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気づきが生む改善

                         2020 年 8月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに
「この文章をまとよう！」と思ったキッカケは、「新型コロナ問題で悩む中、多少とも産業界にお役

に立てる内容の紹介を！」と思ったためでした。このため、筆者は原点に立ち返り、産業界では長く

改善のバイブルとされてきた、テーラーの『科学的管理法』や新郷重夫先生の『工場改善の体系的

思考』などを読み返し、映像化と共に文書を Web に挙げました。すると、多くの皆様から貴重なご

意見をいただきました。そこで、次に、新郷先生の著書『工場改善の原点的思考』を題材にしようと

思って読み返しました。しかし、筆者はその大半を実施し、しかも、先の対象に記載済だったため、

その過程で、筆者が諸先輩に教わり、仲間と話した背景としてきた事項を本書にまとめることにしま

した。なお、以下の内容は、思いつくままに書いた、全くの私見です。このため、皆様にご参考にし

ていただけるか？心配です。加えて、書にするにも章立ができない点も、ご容赦をお願いします。

１． 気づきが生む改善（IE センス）と自己研鑽

この書を書く時点で学校教育が大問題になっていました。企業内教育もそうですが、IE 視点によ

る教育プロセスは、「アウトプットを決めた後、最高効率で達成する最良インプットのみを投入する

活動」となります。この視点で学校教育問題を見ると、図の左側に示したように、新型コロナの影響

で、大変な状況になってい

る問題の多くは、「決められ

た期間で決められた教育

課程を消化しなければなら

ないためであり、これが時

間不足になる」という内容

でした。現在、当然、生徒

さん達にも大変な負担が

強いられる状況ですが、報

道では、先生方のご努力も

大変な状況でした。その理

由は、ご指導に当たる先生

方が、宿題やホームワーク

メニューづくり、そのフォロー、テレワーク教育関連資料作成～クラブ活動などによる膨大な負担増

になっていたためです（ちなみに、ある教師の場合、40 時間の残業制限は 100 超時間にもなって

いました）。筆者を含め、このニュースをご覧になった皆様の誰もが、言葉を失ったと思いますが、こ
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の分野に無関係な筆者も、この時、「何とか専門家の知恵を集め対策を！」と願いました。そこで、

