持管理～改善）、(ﾊ)経営トップが望んでいる方針と目標の達成であるという理

解が、その企業（組織）に必要である、という前提を基とする。

以上、現在、新生産管理システムに移行の際にも必要となる事項について、テーラー氏は

新生産管理システムの導入を行う体験の中から、要件を整理していったわけでした。

【映像】標準時間・生産管理への活用（テーラーの科学的管理法）

https://www.youtube.com/watch?v=ZdiyDiUy9g0
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（２）工員達の意識改革に必要な要件と、時代や体制の変化について行けない方への対処

テーラー氏は、かつて行ってきた現場管理（職長丸投げで生産を行ってきた方式）に対し

て、科学的管理法を適用すると２～3 倍もの生産性を出してきた事例があるにもかかわらず、

その状況を見て、科学的管理法を横目に見るだけの企業が多い状況を見てきました。その理

由に、(a)生産性を挙げた者(標準時間の達成努力を図った者)が、その努力に見合った報酬を

受け取るという現実が理解できない。(b)職場において、標準時間達成に対する努力して達

成することが、従来のままの生産性で給与を得て来た作業者（標準時間達成努力をしなくて）

も許してきた企業判断に甘える。(c)会社側も標準時間達成努力を正しく理解して努力しな

い者は会社を去る以外に道

が無いという現実的な内容

と、判断をやったことが無

いし、やる勇気がないとい

うがある点にテーラー氏は

気づきました。そのため、こ

の種、新時代の手法を企業

に取り入れていただくため

に、『科学的管理法』の中で、

図に示した段階的な意識改

革の道(アプローチ手順)を
ガイドしてきました。この

図は、筆者が書の内容を図

化しました内容ですが、大変革に当たり、注意すべき事項が極めて実務的、かつ、段階的に

まとめられていると思いました。その理由は、かつて筆者は日立 G 大手企業㈱で生産管理

システムの IT 化から、各種工場の管理方式などの革新プロジェクトを実践してきましたが、

関係者と十分に検討した上で、図に似た形態を進めてきたためです。その後、JMA でも各

社を支援する中で図に似た内容を進めてきましたが、「対象は様々ですが、その種の皆様全

員がスムーズに新方式を具体化させて行く際に必要な事項の大半が、この図に注意点の形

で記載されている」と考えます。

（３）テーラー氏が科学的管理法を企業で具体化して行く中で明確になっていった事項

テーラー氏が科学的管理法を各社で展開して行く中で判った事項をまとめると次のよう

な内容でした。

(a) 職長の仕事は部下育成（現在、「物づくりは人づくりから」と言うがその要件そのもの）

同時に、現場関係者が中心となり、自職場を更に伸びるような自主的な活動が進むよう、

職長は自己の能力開発に努力すべきだが、科学的管理法はその種の内容と行動を助ける

要件を持っていることが確かめられた。

テーラー氏による『科学的管理法』アプローチ・ガイド

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

今まで、職長
任せで、勝手
気ままに作業
する方式
（しかし、同一
賃金形態）

新制度では
新賃金評価
方式が
必要！ 改良型日給制

の基で、仕事を
して努力し、標準
時間の達成と共に、
高い生産性を得た
者の給与アップを
図るが企業側も
儲かる実証をする。

成果を拡大
ずる形で波及
する！

モデル職場
をつくり、
標準時間に
よる現場管理
を適用して、
成果を示す！ 新制度を実施

して、周りに
教えて行く
現場管理者を
決めて、任せる
（但し、後戻り
絶対無しの
形態を貫く！）

その企業全体に
波及～拡大する！

科学的管理法の波及と
展開に向く職長の人選を
進める。同時に、自ら、
科学的管理法の要点と
良さを理解し、的確に伝え
られるようになるよう、育成
を図る。また、生産性向上
のためと言い、品質低下
を許すことは、絶対禁止の
厳しい規定を運用する
（この活動に不向きな者は
即座に外す！）

科学的管理法の波及を行う職長の人選は重要である。従来
職長として人気や上の信頼が高い者を選定すると誤ることがある
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(b) 職長は標準時間を基に自己育成を図る者を見出し支援して伸ばす活動が進む。

作業者の中には言われたことだけを忠実に行う者と、自ら学び、自ら改善を進め、標

準時間の低減＋品質向上→生産性の向上努力を示す者が出てくる。この区分を職長がつ

かんで、人材育成を図ることが重要である（現在は 2:6:2 の原則が理論体系化され、重

視されているが、職長はやる気の無い者（2 割）は、気になっても、一旦は放置して、

やる気の 2 割をつかみ、その方達に注力して人材育成と現場の意識改革を進める対策を

示唆して内容）。

(c) 計画室は第三者的な活動を行うことが重要である。

計画室は各職長の仕事ぶりを見て、優秀な職長を支援し、他に波及するという役割を

持つ。この時、科学的管理を基本にして行うと、管理の向上が定量的、かつ関係者に納

得行く指導となる。

(d) 多能化の醸成

当時の生産状況や管理方式に多能化対策は未だなかった。しかし、標準時間システム

を活用すると、例えば、「1 日の仕事が計画的に終わった時、その余力をいかに使うべき

か？」ということが誰にでも明快・容易にわかるため、多能化を予兆する内容が書に記

載されていました。

(e) 人材育成の項目と対象、程度の明確化

標準時間は最良の方法を定め、その達成努力を作業者に願う方式でです。このため、

この内容が職長だけでなく、作業者に明確になっている環境では、誰に何をどの程度力

量向上すべきかが、定量的にわかります。このため、職場（組織）内で、人材育成（含

む自助努力）の内容が明確になる。

８．単位時間の研究

（１）単位時間研究の必要性（含む、進め方と効果）

テーラー氏は 1883 年にミッドベールスチールで職長を担当する中で、「現場管理を科学

的に進めるべきである！」という考え方

を築き、作業時間の分析を開始しました。

この時の内容をテーラー氏は図に示し

た形と共に、次のように説明しています。

「今まで、作業の推定に、職長達は過去

の作業時間の記録を調べ、作業時間と単

価決定を推定してきた。しかし、私は 1
年間、単位作業に対する時間分析を行っ

てきたが、そのデータを基に見積もりを

行うことの方がはるかに簡単であり、信

頼性が高いことを認識した。・・」ということですが、ここでテーラー氏が行った内容は、

生産管理と標準時間
もし標準時間（ＳＴ）が無かったら！

Plan（計画）

Do（実行）

Check（評価）
目標
計画

現状

作業時間計画（残業？配員？）
日程計画（納期？ネック工程？）

原価？ 能率は？ 稼働率？

・・・・・・ ベテランと新人の差？

出来高目標？

生産性の良否？

改善や問題の定量把握？

決
ま
ら
な
い

立
た
な
い

勘と経験

思いつき

行き当たり

バッタリ管理

どんぶり勘定

良否が
判らない

悪循環
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①要素ごとに分けた仕事に対し、ストップ・ウォッチ（SW 法）を用いた時間測定、②この

際、各種設備能力をフルに引き出す対策（ベストウエイを決め、次に作業する際、指示して

おく条件の明示）、そして、③新たに行う作業見積もりに必要な時刻表の準備でした。この

種の仕事は極めて地道な仕事でした。しかし、ちょうど、列車の時刻表のように、どこへ行

くかが決まれば、高い信頼度で到着可能なデータベースを作ったわけでした。SW 法による

時間分析で大切な点は、図のように

要素作業を定めた時間分析と共に、

測定に際して作業する現場の方達に

その結果を告げ、共に改善を進める

点にありました。この内容は、オリ

ンピック選手の記録を取り、測定結

果を基に、更なる高みを研究する取

り組みに似ています。要は、ムダ排

除により、効率が良い仕事を追求す

る対策です。

これを参考にして土木建設を行う

サンフィード社のサムソン氏は、テーラー氏の指導の下で建設関連の作業時間の分析～時

刻表を作成していったわけでいたが、何と、250 ページに及ぶ時刻表作成に 6 年を費やした

そうです。しかし、この間にサムソン氏は多くの改善を進めることができました。このため、

時間分析に要した時間と手間をはるかに超えるメリットを得ていったそうです。なお、サム

ソン氏の素晴らしい点は、この分析と改善に作業関係者を巻き込んだ点でした（テーラー氏

の教えを生かした活動）。要は、作業分析と改善内容、どのように時間が構成され、管理側

が使って行くか？を公明盛大に行ったことで、現場参画で納得性の高い標準時間の設定と

活用が進んでいったことが、

書に記録されています。また、

ここでは、図に示した連続観

測が用いられたわけでした

が、作業測定時の発生する現

場作業上、遅れを発生させる

要件なども明確にし、改善し

ていった経過が記録されて

います。筆者を含め、かつて、

IE 手法を学んだ者にとって、

なつかしい時間分析に、この

ような人的にやさしく、現場

参画による時間測定の背景

時間観測の方法

【測定方式】 ① 連続法 ② 早戻し法

作業が入れ替わった内容を示す

何か（XとY）の要素が入ったことを示す
この場合はX=○○ Y=◇◇と時間を

記載する

測定中大きい、と感じた値

異常に大きな値があれば

後で異常値検定を行う

時計の読み横型観測用紙の例

・・・・・○○○５

５４５４４・・・・・○○○４

４５４５９９－↓４７３３３８・・・・・○○○３

９３８９４１０２０９８２１０３５・・・・・○○○２

１０２９９７９－110１１６９１０２５・・・・・○○○１

正
規
作
業

１６１９１５４０－M１６５８１５１５○○○０

203125時間８６時間４２時間０要素
作業

No. 観測点

５回目観測４回目観測３回目観測２回目観測1回目観測作業内容区
分

X

Y
１５

要素の時間：例 １５－０＝１５
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黒板へ文字を書く作業に
対する「要素作業分解」の例

仕事と時間の進行 →

椅
子
か
ら
立
つ

歩
く

チ
ョ
ー
ク
を
と
る

字
を
書
く

チ
ョ
ー
ク
を
置
く

戻
る
（
歩
く
）

椅
子
に
座
る

（
腰
掛
け
る
瞬
間
）

（
立
っ
た
瞬
間
）

（
椅
子
か
ら

立
っ
た
瞬
間
）

歩く 字を書く 歩く 椅子にすわる（
チ
ョ
ー
ク
を

取
っ
た
瞬
間
）

（
チ
ョ
ー
ク
を

置
い
た
瞬
間
）

（
腰
を
か
け
た

瞬
間
）

（
椅
子
か
ら

立
っ
た
瞬
間
）

観測点

要素作業

⑤

④

③

②

①

実
務
作
業
へ
応
用

改
善
前

⑤

④

③

②

①

改
善
後

低
減

測定時に

発掘したムダ

改
善
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があったわけでした（しかし、かつて、

筆者が時間測定を最初に習う時、この

種の話はなかったように思います。も

し、知っていれば、その後、多くの方

に SW 法を紹介する時、有効な内容が

お伝えできたのではなかったか？と

反省しています）。なお、その後、SW
法には多くの研究が加えられ、図に示

すような現在、多くの企業で IE 研修

時に行う SW 法に体系化されていっ

たわけでした。

（２）基本時間の設定から変化する多くの仕事への展開

  図に元素記号の周期律表を記載しましたが、地球上で構成される総ての構成物質と生

物（人から空気まで）は元素という 118
件のいずれかの組み合わせで構成され

ています。テーラー氏が「仕事の科学」

に対し、この発想で臨んだか否かは定

かではないのですが、テーラー氏の著

書『科学的管理法』を見ると、ここに記

載したコンセプトが明確に記載されて

います。まず、①多くある仕事の中から

基本的な作業を選ぶと、複雑に実践さ

れる作業は、基本に対する変化という形で示すことができる。②仕事を正味だけで構成して

人に実施してもらうには限界が出る。このため、①で定めた仕事には、ここに、固有の“ゆ

とり”を設ける必要がある。③各種、変化、多様化する仕事に対し、このような要素＋変化

＋余裕率を持った要素作業構成を明確にした内容を作業側に示し、作業を願うと、作業時間

の正確な見積もり、作業時に発生する異常や偶発的な遅れの実態までもが、正確かつ定量的

に判る。④標準時間を乱す内容は、その要件（問題）を改善すれば、計画通り（標準時間を

基に見積もった時刻）に仕事が完成する。⑤このように、科学的な仕事の解析と活用は製造

現場で働く方々に公明正大に公開することにより作業者の信頼性は高まり、作業側で、自助

努力による目標管理～ベテラン化への努力へ進めることができた、という実績をテーラー

氏は示していったわけでした。

後に、テーラー氏の方式は著書『科学的管理法』として、理論と実践（証明）という形で

紹介されていったわけでしたが、時計 1 つで、後に『仕事の科学』と言われた内容を示して

いったため、図に示したように、蒸気機関の開発～工業への活用が始まった第一次産業革命

現在IE手法で習うSW法の手順と
各種検討～ST:標準時間の設定要件

時計（ＳＷ）観測

要素作業分析

時計（ＳＷ）観測

観測回数の評価

（バラツキが大きいと、
観測回数は多く必要

になる。）

異常値検定～

異常値除去

× レイティング

基本時間
× （１＋余裕率）＝ ＳＴ

標準時間

余裕率：
① 作業余裕

設備トラブル、段取り
応援、図面チェック、・・

② 職場余裕
時間がのびた朝礼、
簡単な宇打ち合わせ、
問い合わせなど

③ 個人余裕
用足し、手洗いなど

④ 疲労余裕
高温作業の回復
単純作業の疲労回復
など

偶
発
的
に
発
生
す
る
遅
れ

国際ペースに
調整する
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に次いで、図の上から 2 番

目の『第二次産業革命』と

言われる現代産業の基盤

を作っていったわけでし

た。その後、要素作業分析

の効果を認めたカール・

A・バース氏は、測定でき

ないほど短時間で終わる

仕事を分析する必要性に

迫られ、友人と共にこの

解析を進めたそうですが、

この分析は後に、16 ㎜カ

メラによる撮影と共に、

撮影したフィルムのコマ数を数えて時間研究を行う動作研究となっていったわけでした。

さらに、この解析は進み、メーナード氏などが開発した、動作に対する時刻表（PTS：Pre-
Determined Time Standard：WF 法や MTM 法）を具体化する基盤となって行きました。

（３）標準時間と人材育成

その後、標準時間は課業を設定するツールとして活用されました（なお、先に紹介した時

間分析の要件を守らず、単に作業時間の設定し作業者の改善した努力を搾取したり、人間無

視の形態で強制労働に使った企業は除きます）。ここでは次のような成果が出て行きました。

(a) 職長達がこれから行う作業に対して正確な予定（作業時間の見積もり）ができた。

(b) 新人育成を早期、かつ、系統的に行い、その育成段階を正確に評価できる体制を完備し

ていった。

(c) ベテランの作業基準と、その要件を作業者に示すことにより、短時間にベテラン育成が

進んだ。

(d) 上記のベテラン化（育成）に対し、技量向上要件を（ランク付けした）達成報奨金を作

業者に示したことで、作業者の意欲的な達成活動（自助努力）を促した。

(e) 時間研究の内容に不備があった場合、作業者（工員）達からの訴えが起きる。そのよう

な場合、その内容（中身）を分析し、問題とされる根拠を明確化させることにより、標

準時間の信頼性が増していった。

なお、当時は未だレイティングの研究が進んでいなかったため、テーラー氏は、この面の

研究が課題として残ること、さらには、今後、研究が進むことを『科学的管理法』の書で伝

えています。

産業発展の歴史
1765年～産業革命 ： Tames Wattによる蒸気機関の発明以来、職人～機械化生産

が盛んになった。

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

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

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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（４）工作機械による加工時間を乱す要件の検討