「もし、この分野のご関係の皆様が、IE センスを使いがお役に立てば？」と考え、かつて、筆者がた

どった学生生活の反省も振り返り、この局面から、この問題に対するひとつの対策の視点を例示さ

せていただくことにします。

先に記載のように、学校教育は、「全生徒に向く教育課程という、膨大に定められたインプットを

生徒の皆様に投入して、その学習の良否（アウトプット）を試験で評価する」方式であり、目標とする

偏差値達成への努力です。同時に、「この過程で得た教育内容が、筆者達は、学生が社会人にな

り、世に役立つ知識の付与と、人づくりを図る」と、筆者はお聞きしてきました。しかし、これは。学生

という個人の集まりを集団として一括して扱う対策法です。では、IE センスの面で、改善策の提示

（同じアウトプットを、より少ない時間と手間で達成させる工夫）を紹介することにします。

IE 改善は理論と、そのテストと証明を必要とします。そこで、その題材として、かつて有名になっ

た『ビリギャル』という映画を取り上げることにします。この映画は、無い落ちこぼれと称される高校生

が、奮起して一流大学に入学を果たす成功談でしたが、その内容は架空ではなく、実在人物がモ

デルでした（ご本人達がテレビで実状を紹介されました）。ちなみに、その勉強法を IE 的に分析す

ると、①勉強の基本構成は自習形態、大学入試科目対象以外の勉強はウエイトを落とす。②1 年

生の優しい教科からテスト形式で進め、成功体験と共に、喜びを得ながら高い教科へ足を延ばす。

③教師は誉めて育てるコーチング技術を駆使する、という方式でした。この教育は塾で行われまし

たが、特徴的な内容は、この塾が探求したハイスピード人材育成システムの適用でした。なお、対

象は全く異なりますが、その内容は、期せずして、産業界で 150 年も前に F.W.テーラーが行った

仕事の科学：IE 手法の要点は、仕事を時間分析して、科学的にムダを省き、同等以上の仕事の結

果（アウトプット）達成を図る活動と似ていました。筆者は学校教師の指導資格取得していないので、

その資格の範囲は知りません。だが、もし、「教師が生徒さん達の教育を直接ご指導されるだけで

なく、教育プロセスをマネジメントして最良のアウトプット創出に努力する」という方式を採ると次のよ

うな策となります。

① 子弟教育に十分な実力を持つ人材をボランティアで集める。

② 教員とプロジェクトチームで生徒個別の高効率育成メニューをつくり P-D-C 運営を図る。

③ 学校教員がこの教育プロジェクトチームと生徒の教育状況を管理する。

この方式は新型コロナの影響に伴う学校教育の危機打開の例ですが、ちなみに、筆者のような

老人の中には、かつて盛んに家庭教師のアルバイト経験を持ち、時間を持て余している方が多数

います。また、テレワークの時代にはリモートで個人教育が可能です。そうなると、当面「学校の先

生の残業ゼロに対策！」も含め、個人別にアウトプットを決め、最良のインプットを進める策を学校

に勤務される先生達がマネジメントする策の実現と有効性は高いはずです。

すでに、筆者達は、企業内研修において、(1)アウトプットを明確にして、(2)各種 IT 教材を含め、

まず、個人が自習で対象の教材の大半のことを学ぶ対策を進めていただき、(3)習う側が相互研鑽

内容を交流し、最効率のインプットを選び、目標達成活動を進める方式を多用してきましたが、この

方式の効果は大きな成果を得てきました。そこで、今回、この応用という形で、緊急事態である学校



3

教育の問題の打開策を例示させていただいた次第です。

新型コロナのような問題が起きると、企業の多くは緊縮財政を理由に、『経費節減の３K 対策』に

入る企業活動の例があります。３K は、K：経費節減、K：交際費節減、K：教育費の節減ですが、こ

の種の企業の目的は「コロナショックが通り過ぎるのを待つ」ためです。しかし、これで問題の回避

が出来ない場合、(１)補助金など、国や地域の支援を待つ。(２)問題を打破する成功例を待ち、結

果が良好であれば、それを真似る（二番手戦略）。(3)「状況判断！」ということで、ギブアップの理由

づけをして、「将来が見込まないので、リストラや廃業！企業の売却！」へと移る例があります。しか

し、先行的に「With コロナという新たな時代への対応」に対し、何らかの手を打っても発展する企

業にすべき！」ということで、道を切り開く活動を期待する企業の場合、次のような策を展開されて

おられます。①個々の企業で、効果が高いアウトプットを探求する。②社内に熱心、かつ、成功を

見込まれるキーマンがいる（未来を託する信頼が高い）場合、この種のキーマンの活動に資金と将

来を託する活動を進める（一種のプロジェクト X）。③「対策を進める力量が社内にないが、社外に

ある。このため、費用と時間を投じて実施する、という策を進める手もあります。これらの対策は、か

つて、赤字脱出や技術や市場などが革新する中で多くの企業が採ってきた方式ですが、ここで

「企業は人なり！」という要件を考えると、この種の人材育成に際し、先に解説したアウトプットを明

確にした後、最高効率でムダの無いインプット対策が求められます。