特殊鋼が進展していった歴史的な経過と努力の中でテーラー氏は「特殊鋼開発を発展さ

せた祖」とされてきましたが、機械加工について、標準時間の決定に作用する要件を次のよ

うに示してきました。言うまでもなく、この種の要件の最適化が特殊鋼の発展を促し、加工

時間の短縮～最適化を導いたことは言うまでも無い歴史です。

(a) 工具、ハガネの質と当時、工具を熱し、火づくり～焼き入れする処理法

(b) 工具の形（切削端のカーブまたは線、リップ角およびニゲの角度）

(c) 工具を再研磨せず続けて使用する時間の長さ(工具寿命の影響)
(d) 削る金属の質または程度（削るスピードに及ぼす影響）

(e) 切り込みの深さ

(f) 送り、または、切込みの厚み

(g) 工具に冷却剤を用いることが削るスピードに及ぼす影響

(h) 工作機械の回転力またはおくる力を分析する方法いかん・・・など

このような分析を基にテーラー氏は 1881 年から 22 年間に渡り、ミッドベールスチール

会社の機械工場で加工時間のスピード化と標準時間設定研究（計算尺を用いて簡単に標準

時間を算定して行く方式を狙った）を、多くの助手達と共に開始しました。この過程で、

1884 年には、友人ジョージ・M・シンクレア氏～ガント氏などの助けを得て、当時の技術

レベルで、計算尺を用いた加工の標準時間設定ができるようにしました（この解析要件と方

式は、現在、IoT 化が進む中で、機械加工時間の算定の重要な要件となっています）。

９．企業の制度（組合対応）と標準時間の活用位置

（１）労働問題が起きるメカニズム

テーラー氏はミッドベールスチールで標準時間を使った現場管理を行い、どちらかと

いうと問題が多かった鉄鋼業界で組合問題は皆無でした。その理由をテーラー氏は、次

のような要件が関与したと語っています。

(a) 一流の仕事をする工員達は高い給与を得ていたが、高い給与を貰う理由は、その

仕事ぶりが給与に見合う内容であると評価していたためだった。

(b) 標準時間を使った科学的な仕事の解析と評価は、工員達の仕事の差（アウトプッ

ト）を明快、かつ、納得行く形で示していたからだった。

(c) 管理者達は工員を人と見て尊敬し、対話を通して仕事上の問題があると、それに

対する内容を詳しく聞き、共に協力し合って対策していったためだった。

当時、一流の工員達が組合に入った場合、一般人と同じ給与に下げられてしまうという制

度の下で活動しなければならなかった。これは、労働組合員になると努力や実力の高さなど

を認めない制度が関係したためでした。当時、組合の役目は、最低賃金の保証であり、この

交渉を会社側と行うことが大きな役目であり、ここには、会社側が常に安価な給与に止めて

従業員を使うという、ある意味、一般従業員を防衛する組合の方針が関与したためでした。
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これに対し、標準時間を用いた仕事の評価をベースとしたミッドベールスチールは図の右

側であり、個人と会社間１：１で交渉して行く方式でした。この方式のベースは科学的根拠

に基づく仕事の評価です。この方式の場合、図の左側のような根拠の無い討論は皆無だった

そうです。

（２）働き方改革にも参考になる過去の労働管理

テーラー氏の考えと科学的管理法を進める関係者達は、下図の上部に示したように、企業

運営に対し、標準時間を基とした活動を利用した対策方式を実施したわけでしたが、ある意

味、現在、日本で行われている『闇雲に定時出勤制度を企業で行う働き方改革』に対する警

告を含みます。その理由は、右

図の下のようなアプローチを行

わず、定時出勤制度を投入する

ためです。事実、当時のイギリ

スでは、仕事の現状分析はせず、

従業員である組合員に、低い賃

金だが耐えてもらう（甘んじる）

という制度を投入しました。従

業員達は質素な生活に甘んじて

いれば、毎日が何とか過ぎる方

式でしたわけでしたが、企業の

受注は変動します。「受注量が少

ない時はそれなり」というわけでしたが、この時点で実力低下の状況に陥ります。したがっ

て、その後「受注量が元にもどっても、低下した作業者達の生産力で、前に行っていた生産

力の確保が出来ない」という状況に陥り、この種の企業は、たちまちライバルに後れを取り、

軒並み赤字へと転落してい

ったわけでした。このような

問題に対し、テーラー氏を中

心とする関係者達は、「この

種の制度は正しくない！」と

いう証明をしたわけでした

が、その対策は、前ページの

下図の下部に示した通りで

した。

テーラー氏達が示したよ

うに、常識的に、企業は原価

に占める人件費対策に対し、

1880年代・米国の組合問題発生メカニズム
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企業の重役会で
決める階層と賃金
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個別設定！

科学的

管理法
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ストライキ

仕事と賃金支払い制度：対：科学的管理法
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1880年代の
イギリス企業
が賃金制度
で引き起こした
問題！

１，1日の仕事量を制限して、組合員に

制限時間を超える仕事を禁止した！

２，組合員は楽で低い賃金に甘んじた！

３，実力低下～かつて生産してきた
能力で生産対応が出来なくなった！

やがて、国際的に
進む企業に後れを

取った！
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① 先行的に他社に勝る生産性向上目標を設定！

② モデル職場を選定して、精細な現状分析～標準作業設定

③ モデル職場と、対象者を選定して、改善スタート

④ 対象者＋製造管理者が働き、お手本を提示！

⑤ 標準作業（ベストウエイ・時間）を基に、工員達
の力量を向上を開始～達成給を支払う。

個々人の力量向上が

企業業績
向上へ！
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利益が出る生産方式を先験的に計算すべきです。この計算で得た内容を基に、企業は生産性

向上目標を定め、人件費アップをしても儲かる仕組みを算定すべきです。このような対処に、

テーラー氏は、当時、モデルとして定めた企業で 1.5 倍の生産性向上目標を定めました。次

に、モデル職場を定め、現状分析～目標達成の算定を行い標準時間（後に、この種の標準時

間は目標時間という名が付けられた標準時間）を定めました。この達成は、ムダ排除共に進

める標準時間（ベストウエイ＝最良の仕事）が関与します。そこで、実際に、このような研

究を進め、実際にモデル職場でモデルを選定し、工員達に努力願い達成可能な内容を示しま

した。しかし、時に、標準作業と標準時間の達成があっても、製造現場では、「優秀な作業

者だけが達成する。他の作業者には無理！」という例があります。そこで、テーラー氏達が

行った波及策は「職長がお手本を示す！」という方式を、ここに追加しました。要は、「職

長が標準作業を行い、1 日行っても、最良の生産性で仕事が出来る。そこで、一般作業者に

指導する」という方式でした（その後、この方式は、トヨタ JIT の中で「現場管理の基本」

ということで現場マニュアルと共に実践されていったことで、1980 年代に有名になったこ

とがありましたが、全く同じ内容でした）。更に、ここでは、標準時間を基に、作業者に対

し、達成給の形で、達成に応じた賃金アップを進めました。すると、この制度と評価が公平

かつ明快だったため、企業の生産性向上が作業者の給与アップと共に図られ行き、この企業

は業績もあがってゆきまでした。

以上が、科学的管理を用いた、作業者の力量向上＋給与アップ＋企業業績向上策です。こ

の内容を見ると、2019 年頃から日本で盛んに行われている『働き方改革』のアプローチに

対し、注意が必要です。「単なる残業や休出禁止命令を守る制度では、経営戦略上、人材育

成と時間短縮内容が科学的に分析された内容に基づいた計画の上で行われているか？」と

いう点です。現在まで多くのムダを抱えていた企業に対しては、定時・休出制限がその種の

ムダを自然減の形でカットする方式になるかも知れません。しかし、グローバル化、少子高

齢化問題だけでなく、新製品・新技術競争が激しい産業界にあって、単なるムード的な『働

き方改革アプローチ』が、時代背景や対象は異なっても、ここに記載した事象に似た形態を

引き起こす危険があります。特に、この種の事象は数年後になって、企業業績という形で出

てくるため、注意を要する企業では、経営活動の上で注意すべき重要な要件のひとつです。

１０．標準の維持と工員の訓練(人材育成)
（１）人材育成に含まれる人的な難しさ

現在、多くの企業で、「企業は人なり！」という言葉と共に、従業員の力量に努力中です。

これは重要な対策ですが、「正しい教育方式をつくり、効果的な人材育成を目指しても、総

てが上手く行くというわけでない」という問題に対し、テーラー氏が実務経験を基に得た内

容を紹介していました。

テーラー氏によると「人には、科学的な分析に基づく仕事とその方式を示すと、熱心に仕

事の達成を進める方がいる反面、教えてもダメな方がいます。このような方には「まず、手
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を変え、品を変え教える工夫が必要になる」と語っていました。しかし、物事を教える際、

やさしい教え方で丁寧かつ、親切な態度で教えると、時に指導者を馬鹿にするだけでなく、

学ぶ努力をやめる方が出ることがある！」という注意も残しました。このように、テーラー

氏は、人材教育に関して、人間関係や人を扱う難しさが時に発生する問題を挙げ、対処につ

いて経験談を紹介したので、要点を紹介することにします。

テーラー氏の主張は「従業員の力量向上は自助努力を中心による」という思想です。した

がって、正しい教育をしても従業員がそれに応えない場合、①賃金を下げる。②一定期間は

仕事に就かせない処置、③罰金制度の適用を主張しました。しかし、ここで、注意すべきは、

「この制度の適用は、次のような条件を整えた後に行うべき」という注意点をしています。

(a) 標準時間を科学的に設定して従業員に公開する。その後、標準時間を用いて公平無比な

評価を行うことと、その内容（評価要件と基準など）を明確に示す。

(b) 罰金制度の適用の場合、罰金を会社側に入れず、総てを、例えば、労働災害資金に寄付

(納入)することを明示する（含む、実行と公開も怠りなく行う。これは、当時の福利制

度の充実だった）。

(c) この種のペナルティ制度の運用に当たっては、従業員と労働協約をつくる。

この種の教育問題の対応に対し、テーラー氏は、オハイオ州のナショナル金銭登録機を製

造する企業でパタソン氏が行った

「福利の充実が会社と従業員の士

気と自助努力を促す策である」が失

敗に至った例を引き合いに挙げい

ます。当時、パタソン氏は福祉重視

で働き甲斐高い職場環境の整備に

力を入れ米国で有名な会社とされ

ていたわけでしたが、その企業で大

ストライキが起きました。その要件

は「仕事に対する賃金の評価！」だ

ったそうですが、テーラー氏は、こ

の状況を分析して、「福利の充実は従業にとって二次的な評価に過ぎない、企業で働く者は、

仕事に対する正しい評価が前提になる！この条件が満たされないで、福利など二次的な環

境評価をすべきでは無い」という意見です（この要件は、これは対象が異なりますが、後に、

図に示したようにハーズバーグ博士による従業員の士気に関与する重要な事項であること

を証明する研究と一致した内容でした）。

（２）米国機械技術士協会（ASME）席上における労働関連研究者達の意見に対して

テーラー氏が「労働問題の裁判」で科学的管理法の有用性を説明した内容は後で詳しく解

説します。その前に、ここでは、過去の労働制度を基に、学者達が意見を述べた内容に対し

ハーズバーグ博士の動機付け要因と衛生要因

米国心理学者は二因説と
いう名でモチベーションの研究
内容を発表した。

200名のエンジニアと経理担当
の事務員への質問結果
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け
要
因
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要
因

不満足に働きかける程度 満足に働きかける程度
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承認
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昇進

成長

経営方針

上司との人間関係
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同僚との人間関係
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地位

雇用の安定
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て、テーラー氏が答えた科学的管理法を基にした基本思想を紹介することにします。

(a) F.A.ハルシー氏の意見：「標準時間制度は標準時間の達成度に対する評価で割増し賃金

が払われて行くが、人には本来やる気があり、その発揮が生産性を左右する。この状

況を見ると、企業は、やる気と改善努力状況を見て作業者の評価と割増額を決めるべ

きである！」

これに対し、テーラー氏は「管理者が仕事を正しく分析し、標準時間を決めて運用

する場合、仕事に対する割増高の決定は管理者側にある。その理由は、①科学的根拠

に伴う標準時間が対象になるが、②その達成に対し、正しい指導が出来ていったか否

かが定量的にわかる。③仕事が効率よく達成された場合の評価が管理側と作業側相互

に納得行く形で提示できるためである」としました。ハルシー氏の仕事の評価は、当

時、多くの企業がとっていたムード的な評価方式です。このため、科学的根拠が無く、

労使相互で①～③までの評価が納得行く内容にならないためでした。

(b) ドブリュー、ホーキンス両氏の意見「一般に労働組合側は、会社側が 1 日分の仕事を

決めた。しかし、今までの 1.5 倍の負荷だったとする。このようなキツイ内容の場合、

労働組合としては、仮に可能であっても、組合員の負担を考え反対する。あなたの科

学的管理法ではどのように扱うか？」といった質問に対して、テーラー氏は「まず、

仕事の内容を分析して、過去行ってきた 1.5 倍であっても、科学的分析に基づく標準

時間を提示すれば、達成可能であることが、組合員に理解されるはずです。その理由

は、過去の仕事の方式で行った場合と、新たに分析～改善を加えた後の作業内容の違

いが判るためです。しかし、今までその仕事を担当してきた方は、感情的に負担増を

感じるようです。このような場合、管理者側として、新人をつれてきて、標準時間を

基に、教育訓練した後、その仕事の達成内容を見せれば、1.5 倍の量をこなす状況を目

前に示すべきです。要は、1.5 倍という数字だけが独り歩きしていたので、精神的な負

担を感じるという例です。・・」という趣旨で、この種の質問に答えました。

以上、テーラー氏は、教育と高い生産量の達成が標準作業の習得と履行による結果であ

り、ムード的な仕事の負荷を議論する前に、仕事の中身をよく見直すべき内容を示しました。

要は、「現状分析をしないで、個人が主張するムード的な理論を展開すべきでない」という

注意です。当時の労働関係を研究する学者達は、持論に酔う形態だったわけでしたが、ここ

には、その種の理論を真に受けて導入した企業が次々と問題を抱えていったためでした。

                  

１１．労使関係と管理法の中心問題

科学的管理法を進める過程で、テーラー氏は労働問題の対策が課題となり、後で紹介する

裁判に臨む内容になります。そこで、その前に、テーラー氏が科学的管理法を各社で展開す

る中で検討を進めた“怠惰”に対し、洞察していった内容を紹介することにします。

（１） 怠惰を誘導されたテーラー氏の体験談

テーラー氏は 12 歳の時、ゴルフ場でアルバイトをされたが先輩達から次のような注意を
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受けた話が書に記載しています。アルバイト先の先輩達から、「これは、会社側には、内緒

だが、君がゴルフ場の球拾いをする際、余り早くたまを拾ってはいけない。客がきても少し

は待たせるようにしなさい！アルバイトは 1 時間で○○という報酬をもらう制度になって

いる。もし、早く拾って行く活動を進め、少ない人数で球集めが済と、ゴルフ場側はアルバ

イトの人数を減らすという行動に出る！要は、仲間のリストラとなる。さらに、あなた自身、

例えば 8 時間でする仕事を 6 時間で済ませた場合、6 時間分の報酬しかゴルフ場は払わな

い。収入減となる。6 時間の仕

事であっても 8 時間かけなさ

い！」という指導でした。この

体験談をテーラー氏は後に、図

の右側の『組織的な怠業』の例

としたわけでしたが、自己防衛

のため、企業で働く傘下で、改

善すれば短時間で終わる仕事

を作業者側が会社側に隠す”怠

業“の例としたわけでした（現

在、この種の問題は『労使相互

の騙し合い』という言葉になっ

ています）。

テーラー氏は、これ以外に、「“自発的な怠業”が人々の間に広がっている」と、書に追記

していました。これは、人の成長過程で得た知恵や感情的な内容が関与する怠業ですが、彼

は、「頑張っても正しい評価を受けない時に出てくる行動であり、図の左側のような形態で

個人が考える怠惰である」と著書『科学的管理法』に記載しました。

（２）ルーズベルト大統領の言：「怠業のムダ！」

テーラー氏が活躍した時代、ルーズベルト大統領がホワイトハウスで次のように発言し

たそうです。「物質のムダは我々に簡単に感知することができる。しかし、非能率な人間の

行動に潜むムダはとらえ難い！人が努力して実力を向上させ、成果を出した時、初めて、今

でムダをしていたことが判るという形態を持つためである。この種のムダの大きさは莫大

であり、我々は、今後、我々はこの、今まで注目されなかった対象に目を向けるべきであ

る！」当時、この課題に対し、科学的管理法を進めてきたテーラー氏は ASME：米国機械

技術士協会の討論会で次のように解決策を紹介しました(要点を掲載)。
(a) 非能率な仕事と、そこに存在するムダにより発生する損害を簡単な例と共に明らかにし

て行くことが、大統領の発言の裏付けとなる。

(b) 偉人が登場して問題の解決策を明示して行くという、偶然性な対策法が出てくるのを待

つべきでなく、我々は組織的管理技術の向上というテーマを定めて、そこに内在してい

企業の労働環境と“怠惰”の発生
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るムダを明らかにすべきである。