２． 自助努力が必要な苦手の克服

筆者は、企業で IE を学び、実践して行く過程で、「もし、学生時代に IE のようなムダの無い問題

解決法の探求を知っていれば、もっと、人生を豊かにできたかも？」という反省を持ちます。時に、

古老の皆様の中に、筆者に「若い時の失敗は資金を投じてでも体験すべき！」という教えをいだだ

きましたが、筆者は、このご注意に反抗してきました。その理由は、筆者の場合、あえて資金を投じ

なくても、この種の体験ができたためです。特に、大学院でマス・スペクトルを使った研究を進めた

時、研究者ならだれでも経験する大きな苦労を、嫌という程してきました。具体的には、多くの失敗

の繰り返した過程で得た苦労です。幸い、この時、先生や大学の仲間の絶大なご支援があり、当

時、日本では最先端の研究発表を得ました。この時、筆者は、先の、「あえてムダな苦労を探すより、

このような支援に感謝すべき！」としました。高校時代に遡ると、さらにムダが多い勉強法で苦労し

てきました。そこで、以下、その反省と共に、恥を忍んで、その経過を紹介して行くことにします。

  当時、筆者の父が中小企業のガラス関連の工場長、また、叔父も理系の学者だったため、将来

の仕事は工業系にあこがれを持ちました。このため、学生時代は、次ページの図のように、あえて

古文や歴史など、文系の教科に余り興味も時間も割かないで過ごしました。ところが、大変なことに

なりました。中間試験で、古文が３５点という、クラス最低というテスト結果を喰ったためでした。この

成績では当然、進級はできません。そこで、悩んだ末、当時、クラスも古文も担当だった藤山先生

に、「どうすれば成績をあげられますか？」という相談をしました。すると、先生は、「あなたは、数理

系が得意ですが、暗記主体の古文や地理、歴史はは苦手のようです。この対策は記憶対策なので、

時間を掛ける以外はありません。・・・」という指導でした。さらに、「古文を学ぶことは、歴史的な問
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題解決が将来、あなたの活動に、必ず役立つはずです！」というご指導もありましたが、当時も筆

者はへそ曲がりだったため、「その種の内容は、書で学び、必要な時に索引できるようにしておけ

ばよく、何も記憶をしてテストで証明する対象では無い！」と思いました。すると、先生は「私は、過

去、多くの学生を担任してきたが、君のように「古文の試験雄点数が低いので、勉強法を教えて欲

しい」と言ってきた生徒は初めてす。頑張りなさい！」と激励がありました。この種の筆者の解釈はと

もかく、何としても次の古文

の試験はクリヤーしなけれ

ばなりません。そこで、「自

ら勉強法を生み出さなけ

ればならない！」と考えま

した。この時、先生の教え

「古文の暗記事項に時間

を使う！という対策をいか

に効果的に行うか？」を私

なりに必死に考えました末、

ただひとつ、英単語を覚え

る際に有効だった、クリッ

プ付きのカードに古文で

覚えるべき内容を書き写

す対策に行きつきました。当時、駅から学校までの登校と下校の時間が３０分×往復でした。そこ

で、筆者はカードを持ち歩いて覚える方式を実施しました（IE で評価すると、この対策は「移動＋

手待ち時間の利用法」です）。当然、筆者にとって、暗記時の楽しさは皆無でした。だが、この対策

を地道に進めた結果、期末試験で古文は８５点、しかも、クラスで１番となりました。当時、先生は皆

の前で私を褒め、皆の前で先生にお礼を言いました（筆者としては、感激的な瞬間でした）。このよ

うな結果が得られた成果は、一重に先生のご指導おかげだったためです。しかし、今、悲しいこと

に、この時覚えた内容は、試験終了と同時に総て忘れ、今は、その記憶の片鱗すらありません。要

は、筆者が、「試験の点数を取ればよく、私の人生に価値が無い知識は消す！」としたためです。

現在、時に、女房とクイズ番組を見ていて正解を競うことがありますが、この分野では常に大敗です。

ここで、「負けるのは悔しいので、勉強を！」という考えもありますが、筆者は、「もし、問題に面した

ら調査すれば良い対象！」として、この対策に手はつけないでいます。さらに、「筆者の特徴は大

脳に覚える容量が少なく、覚えておく興味の対象では無いものは、努力してでも早く忘れる！どうし

ても、と言うのであれば、メモを取る」という対策を進めてきたためです。

このような経過で行ったことは、後で学んだ IE の書などで、その価値を知りました。１日３０分×往

復×５日週＝５時間、１ヵ月で４倍の２０時間にもなるからです（当然、当時、時には、同級生と雑談

しながらの登下校はありましたが、その比率が２０％でも。古文は１週間に１単位１時間でした）。こ

のように、人より４～５倍を１週間勉強すれば、誰でも、他の学生の勉強時間に勝ります。そこで、そ

筆者体験談にもあった勉強術
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の後、工場の管理者として、企業改善で「３年間で２倍の生産性向上対策」を進めました。この時、

「改善はスポーツの練習と同じ、０．１%/日の改善を進めよう！」という取り組みでした。図に示したよ

うに、（０．１%/日）×（２５日/月）×（１２ヶ月/年）＝３０%/年の改善で生産力は年１．３倍になります。

これを３年続けると１．３×１．３×１．３>２倍となり、多少のズッコケ（失敗した改善）があっても、２倍

となるためです。筆者が行った工場では、毎回、この方式で成果を得てきましたが、「もし、筆者が

先行的に、この解析を産業界に公開し、皆に知る手法に育てていたら、コツコツ改善を関係者に自

慢できた！」と思います。その理由は、この手法は、1970 年代、日本は不況、多くの企業が収益対

策で困る中、トヨタとキヤノンは『コツコツ改善』として紹介され、世に知られる有名な手法のひとつ

になったためです。

【余談】

企業人として、また、その後、JMA の専任講師として仕事をする中で、多くの書の発行(現在８０

冊余り)、さらには、You Tube 関連の映像作成~発信などの勉強から制作を行ってきましたが、この

種の時間は総て、移動中や研修の合間などの小さな時間の寄せ集めです。

３． 科学的アプローチに味方する！

（１）天才的な改善と科学的アプローチの差

筆者が IE 改善を要請されたある企業の経営トップの方が、IE 改善の結果を見て、「この工場の

改善はあなたにお願いしたが良かった。ところで見て欲しい！・・・」話とされ、かつて、ご苦労され

た職場に招かれたことがありました。図に記載したように、その取り組みはトップダウン＋ボトムアッ

プ改善であり、各種の資料を拝見

すると、筆者が行った IE 改善に似

ていましたた。このため、この方は、

その時、「IE でなくても、私程度の

能力を持つ者を連れてくれば同じ

結果になるのだね！」と言われまし

た。そこで、筆者は「そう思います！」

とお答えしましたが、「しかし、お話

しされた「私程度の能力？」をどのよ

うに評価し、同じ、結果を短時間で

得るのでしょうか？」と聞くと、返事

に困らました。そこで筆者は、「IEに

はその方式がありますが、この特徴は、筆者のように、御社の工場に詳しくなくても、①現状分析の

結果を基に、どの手法がこの工場で皆様が要求されるアウトプットに一番良いか？が多くの解析か

ら見つけ出せ、②その内容を関係者に紹介して、どのように進めるべきか？について、理論と証明

の形で最適と思われる方式と手順が提供できる方式です。また、今回の場合、③多くの問題の解

決が必要ですが、最適な科学的手法を提供するので、IE 手法に詳しくない方でも、その手法を学

経営者の才能による改善とIEによる改善の差

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

ワシはこうして

工場を改善し

今日のように

してきた・・・・

今回の成果！

それは、素晴

らしいですね！

多分、結果は

似た内容では？・・

今回は、君に

IE改善をお願い

して、ありがとう！

だが、・・・・・

優秀な部下なら

同じ結果では？

投入したIE手法
（科学の特徴）
① 理論的・定量的で

解りやすい

② 条件と対策手順を正しく

進めると、同じ効果が

出る（繰り返し性）

③ 人による差が少ない

(学べば、誰でも出来る）

人気も人柄も
高い彼に
B工場の改革
を委託した！
だが、・・・
・・・失望～
退職した！

こ
の
差
は
？
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べば、解り易く、早く進みます。・・・」と、説明しました。なお、よく話をお聞きすると、今回、筆者が支