(c) この問題の解明を具体的に行うためには、また、その対策の良否と改善の進展を明確化

（証明）するためには、科学的手段を用いるべきである。

と述べたそうですが、テーラー氏はこの対象を『労使関係と工場管理の基本』である”労

働における怠惰（怠業）“と位置づけ、その中身と実態を例示して対策を探りました。

（３）労使関係と怠業の解析

(a) 企業活動の在り方、管理に対する思想

テーラー氏が主張する労使関係は「従業員管理の目的は、従業員の最大繁栄である。これ

は、従業員が高い取得を得ると同時に企業も高収益を得る対策だが、ここに仕事を通して人

のお手本となる人材育成過程が無ければならない。このような労使環境で生産が進展すれ

ば労使の利害の一致は価値が高い！」としました。さらに、テーラー氏は、ここに、技術、

人材、企業発展が進む対策を要件という形で加えました。たとえとして、彼は「これは、靴

を作る企業だが、現在、高価な靴と仮定する。このような時、この企業の関係者が 2 倍の生

産性を達成し、靴の価格を 1/2 で販売可能にしたとしよう。そうなると、今まで高くて購入

できなかったお客様が購入可能になる。同時に、この企業は顧客に歓迎され、この企業の靴

の販売は増えて行く。そうなれば、顧客も、この企業と従業員は幸せになるはずである。だ

が、残念なことに、今まで多くの企業の靴の売上高は一定、用はある額に留まっていた。こ

のため、企業は皆、生産性を向上した分、リストラをしようと考えてきた。しかし、従業員

達は「このような事態になっては大変である！我々は仲間を確保するため、生産性向上に反

対する！」という行動をとってきた。このような環境で生産性向上は進むはずがない。企業

側は、対策として、まず、①経営戦略と何をすべきか、②その活動がどのように、市場拡大

させ、③従業員のメリットとして、どのように及んで行くか？を明確に示した後、生産性向

上という課題に取り組むべきである」と、テーラー氏は解説し、この具体化に“管理”とい

う名を付けました。

(b) 企業で働く中で生じる”怠業“

テーラー氏は、団体スポーツと企業活動をする方の違いを次のように解説しました。「ク

リケットなど団体スポーツにおいて、その勝敗は選手達の技量の発揮が勝敗のカギになる。

試合では、高い技量を高い努力で示したチームが勝利する。ここでは、選手の怠業は無く、

常に選手は最大限の技量発揮に努力する。しかし、工場生産では、この状況が大きく異なる。

怠業者がいて、まわりの足を引っ張るという行為である。通常、工場で、私は、従業員達が

持てる力の 1/3～1/2 程度しか発揮しない活動を見て来た。さらに悪いことに、この種の怠

業者達が周りの足を引っ張り、仲間を増強しようという活動を進めていた。だが、そうなる

原因は企業にあった。私が関与した企業で、次のような処置がなされてきた例があった。①

かつて、生産性向上があると、生産性が増した分、仲間がリストラする。②間違った仕事の

管理(含む評価)環境では、正しい努力を図った従業員と怠けものの区分がムード的な管理で
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は区別できない。③ムード的、目分量や経験で行う仕事の評価方式では、従業員にとって、

何がどうなっているのか？技量を挙げる対策の良否や、達成努力の状況が解らない（納得し

難い）という欠点がある！」という状況をテーラー氏は紹介しました。また、「このような

非科学的評価が労使相互の不信感の基であり、その種の原因の除去をすべきである！」と話

し、テーラー氏は、この問題の打開に、『科学的管理』の導入を、この種の対策法として訴

えました。さらに、「このような仕事の評価方式を企業側が使った場合、従業員達は「変な

評価や、時には、努力しただけリストラになる！という恐れから、自己防衛策として相互に

協力しあって“怠業”を選択する。また、その中身や実態をカモフラージュするという策に

出る」としました。

現在、日本では、実力主義による仕事の評価をする企業が多くなっています。会社側が従

業員達に仕事を指示する時、(ｲ)アウトプット（目標とする成果：結果）を決め、(ﾛ)最良の

インプット（達成条件）を精査した後、(ﾊ)最高効率で達成を図るプロセスの駆使（実施担当

者の技量）という 3 点を明確にし

た評価が必要になるわけですが、

当時の仕事の評価は、この総てが

実に曖昧だったわけでした。

ここまでに解説した生産性向

上と怠業対策に対する思想と具

体策が、日本では、1970 年の半ば

に、マンデル博士が実例と共に紹

介しました。マンデル博士は日本

で有名な組立て製品をつくる技

術者（日本の生産性向上をキーマ

ンとして進める選ばれた方達）20
名程を指導しました。中身は、正にテーラー氏が進めた来た標準化対策を題材にした指導で

した（IE 手法教育）。研修は 5 日間だったそうですが、その最終日の前日の朝、博士はある

有名企業のネック工程を研修生の皆様と共に見学したわけでしたが、その後、「この組立て

ラインの生産性はどこまであげる可能性があると思いますか？」と研修生達に質問しまし

た。すると、研修生達は感覚的に「1.2 倍では？」とか、「1.5 倍程度では？」と答えたそう

です。だが、この時、マンデル博士は「4 倍になるはずです！」と答えました。皆は唖然と

したわけでしたが、博士の解説は次のような解説を開始しました。「あのネック工程、10 時

頃に見た組立ての時間は○分でした。その手順は」と言って、組立作業工程（要素作業）を

記載して、国際的的な標準時間（IE の PTS 法(既知時間分析表)を用いて国際的な標準時間）

を記入したそうです。この内容は、10 時頃の測定時間とほぼ一致したわけでしたが、博士

は「その後、3 時の測定値は○○」と言って記載し、「では、方法改善（前ページの図の項

目①）の視点で、この作業の見直しをします。その結果、この仕事は 65％の有効性に留ま

あるべき仕事の構成と評価
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ります」と解説し、作業工程の見直しということで、「例えば、部品を置く位置をこう改善

する。組立て器具をこのように置くと、・・」と言って作業を改善しまし。その時、PTS 法

による国際的標準時間を入れると、有効率は 65％という値を示していたそうです。次に博

士は、「国際的なレイティングでこの作業を見て行くことにしたいと思います。このライン

作業は残業して、1 日の必要生産を行っていました。この日はライン生産にトラブルはなか

ったそうです。このラインの正味製作時間をいただきましたが、その時間を基に生産量で割

ると、作業ペース（前ページの図の下の項目②）は 70％となります。この仕事を先の方式

で改善し、定時で終わるようにする。同時に、国際的なレイティングで仕事が出来るように

作業環境を改善すれば 100％となるはずです」と話しました。さらに、「ライン稼働率です

が、1 月の生産のデータをいただきましたが、ムダが 25％あります（前ページの図の下の

項目③）」と言って、ラインの不稼働要因を挙げ、その内容(事実)を紹介しました。さらに、

「このラインを 1 月の生産データを基に分析すると、昨日は円滑な生産状況を我々は見学

したわけでしたが、月末におこなう集中生産形態でした。ひと月の生産量を見ると、月の始

めは、部品などがそろっていない、現場のミーティングや教育などの時間が組み込まれてい

る。・・・という状況から、月末には、必要量を確保する形態になるので、残業して生産を

確保するという生産カーブとなる」と解説しました。「これは、日々、生産を平準化して行

う場合と比較して同期化率（前ページの図の下の項目④）は 30％のムダとなります。以上、

ここまでの要件を国際標準化と比較すると、24％、すなわち、4 倍の生産性確保が可能にな

るはずです」と解説された時、研修生一同、この分析結果に納得したわけでした。

この解析は、かつてテーラー氏が述べた標準時間の活用の一面を例示した内容と同じで

す。要は「今まで頑張ってきた」という内容は別にして、「仕事を科学的に分析するとムダ

が明確化される」という状況であり、標準化の効果的な活用を示した例です。特記すべきは、

マンデル博士に指導を受けた当時の研修生は、その後の日本の生産性向上を進めるキーマ

ン達だった点です。研修生の皆様が正しい指導と理解して結果、この方達の活動で 1980 年

代、日本の生産性は見事 4 倍という内容を証明していった点にありました。ちなみに、①方

法改善×②レイティング対策は、JMAC を中心にした PAC（Performance Analysis Control）
手法で標準時間の達成（ムダ排除）を日々、詳細に行う対策で 2 倍強の生産性向上を示す例

が多数報告されました。③の稼働率向上対策は TPM（全員参加の生産保全活動）、また、④

の平準化生産はトヨタが中心となり産業界に広がった JIT による生産性向上でした。この

ため、1980 年代 Japan as No.1!という報道がでにも有名になりましたが、その対策内容は、

正に、「標準時間の活用！」でした。

(d) 仕事の科学解析の必要性

当時、「怠業の原因となる、勘や経験、憶測に頼る仕事と時間の評価方式を使っていては、

労使双方の不振という問題を払拭することはできない」と考えたテーラー氏は、『科学的管

理法』の展開過程で標準時間の設定と適用を提示しました。ここで、彼は「各種の仕事を工
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員たちが覚えた経過は、周囲の人たちを見習ったおかげである。１つの仕事を取り上げると、

彼らが仕事を進める方法には時に数百にも及ぶやり方（方法）がある。しかし、最も早くて

良い道具とその使い方は１つしかないはずである。この最良の方法と道具の活用法を発見

して確かめるためには、精密な動作と時間研究と共に、現在までに行われてきた仕事の方法

と道具を科学的解析と共に客観評価しなければならない（目分量方式をやめる）！」とした

わけでしたが、これが、仕事の科学であり、後に、米国産業では、請負式で仕事を指示～管

理して行く基になりました。同時に、「仕事は職人が行うので、任せる」という形態から、

テーラー氏は、「仕事の中身の構成や手順、使用すべき道具と扱いを指導して、実施願い、

その良否を評価するのが現場管理である！」としました。図に示したように、また、「科学

的に分析～設定された信頼性の高い時間を基に評価すれば、仕事の良否が判るため、怠業と

いうムード的、また、労使相互に信頼の無い仕事に対する過去の見方も払拭できる」という

内容です。この図はトヨタ

が JITを進める中で明確化

した図ですが、この種の思

想を基に、テーラー氏は、

労使相互で協働のために

科学的設定～評価可能な

標準時間の適用を提唱し

ていったわけでした。なお、

彼は、先に解説したように、

この対策を「単なる学問的

な議論にとどめず、実際に

製造現場で活用して成果

を示す」という行動と共に

実践例の形で、当時の産業界に示しました。しかし、同時に彼は、「標準時間を活用した対

策は労使間の問題解決を行うツールであって、人が持つ怠業という問題に対する万能薬で

はない！」という注意をここに加えました。             

【映像】 標準時間・人材育成への活用（テーラーの科学的管理法）

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

１２．科学的管理法を具体化向けた努力

ここでは、テーラー氏が、各社で、今後の企業発展、人材・技術の育成～労使協調による

活動上、科学的管理法を活用する必要性について、論より実証の形で進めて来た内容を紹介

することにします。テーラー氏は、科学的管理法を進め、普及する中で作業者達工員と、経
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営側の仕事を分析した結果、企業は従業員の精進によるが、その努力が奨励と関与させない

と進展が無いことを各種の調査と実験から実証して行きました。では、科学的管理法を導入

する前の企業の分析を紹介することにします。

（１） 各社における仕事の扱い

テーラー氏の分析は「各社で数名の作業者を分析した結果、各社にはそれぞれベテラン

が育ち、企業でもその種のベテラン達を大切にしてきた。また、それが、各社が伸びる元

になっていた。だが、「では、同じ仕事に対し、他社を含め、全企業の仕事の仕方を見た場

合、全企業を総合化させ、各要素作業の最良の内容を集め、最良の方法に編集して組み上

げる」という方式ではなかった。この種の活動を進めるのは管理者の仕事になるはずだが、

その種の活動はまだ見たことが無かった。

（２） ベテラン作業者の更なる精進に対する管理者の活動について

職長達の中には、「かつて現場でベテラン作業を行っていた」という理由で抜擢され、現

在、管理職に就いている者が多い。だが、多くは、部下がかつてのベテランのレベルを超

え、現時点では古い方式になってしまった例が多い。この時点で、その理由を科学的に解

析して、更なる向上へ向けた指導をすれば管理者としての役割を果たすわけだが、部下と

して育ったベテランに、精進して更なる仕事の向上を図る対策はせず、仕事の仕方も精進

も丸投げしているという対処が実情だった（かつて、ベテランの地位を取得したので、現

在の管理者になったという過去の努力(遺産)で管理職という別の仕事の担当をしていた）。

（３） 仕事に対する正しい評価と奨励制度の必要性

現場管理者は、かつての栄光と現在の地位を利用して、現在、部下として現場で働くベ

テラン達に対し、無報酬で更なる精進（技術向上への努力や改善など）を求める例は、誰

が見ても虫が良い活動と見るべき状態だった。仮に、作業者達に、何も報酬（見返り）無

しに精進を求めると、彼らは、実態が無いが、見せかけが良い、精進しているという形態

（ふり）をする活動が出る。仮に、実のある精進を図り、生産性向上を図っても、何も見

返りがない（誉め言葉だけ）場合、企業側が努力の結果を搾取した行為となる。このため、

この種の精進に対し、例えば、工賃のアップ、賞与、生産性向上に伴う残業時間の減とい

った還元策が必要になるはずだが、その種の評価（ペナルティ）制度は無かった。

１３．精進を願うことに対する奨励の管理

テーラー氏は「科学的管理法の究極は、生産性の向上のための人づくりだが、その根幹を

なす対策は精進と奨励の管理(相互に納得が行く価値の向上)とました。では、その内容に関

する解説を進めることにします。テーラー氏はこのように言い切った理由を「科学的管理法

を用いると、精進の成果が科学的に証明できるため」としました。また、その理由を、４箇
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条と言い、次のような要件を挙げました。

① 仕事の要素（仕事を進めるために必要な要素作業）毎に科学的な分析結果の整備

② 科学的な仕事が最良であることを示すためには、その面で適正を持った工員の選定

と、システマティックな育成教育で、達成内容が（達成度評価と、成功を示した内

容の証明）判る形態をとること。

③ 管理者と工員が一体となって（共有して）、仕事の達成メカニズムを知り、努力して

仕事をする過程で、達成の信頼性や確実性などを評価して行く活動が必要である

（仕事の進捗を記録に取り、計画された内容が確実に進んで行くこと、仮に、遅れ

が発生する場合、その理由と影響を明らかにして相互に理解納得する活動が必要で

ある）。

④ 仕事をスムーズに計画通り達成して行くためには、管理責任要件（事前に対策すべ

き項目）がある。例えば、材料や使用工具の準備、働く環境面の整備、設備などは

仕事中の不具合が発生させない対処などがあり、これは、作業者責任項目とせず、

管理者責任の形で作業時に問題が生じない準備をすべきである。

テーラー氏はこのように、

科学的管理法を基にした行う

上で必要な 4 条件を示しまし

たが、彼は、「かつて、管理者

が工員達に丸投げして、ベテ

ランに頼る仕事の場合、この

4 条件が総て曖昧だった」と

いう指摘をしています。この

ように科学的管理法では仕事

の進め方を詳細に示していっ

たわけでしたが、ここまでの

要点は図のような整理となり

ます。

なお、このような科学的管理法を実務として進め、当時の製造現場関係者や米国産業界に

理解を得るため、テーラー氏は、①P（生産計画を管理者側で作成する）－D（計画通りの

進捗を現場管理する）－C（計画＝実践活動が 1 になる活動を進める）という生産管理シス

テムの適用と共に、②作業指示票を各工員（作業者）に手渡しして、③仕事の節目毎に時間

と達成状況をフォローしました。このような生産管理の結果を基に、テーラー氏は、達成度

に応じた報酬を支払う（請負）制度を進めたわけでしたが、この時、工員達が「頑張って早

く仕事をすれば、報酬が増えるという誤解をして、健康を害して頑張る」ということを防ぐ

ため、標準時間通りの仕事をした肩を正しく評価する方式も順守すべき注意事項を組み込

みました。

テーラーの科学的管理法に基づく仕事の進め方
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俺の経験と

勘で良否が

判る＝査定

かつての

ベテランが

管理職に！

かつて、ベテランに

頼る仕事方式の形態

一生懸命の仕事だが、

国際的に一流？

汗の量＝高い

評価？

科学的
管理法へ

精進 奨励

科学的管理法＝人材の育成

仕事を評価して人を育成する４つの条件

① ベテランを中心に科学的な仕事の分析

② 目標鉄製に適正を持った工員の選定

③ 管理者と工員の両者ともに、

仕事の達成メカニズムの正しい熟知

④ 仕事がスムーズに目標達成させるための

管理責任要件の区分と対策（材料、工具、

・・・作業条件、設備の整備など管理側の対処）

P-D-C管理による確実な目標達成活動

これにより科学的管理法の有用性を証明

分析と
評価
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１４．事例に基づく科学的管理法の適用価値の証明活動