援した対策は、この方が行った手間と期間が 1/5 でした。すると、この経営トップの方、もうひとつ、

「実は、他に似た対策を必要とするもう一つの工場に「改善可能性が高いと考えて送り込んだ方が、

目標達成が出来ず、悩んで転職してしましまっていた！」という失敗談を話されました。この話を詳

しくお聞きした後、筆者は「その方の活動や工場の状況は調査しないで、何も意見は言えませんが、

よくお聞きすると、その方は、実状を分析していないことがまず課題だったと思います。しかし、IE
手法も限界を持ちます。この手法は、先人たちが苦労しながら成功した問題解決法を解析し、定量

的で、誰にでも使いやすくしてきたのですが万能ではありません。ある条件下で最適な解を出すこ

とが出来ますが、適用条件が異なると、成果が出ないためです。この意味で、その方が IE を使え

ば、必ず成果を挙げていたはずである！とは言えない状況です。・・」と、お話ししました。これは IE
手法を使う時、関係者が十分注意すべき内容なので、ここに紹介しました。

（２）「空き家を安価にリフォーム！」にあった「江戸の知恵」

IE は米国を発祥に世界に広がった工場改善の技術です。その中に、「過去の改善成功例を分析

すると、そこに科学的に価値ある取り組みがある。それなら、ひとつの問題解決の技術体系化を図

ろう。さらに、類似の新たな仕事の改善に適用して、・・・」という例や、「IE 手法を使った形跡はない

が、時に IE 面でみると、極めて優れた問題解決の例が多数あるので、IE 手法に登録する！」とい

う例があります。では、その種の例を紹介することにします。

現在、少子高齢化と共に、各地で空き家対策が大問題になっています。この問題は、時に、持

ち主が不明、壊すと費用がかかる。リフォーム費が嵩むと借家を求める方を得るのが大変！・・とい

った状況で、空き家対

策は社会問題化してい

ます。しかし、この問題

に見事な対策を図った

例が紹介あったので、

図と共に紹介させてい

だだきます。

江戸の小話に、「宵

越しの金は使わない」と

いうスタイルで生きの良

い大工さんの話がありま

す。ここでは、「大工殺

す に ゃ 刃 物 は 要 ら ね

い！雨の 3 日も降れば

良い！」という話をします。これは、「雨が降ると大工さん達の仕事が中断され、働かないので収入

が無いので死活問題！」という現象です。この種の工事業種には、現在も、「各種の都合で、左官

廃屋を安価にリフォーム！

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

リフォーム一般例
① 高い工事費
② 期間限定

（入居期限あり）
③ 腕の良い

職人不足

大工は暇がいけねえ！
大工殺すにゃ刃物は
要らねい！雨の3日も
降れば良い！

期間を決めると
相反する制約

安く仕上げる

IEセンスと江戸の知恵
①大工：暇はゼロ円

・体は自由！
② ある時払いの催促なし！
③ 顧客：住居は見て

決める！

事例紹介：空き家対策も！
事例は群馬・桐生市

「経済的不安ゼロ工事！」
2020年8月22日・NHK報道

①期限なしで
大工さんは

技を尽くして
廃屋にこだわり工事！

② 機材は余剰材
例：巾木は10本単位の購入
あるお宅で3本→7本余剰
在庫＝ほぼ廃材を利用

③ リフォーム費はただ、
空き家が借家になったら、
リフォーム費は支払い

安価な
家賃で！

入金！
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や壁の仕上げ～電器工事が待たされるので暇！になる」という問題があります。要は、雨が降らなく