（１）ズク運びの適正と科学的管理法による作業評価

テーラー氏は、科学的管理法を正しく伝えるため、ベスレヘムスチールにおいて、ズク運

びを題材に実証実験の形で科学的管理法を適用した内容を紹介します。なお、ここでの目的

は、科学的管理法を適用する場合に必要となる適正者の選択と、精進と奨励という法則の活

用でした。

実証実験に当たり、テーラー氏は当時の鉄鋼業で盛んに行われていたズク作業を選びま

した。その理由は、「ズク作業は、つらいが単純な作業であり、科学的管理法の成果が誰に

でも明確にとらえることが出来る」と考えたためです。極端な話し、テーラー氏の書には「強

いゴリラをつれてきて、訓練して行けば、力は人に勝る単純作業なので、12.5 トン/日とい

う工員たちの平均値を超えた仕事が出来るかもしれない。だが、このような仕事に生きがい

を持ち、それを超える仕事の具体化こそが、科学的管理法の適用効果となる」としています。

テーラー氏は科学的管理法の４条件に従い、まず、この仕事と実験の適正者の選択に入りま

した。対象職場では 75 名が働いていたそうですが、まず、4 名を選定しまし、当時の超一

流作業者に実施願うと、47～48 トン/日という驚異的な状況でした。このような調査も参考

に、テーラー氏達、作業実験グループは 4 名の適任者を 1 人に絞り込み、シュミット氏を

選定しました。適任者の中でも最適の方を選ぶ必要があったそうです。シュミット氏を選ん

だ理由は、「彼は、単にまじめというだけでなく、DIY で住居を改善し、金銭的にもしまり

やで、より高い給与の希望があった」と書に記載しています。このような適任者、シュミッ

ト氏に対し、当時、彼は 1.15 ドル/日という当時の職場では平均的な給与だったわけでした

が「我々の実験を手伝い、1 番高い給与 1.85 ドル/日の給与取得を希望しないか？」と話し

ました。すると、彼は即座に OK したそうですが、テーラー氏達は「では、これから言う規

則を絶対に守って欲しい。管理者が「ズクを持って歩く」と言った時、それに従う。今度は

「腰かけて休め！」と言ったらその通り行う。・・・」という約束だ、確実に守れるか？」

というと、「絶対に守る！」ということで実験となりました。その結果、彼は 47.5 トン/日
（かつての 12.5 トン/日の 4.8 倍）を毎日見事に運んでいったわけでした。この実験で、彼

は、特別な筋肉強化や 1 日だけ大汗をかいた仕事でなかったわけでした。だが、先に紹介し

た超ベテランのズク処理レベルを達成させました。

以上、この実験から、テーラー氏は、①科学的管理法の適用の成功は適任者の選択が要る。

②しかし、ゴリラの例では無い、一般作業者が高い目標達成を証明する必要がある。このた

めには、実験参加時に、精進に見合った奨励内容を提示しておく、③科学的管理法の実験に

入ったら、標準作業通り行う。標準作業の順守は大汗をかかせる内容ではないことを示す、

と結論づけました。

（２）テーラー氏のミッドベールスチール就職と科学的管理法（1873 年～）への道

テーラー氏は 1973 年にミッドベールスチールに入社したことが書に記されています。当



41

時、産業界は大変な不況、就職難だったそうです。しかし、幸いにも、彼は大学を目指して

勉強してきたため、その優秀さが認められ、事務員として就職したそうです（他の書には、

大学を目指す勉強で目を悪くして就職へ切り替えたと記載）。また、ここに、先に努めてい

た事務員がミッドベールスチールで不正を働き、解雇されたため、急遽の補充だったという

状況が加わりました。このような就職の経過で働く中、たまたま、機械加工の仕事に誘われ

ました。彼がこの仕事を行うと、数か月で他の方より高い生産性を示したため、即座に職長

に抜擢されました。当時の雇用制度は出来高制でした。問題は、古参が現場をとりしきり、

標準から見ると 1/3 程度のスピードで設備を動かしていたそうです。出来高制の基では、生

産性をあげると、それに応じた人数に会社が工員を調整します。要は、生産性向上＝首切り

そのものだったわけでした。このような環境の中でテーラー氏が職場長になったわけでし

たが、自分の経験から「公平な 1 日の仕事を科学的に示す必要性！」を痛感しました（別の

書によると、当時は飴と鞭の管理が管理者に要請され、生産量が挙がると作業条件に関係な

く誉める。逆に、材料の不足や機械故障という作業側に関係しない管理ロスが関与して生産

が遅れると、現場作業者は叱咤（減給）を強いるという管理だったそうです）。

テーラー氏を管理者にした会社側の考え方をテーラー氏は次のように解釈しました。

(a) 労働者の生まれではないので、会社側の利益を考えて現場管理を行うだろう(期待した)。
(b) 工員達は仕事をさぼり、生産量のつじつまをあわせる策として、職長の見えないところ

で、あえて、機械を壊す行為を仕事中に組み入れていた。これを防止するため、テーラ

ー氏が管理する職場では、この種の行為があった場合、その行為をした工員の給与から

補修費を引く制度を適用した。このため、この行為は無くなった。

(c) 工員達が住む住居とテーラー氏が住む住居（地域）が異なっていた。このため、帰宅の

際、あえて工員達が住む地域を避けて通勤した。また、ミッドベールスチールには工員

と管理者間の問題が多数あったが、彼が受け持つ職場以外の問題にしぼり対策し、他の

職場の問題や他職場との交流を絶って現場の管理を行っていった。特に、彼の職場では

「各工員が 1 日になすべき仕事の量と賃金の関係を理解していなかったので、明確にし

ていった」という内容を加えた。

このような職場環境で仕事を進めた結果、テーラー氏の職場は従来に対して、2 倍以上の

生産性を示したため、会社側はテーラー氏に深い信頼を寄せました。

（３）科学的管理法を進めるための実験

テーラー氏は「仕事は科学的に解析して、1 日の公平な仕事を打ち出すべき」という経験

をミッドベールスチールにおける現場から現場管理者として活動する体験から得ましたた

が、この考えを具体化させるため、当時の社長ウイリアム・セラーズ氏の許しを得て、現在

の生産技術スタッフの形で『仕事の科学』の研究を開始しました。彼が感じた現場管理は「現

場管理者は経験とムード的な感覚で 1 日の処理高を見ている(推定や評価している)。ここに

は、仕事そのものを直視し、「それが出来高とどのような関連や達成メカニズムを持つか？」
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ということに無関心である」という評価をしました。ここで、彼は、当時の学者が行う研究

を調査したわけでしたが、わずかに生理学者達が「人体の持つ持久力の研究が馬力に比較し

てどのような関係になっているか？」という程度の内容だけでした。そこで、2 名の大学生

の協力を得て、次のような実験を行い。ズク作業をモデルに生産性の研究を進めました。

(a) ズク運びに一流の作業者 2 名を選定して、作業研究への協力を願った。

(b) 実験期間中は 2 倍の給与を支払う。しかし、実験で指示した作業内容をさぼった場合、

即座に実験は中止し解雇する。

(c) この実験には、いろいろな仕事があるが、総て、通常のスペースで行ってもらい、時間

測定して、その状況をデータ化する。

以上、このような環境で膨大な観測データを記録したわけでしたが、テーラー氏がデータ

解析しても、「これが作業の生産性に大きく関与する要件である」という要件を見いだせな

かったので、友人のカール・G・バース氏に解析を手伝ってもらった結果、次のような内容

が明確化しました。

(1) 46 ポンド/1 を運ぶ仕事の中で、荷物を持っている割合を 58％、42％は休憩にすると、

最大のアウトプット 46 ポンドの処理となる。

(2) 両手を使い加重を「持ち上げる」、「押す」という仕事は 1 割ほどになるが、腕が大変

疲れるので、「腕で引く」という方式にすれと疲れないで仕事が続けられる。

(3) この種の仕事を続け 46 ポンド/日の処理を行うには、その作業に適した適性を持った

人材の確保が必要となる。

この結果を見て、彼は、シャベル作業において、疲れないで生産性を保つ標準作業を組み

上げました。その後、テーラー氏の研究はベスレヘムスチールの研究へと場を変え、進めま

した（これが、後に有名になった『シャベル作業』の研究です）。では、ここで得た科学的

な解析の結果を紹介して行くことにします。

(a) 当時、この作業は 1 種類のシャベルに限定し、作業させていた。これを用いて工員に

仕事を願う際、シャベルに乗せる重量をいろいろ変化させていった。すると、重い重

量の場合、1 回の量は行くが、工員は疲れ、休みが必要になる。逆に、乗せる量を少な

くすると回数が多くなり、休む時間も短くて良いが、最終的に処理する量が少なくな

る。このような状況で最大量を処理するシャベルへ乗せる量は 21 ポンド/回が最も良

いことが判った。

(b) シャベル作業の対象は重い鉱石から軽い灰などがある。そこで、21 ポンド/回を維持す

るため、かつて 1 種類だったものを、8～10 種類用意して、運ぶ対象物によって、使

用するシャベルを渡す管理を進めた。

(c) かつて、仕事は工員をグループ化して作業させる方式だった。この場合、処理量は平

均 16 トン/日だった。これに対し、今回の方式は個人管理方式にすると同時に、個人

毎に処理量の大小によって支払う方式にした。個人に分けると、優秀な者と遅い工員

に分かれる。そこで、教師がつき、遅い者には、作業方法を指導する方式を進めた。
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その結果、この教師の指導を含めても、59 トン/日（3.7 倍）もの処理となった。

(d) かつて、工員の給与は 1.15 ドル/人だった。しかし、個人別報酬方式の場合、標準量に

達成した者に 1.88 ドル/人の支払いとした。すると、工員の中に大酒飲みの者がいて、

どうしても標準処理が出来なかった者も、やがて、大酒飲みを止め、まじめに働くと

いう変化が出てきた。

(e) このような内容で、工員の意見を聞くと「従来はやらされ感で仕事をしていた」と言

いました。当時、監督 (工
員の間ではクロンボ監督

という名称) がいて、見張

し、工員に対し、飴と鞭の

管理をしていたため、悪評

でした。ところが、今回の

科学的管理を進めると、処

理量が増え、手取りも増え

たので、彼らは、「教師は良

き友人という存在である」

と評価したそうです。

以上、ここまで記載した

経過と、その要点は、図のようにまとめられます。また、テーラー氏は「何でもないシャベ

ル作業にも科学がある！」という表現で、この一連の分析結果（努力）を科学的管理法の著

書に結論づけてておられます。

（５）金属を削る作業の研究

現在、機械を使った切削の大半はカタログや仕様書の形で最適の加工の内容がガイドさ

れています。しかし、1880 年代、まだ、鉄鋼の品質に差があり、現在のような切削工具（含

む、スローアウエイ）などが無かった時代、切削条件は現場作業者の経験に任せる形態で行

われていました。このような時代、生産性は低く、加工職人のスキル差が多かったため、テ

ーラー氏はミッドベール鉄鋼の１つに「2 倍の生産性を実現させたい！」という売り込みを

掛けました。最適切削の研究です。対象は 300 名、加工職人を持ち、15 年もの歴史を持つ

企業だったそうですが、当初、この工場の工場長は、テーラー氏の話を信用しなかったそう

でが、説得し、進めた経過と要点をまとめると、次のような内容と状況でした。

① 最初に定めたモデル機で機械加工の実態調査を進めると、加工には工具を研削して穴

をあける準備～切削に至る多くの仕事があり、その実態が科学的に判った。そこで、最

適な加工内容を明らかにして、計算尺の形でそれらの条件を出し研削した結果、2.5 倍

～9 倍のスピードを出すことができた。

② かつて、機械加工は、その分野に多くの経験を持つ職人に丸投げで依頼する方式だった。

テーラー氏が進めた「シャベル作業の科学」
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限界！
現場管理者は経験と
ムード的な感覚で
1日の処理高を見て
いるが、シャベル作業

にも科学がある！

当時のシャベル作業

最初の研究（ミッドベールスチールにて、当時の研究は労働と疲れの研究）
① 大学生2名の援助も得て時計観測を開始した。② ズク運びには一流の作業者

2名を選定した。③ 実験期間中は2倍の給与を約束（さぼった場合、即座に首を約束）
④ データー解析を友人のカール氏に委託 →⑤ 科学的解析の基本が判った

シャベル作業の科学を体系化
① 最大量を処理するシャベルへ乗せる量は21ポンド/回と、定量的に把握
② シャベルを8～10と定め、対象物（鉄鋼石・・・灰）毎に、区分して作業配備
③ 標準作業の設定と同時に、遅い者は教師が教育する方式、同時に、個人

請負・評価方式で作業を担当する管理方式を適用した。

3.7倍の生産＋工員達は『科学的管理法』を理解～歓迎！
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職人たちは個々に自分の加工ノウハウを持っていたが、決して他人に教えなかった。加

工スピードの良否がその職人にとって加工を依頼される(注文獲得)のベースになって

いて、他の者より多く稼ぐツールにしていたためだった。テーラー氏はその内容は科学

的ではなく“目分量方式”と言った。さらに、この種の解析は管理者側の責任と考えて、

その中身を解析し、「最良の方法を見つけ、職人を指導しながら育てるツールにして行

かない限り、機械可能ノウハウは、いつまでも闇の中となると」彼は考えました。

③ テーラー氏は、機械切削の対象は、(a)どの位の切削速度が必要か？と、(b)送りをどの

程度にすべきか？という 2 つの要件に対し、26 年もの調査の結果、12 の条件が関与す

るという整理をしました（算式も例示した）。これは、テーラー氏の科学的調査に基づ

くもので、例えば、ある鋼材を切削する場合、低炭素鋼の切削工具とチルド鋼に焼き入

れを施した工具では 100 倍の差があることや、高速度鋼と焼き入れした炭素鋼では 7
倍の差がある。切削の深さが 1 インチと 1/16 インチでは 64 倍の差があることなどを、

緻密に時計分析を進めました。

④ さらに、テーラー氏は、膨大な研究内容から最適な切削法を簡単に選ぶため、当時、多

くの数学者に依頼して最適の算定が可能となる方式の提示を願いました。しかし、総て

ギブアップ状態の中で、カール G.バース氏が最適計算結果を提示する計算尺をつくっ

たので、これを用いることにしました。

⑤ 以上、ここまでの努力で当時として、最適の加工条件を工場の管理者側が作業者に提示

して最高の生産性で切削加工を可能にする方式をテーラー氏は具体化させました。

テーラー氏が行った 26 年にも渡る膨大な研究は、当時、特殊鋼の発展を大きく進めるキ

ッカケもつくりました。このため、現在、特殊鋼業界では、テーラー氏を“特殊鋼発展の祖”

となっています。その理由は、当時の機械加工の解析努力を知れば判ります（科学的管理法

の著書に、この解説はありませんが、筆者が関与した特殊鋼業界では、皆が知る話です）。

この頃、まだ、刃物鋼は現在のような性能ではなく、機械加工を開始すると、すぐに刃先

が摩耗する。刃先を削る(当時、大半がバイトという鋼の刃先加工なので、短時間で摩耗し、

削る)ということを繰り返していました。このため、機械加工は度々中断し、正味の加工作

業時間の測定も中断、刃先研磨作業の測定に移る状況が頻発していました。この“刃先づく

り”という作業は、ベテランと称する職人による技能差に大きく左右されます。このため、

当時、各社とも、機械加工はこの方達に丸投げする状況でいた。したがって、このような生

産環境の中で、テーラー氏が科学的分析を基に最適の切削条件を提示して行くという分析

は至難の技だったことが判ります。ちなみに、氏は、最適値を求めるという標準作業の発掘

に多くの測定と理論的な解析と裏付けに奔走しましたが、現在なら、この種の解析に Big デ

ータを用いた解析を適用すると考えます。しかし、当時、この種の解析手法はありません。

そこで、テーラー氏達は、経験を積んだベテランの差と作業内容を解析し、多くの測定値を

加工条件との関係で、その内容を評価する。その後、最適条件を求めながら、加工の条件設

定を行う、・・・という長大な解析を地道に進めたわけでした。このため、ここに 26 年もの
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時間が費やされた状況が皆様にご納得いただけると考えます。

１５．科学的管理法の実施とその効果

（１）金属加工の研究に科学を持ち込み成功へ持ち込むための要件

テーラー氏の活動と配慮を見る限り、金属加工に対して行った科学的解析手法の導入と

展開は、どの企業に持ち込んでも問題が無いように見えます。しかし、そう考える理由は、

現在、この種の対策が既に産業界で当たり前になっているためです。しかし、この種の解析

をテーラー氏がパイオニアとして進めるには、多大な苦労がありました。では、その苦心と

注意点を整理して行くことにします。

① 金属加工の調査段階に学ぶ点

科学的管理法の書中に、「この仕事は科学的分析の対象として、当時、極めて難解だった。

人と機械（物理的な解析要件）が複雑にからみあっていたためだった。しかし、数か月くら

い経つと、極めて有用な成果がでてきた。その理由は、今まで勘と経験に頼っていた職場を

科学的に解析して、その結果を活用するだけでも、その差が大きかったためだった」と、テ

ーラー氏は記載しています。また、この成果が大きかったことが、その後の解析を助けるこ

とになっていったようです。しかし、逆に、今後、科学的には全く問題ない新手法を適用し

て、成果も期待できるが遅い場合、時に、その種の研究を続行することが難しくなる危険が

生じることがあります（後述のモデル的展開や、成果が出るまで経営層が我慢できるか否か

といった点も、新手法の展開に配慮すべきことが判ります。ちなみに、トヨタ自動車の JIT
具体化は開発に 15 年、普及に 15 年経過ました。読者の皆様が、別途、この達成までの苦

心談を知るならば、当時、正しいと思って進める戦略の大変さが理解できるはずです）。

② 金属加工の研究の経過の段階に学ぶ点

「機械加工の研究が開始され、その経過が関係者に紹介されるとすぐに工具の開発が並行

して行われていった」とテーラー氏が解説していましたが、これは、「当時、工具の切削性

能が極めて低かったか？」を示したものです。今回の金属加工の研究の目的は、この職場の

生産性向上だったわけでしたが、この対策ニーズが当時の企業経営層だけでなく、機械加工

を進める技術者達にとっても重要課題であり、企業競争の基になっていたことが推察され

ます。このような段階でテーラー氏は冷静に進めている経過を評価しました。その状況は、

「仕事を科学するする場合、完全を求める(完全に総ての調査と理論解析が終わった後に公

開する)ことも大切だが、今回の機械加工の調査～科学的見地からの解析の場合、段階的に

成果を得た経過を見て公表していった」という記述から判ります。なお、このように科学的

な調査と解析が困難な対象に対し、テーラー氏は下に記載した方針を定め、果敢な解析を進

めました。

(a) 単に時計を使った解析だったが、正確に事実を測定した。

(b) 観測対象はベテランを見つけ（選定の後）、その機械作業を分析した。これは、「標準

化を具体化して行く上で、常に最良の方式を示す」という、標準化の思想を、テーラ
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ー氏は貫きました。

(c) 機械加工において、観測中にムダを見つけたら、即座にそのムダ（例えば、刃物：工

具の改善により、再加工する時に加工が停止するムダや、速度低下ロスなど）を除外

して、新たな方式（改善後の形態）を築き、観測していった。

③ 科学的解析に際して何を対象に分析すべきか？

当時の機械加工の解析は機械設備が対象だったが、各設備を操作する工員の要素が生産

性を大きく作用していました。このため、テーラー氏は、この面に対する配慮と注意を次の

ように整理し、我々に示しました。

(a) 工員の精進と努力を奨励給の関係で分析する必要性について：「人の活動や、より良

い方法を見つけるため、研究者達を支援するという工員の動機、動き～心理について

も分析が必要である。要は、賃金や処遇の保証が無い環境で、工員達が実験に協力し

て行くという保証はないためである！」

(b) 標準化：常に最良の方法を求める活動と、現場環境づくりについて：「(a)の環境が無

ければ(b)を求める条件が欠ける」とテーラー氏は注意しました。

(c) 実験結果を現場で定着する対策について：テーラー氏は「科学的管理法で確立した最

良の方法は、職長の仕事（責務）として位置付け、現場・生産管理を行わなければな

らない。まず、重要な点は、それを実施する工員に教え、生産計画という形で書類を

持ちいて実施事項と経過の記録を指示する（P-D-C システムの運用により P=D の状

況をフォローして C：チェックする）。ここで仮に未達の者が出た場合、スタッフな

どを使い、その者を再教育して、必ず、達成可能な力量を身につけさせる処置を進め

る。なお、この種の教育指導で、習得者に当たる工員をロボット化させたり、言う通

りの仕事だけを行う人間や、常に、この種の指導者や命令を待ち、自ら考え、生産性

を挙げて行く努力をしない人間にしてはならない」という注意を定めました。

【特記事項】ここで、テーラー氏が観測対象にした標準化思想（私見）をまとめることにさ

せていただきます。図の左

側に示したように、一般的

に、工場における生産管理

では、問題が起きると緊急

対策を図り、通常の生産に

戻す取り組みをしています。

しかし、テーラー氏が進め

た標準化の追及は図の右側

の形態です。これは、標準化

＝最良の方法の確立、また、

このようにして確立した標

準化の波及こそが、その工
© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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場の生産性向上に最も近いという内容です。昨今、モデルを成功させ広げるという方式が盛

んですが、その種の対策法はこれと一致する対策法と考えます。

④ 科学的管理法を用いる企業関係者に対する注意

テーラー氏は、ここまで解説してきた内容を「科学的管理法を企業の職場に投入する際

の“精神”ということで、下に記載した『４大原理』として示しました。

(a) 真の科学を発展させること：常に、現在の方式はどのように探求～整備しても不完全、

改良の余地はまだまだあると考えて進めること。

(b) 工員の科学的選択と、その科学的教育及び発展に努力すべきこと：何を教え、そこまで

できるように育てるか？については、個人により異なるので、その状況を常に分析し

ながら標準化（最良の方法）に対する教育を図ること。

(c) 労使間の有誼的協調：公明正大に科学的内容を公開し、労使協調で相互理解と納得を

得た環境で科学的管理法を運用すること(当時、企業による搾取や労働強化等がストラ

イキの基になっていたため)。
(d) 管理者と工員は企業で受け持つ機能が異なるだけであり、その条件下で均等の責務を

受け持って活動すること。：テーラー氏は、「企業によっては、管理者は貴族的な地位

と上下関係を運用する例があるが、テーラー氏は、人には能力を発揮すべき職域があ

る。これは、企業内で受け持つポジションであり、上下関係や地位の差でなく、機能で

ある。従って、持ち場立場で最良の能力を発揮する管理体制を運用すべきである」とし

ています。このため「もし、個人がその機能を発揮して行く上で不向き（適性が無い）

場合は、配転すべきである」としました。さらに、テーラー氏は、「人は、個々に持ち

味や才能を発揮させ、働く喜びを得るために科学的管理法を利用することを目的とす

べき」という考えを提示しました。

（２）科学的管理法実施の心得

テーラー氏達が開発した科学的管理法を真似て導入した企業（ここまでの注意を無視

して導入して進めた結果）、ストライキを始め、多くの問題を起こした企業が発生しまし

た。さらに、この時、この種の問題企業から、テーラー氏に成功企業名の紹介を迫られた

時、彼は、「皆様は見聞きした内容を基にした展開ではなく、成功へ至る要点や注意、疑

問点は直接私に聞きにきて欲しい。また、現場で実状をご覧願い、直接関係者に質問され

る方式をお奨めします！」としました。これは、次に続く、科学的管理法に対する米国の

裁判の場で行われた答弁にも関与するわけですが、テーラー氏達は科学的管理法の適用

について、次のような注意点を公開しました。

(a)改革はおもむろにおこなうべきこと：「今回の科学的管理法を旧来の現場管理法にする際

（切り替えて行く時）、余り、急激にすべきではない」とテーラー氏は注意してきました。

その理由は「人と企業にはそれぞれ固有の歴史がある。
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(a) ここでは、慣れ親しんだ習慣があり、その変更には、十分な合意と納得が必要になるか

らである。・・・」としています。この研究はその後、下図に示したように、２:６:２の

原則や、モデルを作り、成功の後に横展開するという方式になっていったわけでしたが、

重要なてつづきのひとつです。

(b) 新方式の展開前には、専門の指導者を設けること：「科学的管理法の導入に際して、関

係者は、兼任や、２足のワラジを

履く状況で科学的管理法を導入

してはならない。当然、企業幹部

の理解と指揮のもとで、この種

の運用を図るべきである」と注

意しています。その例として、

3,000～4,000 規模の企業で出来

高制を投入して失敗した例を挙

げています。「ここでは、導入前

に十分な教育訓練を現場管理者

達におこなったわけでしたが、

科学的管理法の運用に移っても、

我流に頼る一部の職長達は、科学的管理法のルールを守らず、作業者に無理をさせて生

産性を挙げさせ、しかも、報酬を与えなかったそうです。このため、この企業では組合

問題～ストライキとなった」と、テーラー氏は解説していました。

(c) 経営幹部が自ら指揮しないで科学的管理法を展開して失敗に至った例の紹介もありま

した。要は、会社の幹部が参画せず、企業のスタッフが導入～展開した例ですが、現場

関係者にとって、2 重構造の形で科学的管理法を展開した例です。昨今、ISO 関連で導

入する例に似た形で、「書類はそろったが活動や経営効果は疑問？」と言った例に似た、

経営効果があがらない失敗例です。

（３）科学的管理法により得た生産性向上成果の分配について

当時、科学的管理法を導入して生産性が 2 倍以上になる企業が多数ありました。「このよ

うな企業において、その努力をした工員達の給与をどうするか？」という質問がテーラー氏

のところに多数寄せられました。それに対し、氏は「科学的管理法を導入～展開した結果、

生産性が 2 倍や 3 倍といった成果を得た場合、工員の給与などをその比率であげるべきで

はない。その理由は、(a)企業にはお客様がおられること、また、(b)企業自体発展のために

資金が必要なことがあり、(c)従業員の昇給もこの３つのバランスの中で決めるべき環境に

あるためである。生産性を挙げ、高い製品が安価になれば、お客様の購買が増え、製品によ

っては、今まで購入できなかった人たちが買える環境になるので、社会貢献となる。企業も

競争しているが、新製品の開発や市場開拓～従業員の教育育成といった課題があり、ここに

コーチング技術

新目標や
新体制へ
チャレンジ

２ ６ ２
前向きの２だけが

活動する状況

前向き 付和雷同型 反対派

OJT対象
① やる気と人生の目標を持つ方

② 教育目的 ：

イニシャルリーダーづくり

③ 主な手法はコーチング

投入100→成果200～300

OFF・JT研修対象
① 成功例と評価があれば

活動するが、当面は

参画のふりをして静思
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・研修しても成果は
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お金が必要となる。なお、私が関与してきた企業では 1.6 倍程度にしてきたが、この比率の

決定は各企業で十分に検討してお決めいただきたい」としました。

その例として、テーラー氏は、先に紹介したズク運びの生産性向上の事例を紹介していま

した。「ここでは、当初、雄牛のようにまじめに単純作業を熱心にこなす作業者に頑張って

いただきました。彼は、科学的解析した最良の仕事の内容に対し、真面目に仕事をして、短

時間に 3.6 倍の生産性を実現して、ズク作業を業とする企業のお手本となりました。しか

し、即座に彼の報酬を 3.6 倍にしたわけではありません。その理由は、総て彼の才能と努力

で得た生産性値では無かったためです。教えた側、さらに、その前に行った科学的な作業分

析などが、その成果創出に関与します。さらに、彼が高い生産性を達成した段階で、この方

式をその他の人に伝えて行うという教育などもありました。このような条件を考え、私は、

最初に 3.6 倍の生産性を達成した彼の給与を 1.6 倍にしました。当然、彼は、ここまでの内

容を理解、納得して報酬のアップに満足したわけでしたが、その後、彼をモデルに、この高

い生産性を達成した方には、順次、1.6 倍の報酬を払って行きました」というテーラー氏の

解説です。もし、この最初に 3.6 倍の生産性を達した方が、仮に個人業であり、一人で、こ

の仕事だけで生きて行く、さらに、途切れなくこの仕事（含む注文獲得も個人の状況）が続

くのであれば、3.6 倍の報酬議論は受け入れられるかもしれません。しかし、多くの方の努

力と知恵で達成した生産性向上に対する報酬は、これらの内容を検討して、その配分を決め

るべきです。このように難しい質問もテーラー氏のところへ多数寄せられたわけでしたが、

彼は、企業関係者と従業員（時には株主や顧客）が納得行く内容を皆と話し、検討して実務

的に納得が行く道を開拓して行きました。

１６．科学的管理法特別委員会における供述（その１）

テーラー氏を基に、世界に広まった『科学的管理法』は、1912 年、委員会で陳述を迫ら

れました。これは、歴史に残る『科学的管理法』に対する裁判です（議事録という形で科学

的管理法の適用経過が残されています）。また、ここで論述した内容は、現在に至るまで、

多くの方が『科学的管理法』を進めて行く上で、重要な示唆を与えてきました（著書には、

200 余ページにも渡る膨大な記述です）。では、以下、筆者の経験と、各社で検討してきた

解釈を抽出して、要点を紹介して行くことにします。

特に、筆者は、『仕事を科学する』という名がついた『科学的管理法』の論述の総てが実

践事例に基づく内容の総ては、泥臭いが、現場関係者とテーラー氏達が、本音で語らなけれ

ば、「ここまで明快な内容にならなかったのではないか？」と考えます。

（１）科学的管理法に対するテーラー氏の宣誓と論述内容

① 科学的管理法の所属について：テーラー氏が科学的管理法という名で裁判に臨むまで、

出来高制度から、作業分析法など多くの名が使われました。ここに至るまで多くの企業関

係者（経営者や工員達）や、数学者たちが関与しましたが、常にテーラー氏がその中心で
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した。このため、「テーラー・システム」という名がありました。しかし、テーラー氏は

「科学的管理法は多くの方の努力と助けで、現在の方式として体系化していった方式で

す。このため、以降、テーラー・システムという個人が編み出した産物名は避け、各種の

ご質問にお答えしてゆきます」という論述と共に、以下、裁判と称された委員会で、その

弁明は開始されました。

② 工員の怠惰について：次ページの図に示したような理由で、当時、一般企業では、工員

達は生産性向上を渋ってい

ました（協力的でない労働環

境でした）。その理由をテー

ラー氏は次のように解説し

ていました。「一般に、工員達

は仕事を早くせず、遅くし、

1日の中でできる仕事量を制

限することが自分と仲間の

利益になると考えています。

その理由は、もし、生産性を

あげたら、会社側はそれに必

要な人数で仕事を済ませる

方式を適用するためです。要

は、生産性向上に工員が加担することになるためです。しかし、この考え方を放置してお

くと、世の中で製品の値段(売値)の低下が起こりません。要は、お客様は「欲しいけれど

買わない」ということが続きます。これは、間違った経済額を企業経営者が使ってきたこ

とと、「本来、工員の仕事の中身を管理者側が分析して改善し、その結果を用いて工員達

を指導し、人材を図る」という仕事を、企業経営者達がさぼってきたためです」と説明し、

次のような事例を挙げました。「マンチェスターの繊維工場に、工員が 5,000 人いました。

この企業では、時代の流れと企業競争力を強化するため、“力機械”という名を持つ設備

を入れる計画をした。この設備は手作業の 3 倍の生産性だった。このため、工員達は、

「この設備を導入すると、3,000 人の首切りが起きる！」ととらえ、暴動～放火して、こ

の企業が力機械”を導入する計画を阻んだ。しかし、この企業では、設備を入れただけで

なく、改良を加え 10 倍の生産量とした。また、この設備で出来た材料を使った製品の製

造のため、従業員の増加が必要になったわけだが、最終的に 265,000 人になった。さら

に、ここでは、かつて工員達がもらっていた給与を下げなかった。要は、製品が安価につ

くられるようになったため、購入が増した。その理由は、市場が増した。また、顧客満足

と、従業員満足が“力機械”という生産性の高いツールの導入で同時に進んだためだっ

た。・・」と、テーラー氏は解説し、「生産性向上は悪であると決めつけてはならない。こ

の種の対策に当たる場合、企業では、管理側が工員の仕事の中身に立ち入り、その構成を

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

徒弟制度と科学的管理法による企業経営の差

ある企業の例

従業員にやる気と

惜しまぬ努力を願い

利益の最大化を

図るには？

怠けず、働かそう！

企業の管理側

① 現場の仕事の

詳細は解らない！

解析もしない。

② 今までのベテラン並みの

仕事が出来れば、企業は

儲かる！

③ 工員に甘い顔をすると、

たちまち、賃金上昇が

経営悪化になる！

企業の労働側

① 1日に行う仕事は、過去の

平均を上回ることはしない。

② もし、頑張って、記録を作ると

次は、会社側がそれを目標

にする。仕事は出来ても、

必要な人数にリストラされる！

③ 仲間を守り、自分が楽な手段

は、先の平均的な作業の維持

目
に
み
に
く
い
対
立
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科学的に解析してゆくべきである」と話しました。また、「科学的管理法は工員の作業の