ても大工さん達が待たされ、実入りという収入が無い状況です。逆に、この種の業務で仕事する場

合、一般に新築やリフォーム費用は膨大な額になるため、たとえば、交通の便や買い物などにも最

適の地にあり、仮に、手をつければ有効な空き家を放置せざるを得ない例が多数あっても、放置さ

れてきました。ところが、前ページの図に示したように、この問題を群馬・桐生市の大工さん達が見

事に解決しました。

対象は優れた家屋であり、「快適で安価なら多くの人は求める」という人気リフォーム物件です。

この対策に、①大工さんの集団が集まり、暇な時間を使って徹底的に技を尽くしたリフォームを行う

（ある意味、他に見られない凝った技などを時間無制限で行う）。②材料の多くは大工さん達がか

つて、どこかの家で使った余り材（行き場のない在庫品）を中心に使うので、極端に安価な工事に

なる。また、左官の方などは、時間を掛けて高度な技を使うが、浮いた時間に行うのでただ同然で

ある。さらに、③通常、大工仕事では仕事の終了と共に支払いを求めますが、別システムで行う。

④リフォーム後の賃借料は、市場価格に比べはるかに安く設定して、入居の募集を行う。⑤顧客が

入り、賃借料の支払いが始まると、後払いとしてリフォーム代を貰うが、大工さん達には、毎月小刻

みに支払う（要は、年金的な受け取りとする）。⑤「空き家のリフォームが安価なら、うちでも頼みた

い！」という依頼が増し、注文増になって行く、ため、リフォーム件数の増加が⑤の支払い金の増加

になる方式でした。この例を、IE 面で解析すると、『手待ち時間の利用法』と、ある意味で、賃金の

後払い（ある時払いの催促無し）という江戸時代の知恵の利用となるわけですが、皆で知恵を集め

て実施した成功例を IE で解析すると、ひとつの問題解決手法として体系化できるため、ここに紹

介しました。

【余談】

現在まで、地方都市の過疎化、特に若者の都市集中が問題にされてきました。しかし、①古民家

をただ同然で譲り受ける。②数年後の移転を計画してテレワークを利用して仕事するため、③自分

でリフォームするという DIY（Do it yourself）活動が盛んになってきました。これも、時分割方式で

あり、自分の手間で安価に住居を地方の最適環境に得る対策法です。テレビでは『ポツンと一軒

家』という番組が人気を集めていますが、ここでもその種の取り組みが多数紹介されました。

（３） 陽性者の重症化や陽性者からの拡散防止うがい薬の評価

政治的な解説と科学的解析は全く違います。しかし、時々、この種の混同があるため、これから紹

介する例を題材に、その区分を例示して行くことにします。

この書をまとめる 2020 年 8 月末、新型コロナウイルスは世界に蔓延し、その対策は各国で様々

な形でとられてきました。この中で、世界の模範とし、完全なロックダウンでゼロ宣言した韓国でも、

1 日約 400 名超の陽性者の再発をニュースで見ると、この対策はまだまだ油断が出来ない状況で

す。また、日本では、一旦沈静化した大阪で、人口 88 万人、東京との比率 0.63 の状況で、陽性

者が 197 名、1 日でしたが、東京を上回る状況がありました。このような時、あるテレビ会議で討論

番組があったので、紹介します。
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ここでは、数名のパネラーの中、2 名の方の 1 名は有名大学の医師、もう 1 名は経済評論家でし