ムダを省いて生産性向上を図る対策だが、“力機械”の導入に比較可能な対象である」と

いう内容も付け加えました。

（２）科学的管理法の本質

テーラー氏は「世界が求める製品を安価で得やすくすることは、多くの方に歓迎され、幸

せを招く」という内容を紹介したわけでしたが、対象は異なりますが、同種解説は日本でも

ありました。旧・松下電器（現・Panasonic）社長だった松下幸之助氏による『水道学』と

いう企業理念です。さらに、テーラー氏は「人類を豊かにする資源は、地中から取り出すも

のと、人がつくるものがあり、いずれも経済性を求められます。今回、私が弁明する対象は

後者ですが、科学的管理法を駆使して、いかに、人がつくるモノを経済的（良い製品を高い

生産性でつくり安価）に世界に提供する対策が対象です」と説明しました。このような解説

の後、テーラー氏は、「以上、ここまでの説明から、『科学的管理法の本質』に対し、私に(1)
能率向上のための仕掛けであるとか、(2)新しい原価計算法である。(3)賃金支払い方式の対

策である。(4)工員の傍に立ち、時計を使い、何か資料づくりをするとか、(5)人の動作研究

である。・・・といったいろいろな言い方をして来るが、この種のものは、『科学的管理法』

の要素かも知れない。だが、その実態を表す内容ではない」と話しました。さらに、「我々

は世界の人々が得て幸せとなる製品をつくる手段として『科学的管理法』を駆使すべきであ

り、このような局面に対し、個々の仕事をする方達が根本的な精神革命を起こすこと、同時

に、企業の管理者側の皆様達が精神革命を起こすツールと『科学的管理法』を考えてきた。

要は、このようなツールの利用を通して、工員達は自分の仕事の本質を見直して一流化を図

る。また、管理者側は工員の人材育成を進め、その結果が利益向上となる。このような活動

で増した余剰金は相互に納得行く形で分配するという結果になるためである」と論説しま

した。

（３）仕事の科学について

テーラー氏は、それまで行われてきた徒弟制度の生産方式に対し、科学的管理法の著書の

中で、次のように解説しました。「かつての徒弟制度では、新人は単に見習い、技を高めて

行くという法意識だった。新人が腕を上げて行くか否か？は、その新人が先輩の仕事にあこ

がれや、好みを持つか否かにかかっていた。そのようにして技を身につけた新人たちは、や

がて、ベテランと称する技の錬磨に集中し、それが生きがいであり、他に学ぶべき対象があ

っても、そこに時間を割くという行動を取ろうとしなかった。しかし、科学的管理法におい

て重要な点は、「新人の育成メカニズム、すなわち、早期一流化教育を管理者側の仕事であ

る」として行く点にある。管理者が仕事の中身を科学的に解析して、早期育成を図ること、

さらには、産業人として工員達が持つべき知識にも目を向け、幅広く、職業人として持つべ

き、また、役に立つ知識も付与して行くことが重要だからである。一流の工員は産業人とし
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て、①製品の品質の向上と原価改善がお客様にいかに良い効果を生むか？②ひとり一人の

努力で生産性をあげる対策がどのような意味を持つか？そして、③工員が高い給与を得て、

企業側も儲けるために生産性向上がなぜ必要か？を正しく理解しておくべきである。こう

すれば、新人の好みの大小で仕事の習得の速度が左右されるという弊害も無くなると考え

る」と、解説しました。この内容は、『仕事の科学』の導入とは、「科学的管理に重要な仕事

の扱いが企業の管理者側に位置することを明確化していった」ことを示した例です。

（４）野球チームに見る科学的管理法の応用（例として解説）

テーラー氏は「製造業というチームだけがチーム活動という面で見て特別ではない！」と

いう考えで、野球チームを例に科学的管理法が行われている要素を整理し、裁判の中で示し

ました。その要点は、「チームで 1 人だけ、だれもが敵わない優秀な選手がいても、そのチ

ームが必ず勝利するとは限らない！」と解説し、勝つために必要な要件に対し、『製造現場

で構成するチームにも共通した勝利への要件』という形で次の 4 項目にまとめ陳述して行

きました。

① 科学的に各ポジションで勝てる必要な技を研究し、一流のやり方をチームとして備え、

確立し、発展させること。

② 各選手が受け持つ活動を科学的に分析して、一流のやり方が出来ているかを分析～評価

してレベル向上を図ること。

③ このようにして、選ばれた選手を適正なポジションにつけて、その持ち味が十分に発揮

できる編成をつくり、管理して行く（運用を図る）。同時に、選手たちは、心からその指

揮に納得し、活動して全能力を遺憾なく発揮すること。

④ チームが勝つために、管理監督側と選手側が親しく協働する（職務と責務を分担する）。

（５）事例に基づく科学的管理法適用効果

テーラー氏は、当初、ズク運びとシャベル作業の分析から科学的管理法に着手して行きま

したが、その体験で得た内容を

次のように解説しました。「この

仕事を熱心に行う人ほど、この

仕事を科学的に分析して、改善

するという発想をしない。この

ことは、ベテランかつ、その仕事

に熱中する人ほど、自分の仕事

を客観的に分析し、評価する行

動をしないということを意味す

る！しかし、シャベル作業を分

析すると、その仕事で成果を挙

Ｆ．Ｗ．テーラー氏による日々管理（目標管理）

現状の仕事の分析

改善～標準化

改善の結果として標準時間の設定・改訂

生産計画策定

計画通りの生産

計画／実績評価

と改善

管
理
側
の
活
動

個人・ライン目標の設定

目標達成努力

目標達成自己評価
（達成率・実力評価と

改善点の発掘）

作
業
側
の
活
動

改

善

点
の

発

掘

達成度管理＝ ＝１？
目標

実績 © QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

改

善

点
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げてきたベテラン達を分析すると、個々に、目前のシャベル作業に適したシャベルを選んで

使用していることが判った。そこで、私はこの方達から話を集める方式ではなく、「私が行

う実験に真面目に付き合って欲しい。その約束を守るなら、その期間は 2 倍の給与を払う」

と話し、公明正大、違反なし、という環境で、作業そのものを分析し、次に示すようは手段

で実験に入った。この時、彼らは「調子が良いと、最高 38 ポンド処理できる。しかし、21.5
ポンド/回が最高であろう」と話してくれた。だが、実験に入り、私は、次のような事実が、

その要因になっていることを掴んだ、すなわち、生産性が高いベテランと称する作業者達は

皆、鉱石のような対象物には先端が小さいシャベルを使う。逆に灰のような軽い対象には、

先端が大きなシャベルを使っていた。そこで、私は、総て 1 回 21.5 ポンドの処理ができる

方式にした。まず、このように、シャベルで処理する対象物に応じたシャベルの仕様を行う

ようにした。さらに、私は計画室を作り（上図の形態で）、仕事の指示と管理を行う機能を

加え。要は、対象物に応じたシャベルを作業者に持たせ、作業時間と休憩時間を定め、決め

た通りの作業手順で仕事を願う、という方式だった。このような仕事の指示に、計画部関係

者は、作業者個々に紙を使った指示票を用いて行ったわけだったが、処理量は従来の 3 倍

を常に維持していった。そこで、この実験の後、実際の現場作業に移った時、この作業を願

う作業者達に、給与を 1.6 倍支払う方式を適用した。

このように、作業研究で得た結果を適用した製造現場では、計画室の仕事は作業者達に伝

票を配り、仕事の指示とフォローを行う仕事となった。この時、作業者達の多くは字が読め

なかった。そこで、目標達成者には、翌日の仕事を指示する際、白い伝票で指示する。処理

量が未達の者には黄色い伝票で指示する方式を進めた。これで、目標管理と達成へ度の向上

が図れたわけだったが、4 回程度黄色い伝票を渡した作業者に対して、計画室のメンバーが

作業指導を行う対策を進めた。このように、出来高制という職場環境で行った、この管理シ

ステムを進めた結果、生産性は増し、作業者達は 1.6 倍の給与とした。なお、この時、黄色

い伝票を貰った作業者達は、「計画室の者たちは歓迎すべき対象でなく、我々を助けてくれ

る存在である！」という受け取り方をしてくれた。当時、この種の仕事の形態に、各社で『飴

と鞭方式』が多かった。だが、ここでは、

「科学的管理法はイジメではなく、安全、

確実、楽で速い仕事を作業者達に納得行く

方式で親切に教える方式である！」という

理解を得た。当時、ここ実験～科学的管理

法を用いた現場管理の実施に、大学出の 2
名が当たり、やがて計画室を担当した・・」

と、テーラー氏は論述しました。さらに、

ここで行われた科学的管理法の適用の要

点を次のように紹介していました（要点は、

上図のような内容です）。

科学的管理法の実施に伴う活動と計画室設置の評価
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シャベル作業
かつての管理

馬車馬強要式～金で成果を煽る

作業測定～改善
個々人にベスト
ウエイ（最良技術）
を指示～指導

P-D-Cで
目標達成

計画部の仕事(間接業務）を追加

① 作業毎に、作業者に伝票で
作業指示

②目標管理と共に、高い生産性
の確保

③ 万一、未達の者には、作業を
直接個別指導

得られた経営効果
① 約500名作業が140名

（３．５７倍）

② 計画部の人件費を入れ
78,000ドル/年の利益増

③ 作業者の不満～ストライキ
などは最初から解消！
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① 計画部と現場管理者の作業者への接し方について：科学的管理法の適用に当たって注意

すべき点は、作業者達を 10 束１からげ方式で仕事の指示管理を行ってはいけない。作

業と作業者を個々にとらえ、仕事の指示管理を行うことが重要である。しかし、個々人

に親切に接するといっても、慈善的な対処をしてはならない。

② 計画部を設ける費用増について：今まで職長が管理する現場作業に対し、科学的管理法

を的確に進めるため計画部という間接部門と伝票を用いた作業の指示管理が追加され

ます。ここで、費用の追加の是非が問題になることがあるが、この例では、かつて 400
～600 名で行ってきた仕事が 140 名で行えるようになったこと、また、かつて 1t の処

理に 7～8ｃかかっていた費用が 3～4ｃになり、会社として 78,000 ドル/年の利益増と

なった。さらに、組合問題や作業者達の過労に伴う問題も無くした点を考えると、計画

室の費用は支払って十分余りあるという計算結果だった。

１７．科学的管理法特別委員会における供述（その２）

（１）ギルブレス氏のレンガ積み・動作研究に対する見解

先にもテーラー氏がギルブレス氏の取り組みに対し、絶賛する形でその取り組みを紹介

しました。さらに、委員会の供述の中に、ギルブレス氏と面談した内容と共に、仕事を科学

的に解析した後、生産性をあげて行く過程を詳細に紹介しておられます。テーラー氏は時計

観測を用いてムダ排除を進める方式を開発したわけであり、仕事の良否を結果として生じ

る時間を評価基準にしました。これに対し、ギルブレス氏は動作そのものを無駄なく楽に進

める対策を進め、動作数の減が時間減となる仕組みを具体化したわけでした。IE の歴史で

は、この両者の方式のどちらが有効か？ということで、この 2 つの手法が確立の後、10 年

間もの月日と膨大な議論があったそうです。その結果、「時間は仕事の陰である」という概

念と共に、両者の研究は動作に対する時刻表という形で、PTS（Pre-Determined Time 
Standard System）として体系化されました。以下の解説は、それ以前にテーラー氏がギル

ブレス氏との対話で得た内容であり、尊敬の念を持ちながら、「仕事を科学する友」と言っ

ても良い内容で委員会の供述に紹介した内容であり、価値が高い供述と考えます。

テーラー氏によると「レンガ積みというこの研究は紀元後を見ても 2,000 年、紀元前を考

えるなら 2,000 年も前から行われてきたわけである。このように、4,000 年も行われてきた

仕事に初めてギルブレス氏がメスを入れた点に我々は注目すべきである。この仕事はレン

ガの上にモルタルを塗り、レンガを積み上げて行く仕事である。職人達は、昔から行われて

きた方式に疑問を感じないで足場を作り、モルタルとレンガを運び、積み上げて行くわけだ

が、4,000 年、数としても膨大な職人達が何も疑問を感じないで行ってきた。この仕事に疑

問を持った最初の方がギルブレス氏だったわけだが、彼の素晴らしい点は、１つひとつの動

作に目を向け、実施して、いかにムダが多いか？と考え、対策した点にあった。そこで、私

は彼と会う機会をつくり、直接お会いして、その状況をお聞きした。その内容を例示すると

次のような内容だった（以下、ギルブレス氏が語った内容）。
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① レンガ積みのムダ：「私の体重は 250 ポンド（１ポンド＝0.454 なので 113.5Kg）この大

きな身体を２フィート（約 61 ㎝）かがめて 4 ポンド（1.8Kg）のレンガを取り上げる動

作を行ったとたん、私は「なぜ、この仕事は、このようにきついムダな動作を繰り返し

て行わなければいけないのだろうか？」と思った。そこで、まず、足場を作った。また、

レンガとモルタルを取りやすい方式にした。すると、思ったより楽な仕事になることに

感激した。・・」

② レンガの準備：「かつて行われていたレンガの準備は次のような仕事だった。まず、レン

ガの置き場から手押し車にレンガを積む。しかし、バラバラだった。これを運ぶ人が 1
名いるが、この方は、作業場の近くに手押し車を傾けて落とす。レンガはバラバラで地

面に置かれる。すると、次の作業者が、レンガのおもての面を上にして、その次に行う

職人のため、積み上げて行く。その後、3 人目の職人がレンガ積み作業を行い、塀や家屋

の壁づくりをするわけだが、最初から、必要箇所に必要数のレンガとモルタルをセット

にした容器に入れて届けてもらえば、この 2 名の仕事は要らなくなると考え、進めた。・・」

と、ギルブレス氏はテーラー氏に話しました。

③ 職人達のレンガ積み作業：「レンガ積みは、先に積んだレンガの上にモルタルを置いて

レンガを積み、コテの柄でコツコツたたいて調整するという仕事です。しかし、モルタ

ルを広がりやすい状態に練っておく、右手でコテを改良して必要量を先のレンガの上

に乗せる。同時に左手でレンガを積めば、両手同時でこの仕事は終わる。さらに、コツ

コツと、レンガを乗せた後に調整するという仕事は不要になる。ようは、1 回でこの死

後は終わる。・・」

④ 改善効果：「私は、このように、動作に疑問を持って仕事を改良していった結果、動作

数が 18→5 となった。しかし、仲間に、この作業方式を話すと、「我々が働く組会では、

1 日に積み上げる数が決まっている。早くして何か得になるのか？」と言われた。しか

し、当時、レンガ積み作業は高価できつい仕事、さらに、工事期間がかかるので、枠を

つくり、コンクリートで塀や家屋の壁をつくる産業に押されていた。要は、レンガ積み

は斜陽産業となりつつあった。そこで、私は、「このやり方なら、コンクリートに勝て

る！」と話した。すると、賛同者が現れ、注文も入り、多くの職人達が私の方法を取り

入れていった。その結果、私達の会社には注文が戻り、職人達の給与は 1 日 5$から 6$に
なった。

（２） ギルブレス氏の功績を題材にしたテーラー氏の供述内容

ギルブレス氏の科学的な仕事の解析～改善でレンガ職人は、かつて 1 時間 120 個が最高

だったレンガ積み作業が、平均でも 350 個/Hr となった。この成果をテーラー氏は次のよう

に解析し、委員会で供述しました。

① レンガ職人の生産性向上は科学的に仕事を解析し、改善した結果である。

② レンガの置き方、用具の準備と仕事の進め方(手順の標準化と指導)、モルタルの固
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さの維持などは、管理側の仕事として、職人達の仕事から分け、最良の方式をつく

る（この種の要件の整備は管理責任である）。

③ 旧方式は職人集団に仕事を丸投げする方式であり、仮に、1 人でもその集団の中に

作業性が劣る者がいると、その方がネックになる。このため、この種の集団は良い

職人を集める。相互に差が出ないよう処理量を決める。均一性を求めるという方式

を採り、結果的に低い生産性をベースに職人集団の保護を図ってきた。しかし、新

方式では、最良の方式を追求する。その結果を基に個人を教育して、意欲的で生産

性の高い集団を編成するという管理方式であり、旧方式と大きくことなる。

また、このように、テーラー氏とは異なる科学的な仕事の解析方式を採ったギルブレス氏

の功績を紹介して、生産性向上に対し次のような要件が必要であることを論述しました。

① レンガ積みの仕事は科学的に解析し、改善し尽くした内容を職人に示した。

② 用具や作業条件～仕事が早い者とそうで無い者を把握して、教育や、安全、確実で早く

できるようにするという仕事は管理側の責任とすべき内容であることを示した。

③ 「標準化＝最良の仕事である」と定義して、①と②の活動の基盤にしていった。

（３）テーラー氏が科学的管理法を具体化して行くまでの苦心談

当時、仕事を科学的に解析して生産性向上を図ったり、人材育成を進める～労使協調で顧

客志向の生産形態を進めるという活動は、図に示したように、『第二次産業革命』と言われ

た位置に当たります。何事もそ

うですが、今まで世の中に全く

なかった方式を具体化して行く

ためにテーラー氏は多大な努力

を図ったわけでした。科学的管

理法が企業の生産性向上に貢献

すると同時に、当時、大きな問

題となっていたストライキ問題

の解消を例とした働く側関係者

のためになり、広まり、活用さ

れて行くまでの苦心談が委員会

で紹介されました。では、以下、

その要点を紹介して行くことにします。

(a) ミッドベール鉄鋼所において、職長就任～部下となった旋盤機械工達の抵抗と対策

先のご紹介の通り、1878 年にテーラー氏はミッドベール鉄鋼所へ入社しました。この頃、

ようやく不況が通り過ぎようとしていたそうですが、彼は社内でいろいろな現場作業をた

どりました。このような時、たまたま、経理の方が不正を犯したということで、急遽、この

生産管理の歴史
1765年～産業革命 ： James Wattによる蒸気機関の発明以来、職人～機械化生産

が盛んになった。

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

ギルブレスの時代 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

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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仕事に就きました。この仕事は難なくこなし、余り興味を持たないでいる時、今度は、機械

工場で働くことになりました。この時、彼は熱心で能力が高いことを買われ、若くして現場

の職長に就任しました。ここからが、「一日の公平な仕事」という思想を基に科学的に仕事

を分析した現場管理と生産性向上へ足を運ぶ出発点になって行きました。

テーラー氏が受け持つ旋盤工が働く職場では「持てる力量の 1/3 程度の生産性に制御して

仕事をする」という形態でした。このため、テーラー氏が職長になったとたん、「あなたは、

この職場で生産性をあげる努力をする積りか？」と工員達が言ってきました。彼は「そう

だ！」と答えると、「6 週間以内に、我々はお前を追い出す！」と言われたそうです。当時、

テーラー氏が若いという状況もあり、この種の嫌がらせが 3 年も続いたそうです。しかし、

工員達の給与は出来高制でした。このため、「私を信じて欲しい」ということで、テーラー

氏の現場管理法についてくる方達を選び、人数をしぼって生産性のあがる方式の実施を願

いました。すると、成果が挙がっていったわけでしたが、やがて、この種の仲間も彼を裏切

る行動をとっていったそうです。そこで、やむなく、この方を除外し、また、人を固定して

テーラー氏のやり方に賛同してもらう説得をして努力願ったわけでした。だが、やはり、や

がて反対勢力に取り込まれて行きました。そこで、次に、テーラー氏は、全く旋盤作業の経

験は持たないが頭が良さそうな若者を見つけ、「旋盤作業を習得しないか？」と誘いました。

すると、「旋盤を覚えたい、給与増にもなるので、お願いします」ということでした。早速、

この種の方達に旋盤作業を教えると、たちまち、好成績を出していったわけでしたが、やが

て、かつて、共に生産性を挙げ、離れていった工員達に取り込まれてしまい。生産低下状態

になってしまいました。テーラー氏は「この壁はかなり厚く、強大である。だが、数年前ま

で共に仕事をしてきた彼らは決して悪人ではない！と考えていた」と委員会で解説してい

ました。

テーラー氏の職場で、彼は生産性をあげるためあらゆる努力を続けたわけでしたが、やが

て、旋盤加工現場を管理する現場で、生産量をあげない策という形で、旋盤工たちが、あえ

て機械を故障させるという行動が出てきました。そこで、テーラー氏は、この種の事態も予

測していたので、かつてから準備していた「機械を壊した工員は、その内容に応じて弁償願

う！」という制度を発動することにしました。テーラー氏の強みは、つい最近まで旋盤工だ

った点です。工員が原因でない機械故障と、あえて故障させた内容を確実に判定できたため、

この制度の適用に不満を言う者は皆無でした。しかし、当初、この規則を運用しても、機械

故障は減らなかったのですが、やがて、この制度のため、給与減で生活が困る工員が出てき

ました。すると、その頃から、徐々に生産性向上に否定的だった旋盤工の態度と考え方が変

わってきました。ここまでの環境変化に持ち込むまで、テーラー氏は耐えたわけでしたが、

委員会の証言の中で「仲間として働いている部下を良く知っているが悪い人は一人もいな

い。しかし、機械を壊し、生産性をあげる指導に抵抗してくるため、幾度も会社を辞めたい

と思った。そうして、頑張っている中で、私は、『1 日の公平な仕事』を示し、これを基に

現場関係者と生産の進め方を話して行かない限り、この問題を解決する道はないと思った」
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と論説していますが、この内容こそが、「旋盤作業を時計観測する」という科学的解析の動

機になったそうです。さらに、このような経過を経て、テーラー氏が実感した事実に次のよ

うな要件がありました。

① テーラー氏以外の現場管理者は現場経験が無いので、現場で何が起きているのかが、解

らない。特に、あえて、作業者が機械故障を起こしても、その原因が、機械が持つ特質

による故障か？作業者が敢えて壊したのか？その判断すらできなかった。

② 機械工である工員の一人ひとりをよく知っているが、仕事は好きであり、旋盤工という

職業に誇りを持っている。しかし、生産性向上は自分達の特にならないとムード的に思

った集団の中で活動している。このような環境の中で、仮に、一人だけが抜け駆けした

形で生産性をあげると、仲間に迷惑をかけると考えてきた。

③ 生産性向上がなぜ必要か？どのような旋盤操作手順や方式が一流の仕事なのか？どの

ように挙げれば一流の旋盤工という評価となるのか？ ・・といった内容は、本来、管理

者が旋盤工に示すべき内容だが、

この種の責務は現場管理者の任

に当たる職長の仕事とされてこ

なかった。

このような状況は、図のように

なっていたわけでいたが、以上が

先に紹介したように、テーラー氏

が「1 日の公平な仕事を科学的に

示す！」という動機となっていっ

た理由でした。なお、テーラー氏

は科学的管理法に着手した動機

を、この委員会で次のように紹介しました。

① 私が科学的管理法に手をつける動機は、現場職長の仕事上、工員の怠惰（怠惰と共

に、そこに関与する問題）と闘うためだった。

② また、ミッドベール鉄鋼所における時間研究は旧式の現場管理法を正す目的で進め

たものである。

③ この意味で、科学的管理法は、ある一人または数名がある学説の前提の下で作りあ

げたものではない。多くの人たちと、①と②を正そうという苦難の中から、結果と

して生み出した方式であり、製造現場で各種の問題解決を進める中から、現在の形

となった内容である(泥臭いが実践的な方式であることを言明された)。

（ｂ）機械加工工場における科学的管理法の適用例

テーラー氏はバース氏が勤務する 300 名、しかも、機械加工では評価が高く 10 数年もの

操業実績を持つ機械加工企業から、科学的管理法の導入以来を受け、その要求に対処してい

科学的管理法が登場以前の旋盤工の職場環境

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

君、旋盤脳に
なって稼が

ないか！ 経験ない

けれど、・・

できるか？

やりたい！

テーラー職長が

自ら指導！

たちまち、

生産性向上！

君のように頑張ると
仲間の首切りが・・と

皆が心配していた

テーラー職長の
指導で、短期間

にベテラン化？
我々には認め難い！

1900年・科学的管理法
登場以前の現場管理上の問題

① 現場管理者は現場経験が無い。
このため、仮りに機械工が故意に

設備故障を起こしても判別できない。

② 設備生産性向上＝技能向上は生産性

向上 → 仲間の首切りに加担！

③ 誰が見ても、一流の旋盤作業という
内容が判っていないので、各工員の

評価もあいまいだった。
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った経過を、委員会で紹介しました。この企業は近隣でも生産性も収益も高い企業でした。

ベテラン揃いであるということも誇っていたため、対象にされた工場の工場長は、「適用不

要！」と反対だったのですが、バース氏の熱心なまでの説得で「試してみろ！」となり科学

的管理法の導入が開始されたわけでしたが、3 年で 2 倍の生産性となりました。

この時、時計観測で機械加工の実情を細かく調査していったわけでしたが、まず、モデル

設備を選びました。機械加工は削り速度とその速さで生産時間が決まりますが、この最適化

に 12 項目もの変数が関与するというのが、テーラー氏の分析です。しかも、この 12 項目

の組み合わせを用いて最適値を計算するには、膨大な時間と手間が掛かります。このため、

この解決策を多くの数学者に願ったわけでしたが、テーラー氏達は、その中でガント博士な

ど数名の関係者が作成した計算尺が有効であるという状況を得ていました。そこで、この企

業では、まず、モデル機を決めて機械加工のテストを進めました。すると、ベテランが最適

生産を行ってきた値に対し、1.5～2.0 の生産性を即座に示したわけでした。この成果と共

に、実験と、更なる機械加工の最適化を追求する研究が続行された結果、先に紹介したよう

に、この工場では 3 年で 2 倍の生産性となり、工員達の給与も 35％増加となりました。

テーラー氏達はこの結果を見て、「この工場は確かに他社より生産性が高った。しかし、

その成果が今回のような発展の芽をつんでいた。さらに、どのように経験豊富な工員と言え

ども、時間研究を専門的に行い、科学的、理論的に最適加工要件を決めるという研究データ

に対応しても、その一部を知っているという範囲に留まる！という証明になった」という内

容を、委員会で紹介しました。ちなみに、機械加工の生産性を左右する項目を例示すると次

のような要件があります。

① 削られる金属の質（硬さ、削る速さに影響する性質）。例として柔らかい低炭素鋼と半

焼き入れ鋼、または、チル鉄では 100 倍の差がある。硬度を感覚的につかむ工員の技能

ではなく、このような鋼種を先に知り、最適速度で削る情報を得た方が確実なスピード

で研削できる。

② 鋼のバイトを工員が工夫して最適の刃先をつくって研削に入る方式より、鋼の性質にあ

った高速度鋼を使った方が良く、7 倍もの研削スピード差になる。

③ 研削時にキリコが被切削材から出るが、実験による最適のキリコ発生状態で削ると、キ

リコに関する諸問題の軽減に大きな差が出る。

以下、実験により得られた最適切削の状況をテーラー氏は 12 項目にわたり具体的に示し、

さらに、「現在、活用されている工具は不完全！」という考えで、工具の改良を特殊鋼メー

カーと進めていったわけでしたが、これが、特殊鋼の飛躍のベースになった内容でした。こ

のように、テーラー氏達が行ったこの解析は、都合 26 年間にもなったわけでしたが、この

工場では時計を用いた解析が進むに従い、さらに、生産性向上が図らって行きました。

この結果と、職人技と言われる内容と比較してテーラー氏達は「工員達は限られた条件の

中で最適な機械加工の探求に努力されています。しかし、機械加工は刃物の研究は特殊鋼メ

ーカーで無ければできない。加工する鋼材は鉄鋼メーカーでなければできない、機械加工す
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る設備のスピードや振動、剛性などは、機械メーカーで無ければできません。このような工

員の領域を超えた専門家と検討を重ね、さらなる最適化を求めるという仕事を工員達に丸

投げしても、限界があることは歴然です。要は、ここに専門的な研究が必要になるわけで

す。・・・これは、管理側の責務とすべきです」という内容を委員会でも紹介したわけでし

た。これを現在の技術に例える

と、各種の最新鋭の研究内容を

Big データ化した内容と、個人

が苦労しながら勘と経験で作

り上げた最適技能とされる内

容の差に相当するように思い

ます。また、管理責任として加

工の最適化情報を企業がつか

み、製造現場で直接作業を進め

る方達に提供して行くことは、

人材育成面で重要な対策です。

次ページの図は日本において、

テーラー氏が活動中の時代に活躍された加工の現場の匠たちの活動です。まだ、十分な技術

情報が無い中でも最適な生産を追求するため、知恵を駆使してきた内容です。このような努

力に対し、的確な技術情報を提供することは、更なる展開になって行くことが、読者の皆様

には簡単に想定されると思います。事実、その後、米国を中心に切削加工の刃物はスローア

ウエイとなりました。しかし、当初、この利用は従来の刃物鋼に比較してそれほど差が無か

ったという状況でしたが、日本で機械加工作業に当たる匠達から多くの提案や改善内容が

スローアウエイのメーカーに提供されました。その結果、諸外国に勝る加工レベルでスロー

アウエイと、その利用技術が進化したそうです。このような歴史から、企業の専門技術者は、

最良情報を製造現場に流し、共に研究を進める大切さが解ります（逆に、この活動を管理側

でシステム化しないと、オペレーターが使う NC に見られるように、何も考えずに加工素

材を設備に取り付け～取り外しを行うだけの作業者（チャックマンと呼ばれた）人達だけが

現場で作業する形態になる恐れがあります）。

【映像】標準時間と製造技術の進化（標準時間と製造技術の進化）

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

１８．科学的管理法特別委員会における供述（その３）

委員会におけるテーラー氏の論述内容（裁判記録）は、今は当たり前になっている事項で

すが、当時は全く新しい発想に満ちていたものだったたため、極めて幼稚な質問に対する陳
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述になっていることが判ります（テーラー氏が紹介する事例と理論は、当時の産業界全体を

教育して行く形になっています）。なお、その多くは、ここまでに述べて来た内容の繰り返

しだったため、以下、先にご紹介した内容とダブる点は除き、新たに述べられた点を抽出し

て記載することにします。

（１）ミッドベール鉄鋼入社から機械加工工場で科学的管理法を進めて来た経過

この委員会は「科学的管理法は産業上、何か問題を持っている」という仮定を設け、質問

をしていった経過をまとめたものです。奇異と感じる点は、製造現場の経験や工場を実際に

管理し、部下を持ったことが無い方の質疑です。特に、一般論でテーラー氏に疑問を投げか

けて行く状況は、奇異に感じる内容と考えます。しかし、テーラー氏は、当時、ひとつひと

つ丁寧に答弁されました。

① 労働の怠惰との出会いと対策について

テーラー氏はミッドベール鉄鋼所に就職し、短期間で職長となり、この任に就くと同時に、

企業の管理者としての活動を開始しました。活動は「生産性をあげたい」という内容でした。

同時に、昨日までご自身が現場作業者の立場だったので、工員達の仕事に対する満足度もあ

げたいと考えて、仕事を進めたわけでした。しかし、当時、テーラー氏の職場でも工員達の

怠惰は消えません。そこで、この両者の問題を一気に解決する橋渡しになる考えが「公平な

1 日の仕事の明確化であり、この証明は科学の利用以外にない！」と考えました（この経過

が委員会では。詳しく述べられていました）。

② 怠惰がなぜ起きるのか？

テーラー氏は、怠惰が起きる原因を次の 2 点に分類しました。(1)生まれつき本能の形で楽

を求めるという形態、(2)働く職場において、他人との関係で思いを巡らせた結果、怠惰と

いう行動をとる形態。テーラー氏は後者を『組織的怠業』と名付けました。従って、「仮に、

ここで、企業側が日給制のもとで、出来高払いという、工員が努力したら、それに応じて報

酬を増すという評価システムを導入しても上手く行かない。その理由は、工員達は「自分だ

け努力して生産性をあげると、周りの方に迷惑をかける(生産性をあげた分、仲間の首切り

を招く)」という考えで行動するためである」という自然則を委員会で紹介しました。この

種の内容は、現在も、企業側では従業員に対し生産性向上に対し、事前に明確にしておくべ

き要件です。ここに工員達は経営を知らないという局面が関与するわけですが、現在、企業

では、生産性向上運動を職場で進める際、事前に次のような対処を進めます。(1)生産性向

上により企業の新たな発展内容を明確にする。ここに新たな人材が必要になるため、その状

況を生産性向上の前に明確化しておく。(2)新たな分野へ求める人材と人数を事前に明確化

した後、対象職場の省力人員を求める形で、対象職場の生産性向上目標を生産性向上対策に

入る（現在、この方式を受け皿準備という企業があります）。このような環境整備の後、(3)
生産性向上を進める作業者には、生産性向上の意義を正しく理解願い、対処者の人材育成と

共に生産性向上を進める。以上、このような対処と共に、経営側は中期経営計画の策定と、
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従業員への提示を行ってきました。

形態と環境は異なりますが、同種の事例は、京セラの前・社長だった稲森氏が書で必ず紹

介されてこられた苦心談に、似た内容がありました。京セラを作り、必死に発展させて行く

中でストライキが起きた時の対策です。当時、稲盛氏は「会社は誰のものなんのか？」とい

う極めて原点的な要件に至ったそうですが、結論は「従業員の皆様の努力によって成り立っ

て行く、・・」という極めて基本的な要件にたどりついたそうです。そこで、このテーマを

真剣に話し合っていった結果が、それ以降の京セラの発展の基にされた経過が書に詳しく

記載されていました。この種、従業員の経営参画と経営内容の公開を行いつつ発展するとい

う基本は、テーラー氏の答弁と、時代と環境は異なりますが、一致する内容です。

③ テーラー氏が科学的管理法を仲介に、生産性向上を成功させた努力について

この委員会では、ミッドベール鉄鋼所で、テーラー氏は職長の立場で、従業員の理解を得

て生産性向上を進めたポイントを次のように紹介しました。(1)工員達の組織的怠惰が関与

し、テーラー氏が管理する職場の生産性は科学的解析で評価すると、1/3 程度という評価を

した。(2)このような低い数値であるということを示すため、テーラー氏ご自身がある作業

を担当して、その実態を工員達に示した（論より実践）。この行動で工員達は生産性の低さ

を理解した。(3)「3 倍の生産性を維持する標準作業を続けても、過労で生命を危うくすると

いう事象は全く出て来ない」という理解を得た。

1980 年代、不況で苦しむ企業が多い中、トヨタは JIT を進め高収益を維持していました。

このため、多くの企業が TPS を学んだわけでしたが、その一つに、「新たな高い生産性の仕

事を職場内に普及する際、職長が 8 時間その仕事をやって見せた後、従業員に教育して引

き継ぐ、・・」という内容を紹介しました。この時、多くの企業の方が驚嘆したわけでした

が、当時、トヨタは「科学的管理法で学んだことを素直に実施した」と紹介しました。

④ 機械工の仕事の負荷に対する答弁

委員会で、「ミッドベール鉄鋼所において、機械工の生産性向上は労働強化にならない

か？」という指摘がありました。これに対し、テーラー氏は次ページに示した図の考えを

基に、「機械加工において、生産性の飛躍的な向上は機械加工の科学的解析が基になる。機

械の生産性をいくら向上させても、機械に対して労働強化という言は当てはまりません。

これは、技術向上と呼ぶべきです。機械を使う場合、工員の仕事は機械にできないことを

担当してもらいますが、その内容も標準作業であり、作業負荷を増さない工夫をしていま

した。・・・」という、誰が見ても明快な説明をしました。この種の質問をする委員の方達

が、このような質問をする理由に対しテーラー氏は「質問者たちは現場経験が無いため」

としています（次の質問もその種の内容でした）。

⑤ 科学的管理法を米国全土に適用した場合に起きる弊害はないか？

これも、社会構造を知らいない極めて幼稚な質問でしたが、議長から次のような質問が

出されました。「米国では現在約 30 万人がズク運びの仕事をしている。もし、あなたの

行ってきた科学的管理法を適用すると 30％の生産性向上となる。そうなると、10 万人
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は不要になり、大きな失業と社会不安を招く、そうなると、科学的管理法を広げない方が良

いのではないだろうか？」この質

問に対し、テーラー氏は「科学的

管理法を適用すれば 10 万人はズ

ク作業から解放させることはで

きます。しかし、科学的管理法を、

ズク作業を行う企業と従業員が

理解して実現へ向けるためには、

多くの時間を要するでしょう。そ

の理由は、そこに多くの対策が必

要なためです。なお、10 万人の方

が、絶対に他の産業に移らないと

いう条件であなたは、お話しされ

ていますが、産業界は広く、他に、多くの職業があり、人と生産性向上を求めています。こ

のことを知るなら、ズク作業だけの生産性向上否定論にならないはずです。むしろ、ズク作

業で得た知見を他の作業の生産性向上に適用するというニーズが多数待っているはずで

す。・・・・」とテーラー氏は答えました。

（２）科学的管理法を適用に対する一般論をぶつけた答申

委員会では、科学的管理法に対して、「そこには何か問題があるはずである」という視点

で次々と、「思いつくことは何でも」といった状況で質問していった状況記載されています。

個々の質問を見て判りますが、米国経済を論じる内容から、ストライキ～作業者の精神的負

担まで、無関係な質問まで多くの内容が、びっしり 230 ページにもなっていました。そこ

で、以下、ここでは、製造業に直接役立つ質疑だけを抽出して紹介することにしました。

⑥ 科学的に定めた標準時間に対して企業の管理者が干渉することができるか？

この質問（要求）に対しテーラー氏は即座に「できません！」さらに、「仮に、作業側が変

更を求める交渉をした場合、それもできません！」と、はっきりと答えました。誰でも判る

ことですが、科学的に証明～設定された事項を人が勝手に変更するのであれば、もはや科学

的ではありません。さらに、テーラー氏は「科学的に正しく定められた事項は１つであり、

労使関係上も、これを尊重して使って行くことに意義がある。これを片方の利益のため勝手

にゆがめ、悪用する行為には、もはや科学的意味を持たなくなるからです！公平な 1 日の

仕事に対し、この種の処置でゆがんだ運用を進めた場合、科学自体の位置づけをおかしくし

てしまい、科学の前で人的な敵対関係を生みだすというとんでも無い事象が出てしまいま

す。・・」と力説しました（この種の事情は重大な事故や政治で問題になる例と共通する概

念です。時に、ある種の方達は権力や政治力なるものを用いて「事実をゆがめる」という事

象がありますが、これも、無意味な所作です）。

機械を使用する職場における標準時間の定義

決められた作業環境条件の基で、決めれてた作業方法､手順に従って

１つの製品を仕上げるのに必要な（要する）時間

〔観測時間〕×〔レイテリング〕×（１＋余裕率）＝ＳＴ（標準時間）

基本時間 ★レイテリング：国際的標準作業ペース

ＳＴ：人に関する

標準時間

運
搬
時
間

待
ち
時
間

機
械

前
後
の

手
扱
い
時
間

機
械

作
業
中
の

手
扱
い

時
間

自動加工時間

運
搬
待
ち
時
間

ＫＴ：工程リードタイム

ＣＴ：サイクルタイム

（機械に関する時間）

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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⑦ 科学的管理法と人的な差について

議長はテーラー氏に対し「人は生まれながら、特質があり、変えることはできない」とい

う、ある種“差別”的な見地から、作業者をとらえた質疑をしました。これに対しテーラー

氏は「科学で示した標準化の内容は、誰にでも解りやすいという特質を持ちます。このため、

製造現場で一般作業者に紹介すると、人材育成に大きな作用を及ぼすという実績を得てき

ました。要は、一般作業者が短期間でベテラン化するという活用方式です。特に、標準化の

中身を分解して、段階的な教育を進めると、ベテランで無かった人たちが短期間でベテラン

化するという状況を示してきました。人には差があるという抽象論を続けるより、私は、科

学的分析で判りやすくなった仕事を、一般作業者の教育に使うことの方が、企業関係者にと

って重要な取り組みであると考えます！・・・」と答弁しました。

⑧ 24 時間操業に対して

テーラー氏は、科学的に妥当性が高いと目される事項も、かつてから続けてきた溶解作

業のような職場に対し、適用を図って行く難しさについて答弁した例を紹介しました。「ミ

ッドベール鉄鋼所において、溶解部門の仕事に対し、私は、3 直×8 時間労働を提案しまし

た。しかし、ここでは 2 直×12 時間を長年続けてきたため、作業者の皆様はそれを存続す

ることにしました。その理由は、「各人の生活リズムが既に決まっており、その変更になじ

まない」という理由と、仕事を分析すると、8 時間で行う標準作業形態と比較して、12 時間

続けても負担度が軽い内容だったためである。・・・」と解説しました。なお、その後、鉄

鋼の溶解部門の作業は、国際的に盛んになり、多忙になり、現在、3 直 4 交代×8 時間の編

成になっている状況を見ると、テーラー氏が行った分析と指摘の意味が判ります。

⑨ 余裕率について

委員会の答弁では、テーラー氏は「正味作業に対し 20％程度の余裕率設定の必要性につい

て解説していました（当時の作業分析の結果、平均的に 20％程度が必要だったのではない

か？と推察されます）。テーラー氏の答弁では「各仕事に対し、それに応じた余裕率は絶対

に必要です。その理由は、正味作業を継続する上で避けられない停止から、人が疲れを取る

ということが必要になるためです。余裕率は一律ではありません。各仕事を分析した結果、

その正味作業に対して個々に設定が必要だった。・・」と説明しました。なお、当時、科学

的根拠を前提とした余裕率設定はその後の研究結果、例えば、RMR：人のエネルギー代謝

率を用いた疲労回復状況の分析結果などを待つ時代でした。

⑩ 一流の仕事をする～出来る方の適正に対する答弁

委員会の答弁では、「一流の仕事が誰にでも可能か？」という点に対し、現場管理を行った

ことが無い方が理解できないため、テーラー氏が苦労しながら答弁した模様が詳細に記載

されていました。ここでは、たとえ話が用いられたわけでしたが、極めて判り易い内容だっ

たので、紹介することにします。

「ここに荷物を大量に運ぶ仕事があり、馬を使うのが最適とします。馬には、競走馬～荷

物を専門に運ぶ種類の馬がいます。そのような時、皆様は競走馬を選び、鍛えて荷物運びを
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する案を選ぶでしょうか？誰もが、荷物運びに適した馬を選ぶはずです。ロバも選ばないで

しょう。このように、企業でも、ある仕事を対象に選び、最高の生産性の実現と、その確保

（維持）を対象とした場合、最適の人材を選び、最高レベルの仕事にして行くはずです。こ

のような意味から、企業では標準化＝ベストウエイの確立のために、適性を持った人選をす

るはずです。・・・」

⑪ 労働組合と科学的管理法

テーラー氏は「科学的管理法は企業で働く方々にとって、仕事に対する見方を労使という

立場に関係無く、冷静かつ、高い信頼で分析～評価可能な対象である。・・」と委員会の最

終答弁で述べました。「科学は公平であり、人の立場や政治的思慮などを必要としない対象

です。これは、企業の味方でも労働組合の味方でもない。そうなると、労働組合側が科学的

管理法を正しくつかみ活用して行くことを、企業に先立って行うことが、雇用に対する労使

協議の前にくるはずである。・・・」と説明しました。

筆者は、かつて、日立金属㈱で全社 IE の導入～普及の中心という立場で活動しました。

当時、IE 手法の導入は管理者側のニーズが主体でした。また、企業によっては IE の悪用が

基で、労働強化のため、ストライキから企業倒産になる事例までありました。だが、当時、

止むを得ない事情で、筆者は本社の労働組合の副委員長を担当する最中、日立金属㈱の労働

組合の本部から「会社側で IE 導入が開始されるそうだが、会社で IE 教育をする前に中央

労組の幹部教育を組合員として実施願う」という要請を受けました。当然、企業の経営幹部

にこの要求を伝えましたが、「やましいことは何もないので、実施 OK！」となり、矢面に

立ったわけでしたが、当時は薄氷を渡る思いで IE 研修を担当しました。1 日研修であり、

標準時間の設定と活用だったわけでしたが、組合の幹部は全員現場経験者だったため、IE
は正しく理解され、その後、スムーズな展開と同時に、人材育成のツールという位置づけで

企業内研修～実践が進みました。この経験は、当時、同業他社で皆無であり、当時、多くの

他社から、この取り組みに高い評価を得たました。だが、この内容に問題が無いことは、既

に、150 年も前に、テーラー氏の著書『科学的管理法』で、しかも、委員会と称する裁判で

言明して内容でした。筆者は、後で、書を読み、知り、当時、人生のめぐり合わせを感じた

次第です。

（３）その他、テーラーが学び大切にした内容

① 科学的管理法を駆使する方達に必要な事項

テーラー氏は、科学的管理法を実務で進めて来た方ですが、その過程で得た内容の中で、

テーラー氏のような活動を進める方達に必要な要件を次の 3 点で示していました。

(1) 常識：多くのものの中から、何が大切か？を見定める能力。客観的に自分の仕事や進

め方を評価し、正しい行動を取って行くとう内容です。IE など、手法中心に活動する

方の中に、時に、自説に酔う方がおられますが、それに対する注意だけでなく、例え

ば、生産性向上を例に取ると、それが、労使双方のためになるばかりか、顧客志向の
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ものづくり～社会人の生き方や社会への貢献度につながっているか否か？を冷静に見

て評価すべき点まで、この注意が及んでいることが判ります。

(2) 品性：自分から心身を制御して行く力。テーラー氏は名声を受けてもおごらず、科学

的管理法を金儲けの題材にせず活動されました。私達 IEｒ（IE エンジニア達）はこ

の言はご自身の人格の素晴らしさを示すわけですが、品格を念頭において活動されて

きたことに敬服してきました。

(3) 誠実：目的に向かって素直に進むこと。

② 若い時の頑張り

テーラー氏は科学的管理法とは離れた場所で自分の生き方を冷静に確かめつつ人生を進

めていったことや先の(1)～(3)の活動方針を大切にされていたことが、科学的管理法の『成

功論』：「工業界に志す青年へ」と記載されたいくつかの記述で判ります。ここには数例の話

が掲載されていますが、「理屈では理論づけられないが、相手に与える理解」の上で重要な

内容が記載されていたので、一例を紹介させていただくことにします。

テーラー氏は、「ある 150 名ほどの企業です。米国では若手は彼女をつくり、結婚すると

家族サービスに集中します。このような環境で、ある製造部長が「休みに出て、お客様が困

っている手助けが出来れば・・・」というような本音を語ったそうです。要は、「個人的に

約束があり、休みたいが、頑張る！」という要求です。これを聞いた若者の一人に、「私が

企業で働き、この会社にいる意義は！」と受け取りました。この方は、まわりには馬鹿にさ

れながら土・日にも出て働きました。しかし、この若者、3 年の後、この企業の部長から高

い信頼を受け昇格し、顧客の信頼も高く、その後も発展していったそうです。しかし、その

後、他の方達は、その活動を知りながら、絶対に同じ行動を取ることはなかった。・・」と

いう話です。テーラー氏は「人生と仕事の価値、人生で行うべき時、行うべき行動の選択」

について若者達にサゼッションした例です。

【編集後記】：幸か不幸か？新型コロナウイルス問題が世界に蔓延する中で読み直すことに

なったわけでしたが、その内容は、私にとって、正に『温故知新』でした。特に、勉強にな

った内容は“怠惰との闘い”と標準化思想でした。この内容の利用～展開は多数あります。

この対策と努力は、また、別の機会に紹介となれば幸いです。今回、このまとめは、自分の

ために行ったものです。どう見ても、独断と偏見に満ちた解釈ですが、皆様には「わずかで

も、何かのご参考になれば！」と考えます。

                       完：2020 年 4 月 14 日・中村茂弘・完

                     （同年 12 月吉日に再編集・E-Book 化した）

本書の案内映像：テーラーの科学的管理法に学ぶ（総合化）：E-Book のご案内

https://www.youtube.com/watch?v=hMld-tAJkas
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