た。すると、この方達、「スエーデンでは、経済優先、マスクを始め、何も対策をしなかったが沈静し

たため成功！」いう例を持ち出し、日本の医療関係者が必死になって注意してきた、三蜜、マスク、

手洗い励行対策を盛んに否定しました。当然、現在まで日本のウイルス対策を進めて来た専門医

と激論になりました。しかし、さらに、「新型ウイルスなど怖くない、風のようなものなので放置すべき

である！すでにこの策でスエーデンでは国民の 4 割が抗体を身に着けている。問題となっている

10 万人に対する死亡者数は 0.5％を維持している！」と主張したわけでした。だが、冷静になって

その発言を解析すると、スエーデンは人口約 100 万人です。そうなると、例え「各国の監視基準が

0.5％の死者＝500 人は基準内」と言っても、現在、1,169 名でも大騒ぎしている日本では大変なこ

とになります。その理由は、約 1 億にこの方式を適用した場合、50,000 人もの死者を許しながら経

済優先を行う政策を行うことになるためです。さらに、スエーデンを訪問した者なら解りますが、①ス

エーデンは日本のように過密ではない。②こう言っては異論があるかも知れませんが、国には、安

楽死を許す法がある。さらに、③昔からマスク装着の習慣が無い国民に対し、マスクを強いる政策

をしない、など、多くの条件が異なります。したがって、仮に、この自説が正しいと言い張り、テレビ

で的に面白い激論になり、仮に視聴率をあげても、正しい現状把握に基づかない仮説は、新型コ

ロナ対策という物理現象の対策にならないはずです。このような解析もあり、この番組で、先の 2 名

の空論は打破されました。これに対し、「サンプル数は未だ少ないが、科学的な解析が確実な内容

は政治的論争でつぶすべきで無い！」という事例が、大阪の吉村洋文知事が記者会見で行われ

たので、IE 視点で、この解析を試みることにします。

図の上半分は新型コロナの感染特性（物理現象）です。さらに、左下は 2020 年 8 月 4 日に関西

で吉村知事と共に行われた、

ポピドンヨードと言う「うがい薬

を新型コロナ陽性者に使った、

大阪大学の松山晃文による

医師実験結果発表会」の要

点です。筆者は会見内容と

共に、その後の番組に実験

を行った松山医師の実験内

容と結果を詳しく拝見しまし

たが、この時の紹介は「サン

プル数が少ない、他のうがい

薬との比較実験をしていない

と言う問題はありますが、・・」

ということで解説が始まりました。要は、IE 改善で言うなら新手法の初期段階のテスト結果に似た結

果発表でした。しかし、「このサンプルと実験結果、さらに、各種提案は、科学的解析上、何も問題

は無い！」という状況でした。しかし、報道では、①新型ウイルス「予防のワクチンではない（予防薬

新型コロナ飛散とうがい対策

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

① 専門家が示してきた咳などによる新型コロナの飛散形態と増殖形態

他の空気感染

新型コロナと
インフルエンザ インフルエンザウイルス

？新型コロナウイルス

ここを防ぐ

必要は無い

飛沫核飛沫

② 大阪大学 松山 晃文医師
2020年大阪の吉村知事と共に発表

大阪ひびき医療センターで実験結果
口中で繁殖～飛沫拡散するCOVID-19
陽性者にポビドンヨードでうがい実験
4日で14名は（陽性率56.0→9.5）
同時に行った不使用者は68.8→40.0
だった(2020年8月4日）。

ウイルス増殖の

メカニズム ：２ｎ

・・・・

口中で増殖

数値はPCR検査の値
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ではない）！」とはっきり説明しているにも関わらず、何度も、「予防に効果ある実験ではない」という

意見と質疑が交わされました。さらに、②うがい対策で、陽性患者の重症化軽減の可能性と、オー

バーシュート低減の対策に有効と説明した内容に対して、「一般大衆が予防薬と勘違いして店頭

からうがい薬がなくなった！」という問題を指摘する意見などが多数出されました。さらに、その後、

③厚労省に実験内容と公表を伝えたのに、関係者が経済再生担当大臣に、発表内容を的確に伝

えていなかったため、実験結果自体を無視する状況の記者会見がありました。このため、せっかく、

役立つ対策を科学的に紹介したにも関わらず残念な状況で、現在、その後の実験結果の紹介を

待つ次第です。しかし、この内容を IE センスの立場で解析すると、新型コロナウイルスのワクチン

が無い段階では、（ｲ）科学的に正しいがサンプル不足の解析ならば、早急に費用と時間を掛けた

実証実験の支援を進める。（ﾛ）「陽性患者の重症化軽減や、院内感染に見るオーバーシュート低

減に効果がある」という成果はワクチンの予防対策とは区分し、この分野に限った適用拡大を進め

るべき対象である。また、(ﾊ)「ポピドンヨードによるうがいで、口中で増殖する新型コロナが減少する

ならば、別途、薬剤会社側で、そのメカニズムを解析すべき」と、なるはずです。しかし、現在、この

種の解析や対策は新型コロナ対策委員会などからはなく、単に、オイルショック時にトイレットペー

パー売り切れ現象のような得点だけの騒ぎに留まる状況です。

ここでこの会見を、ここで取り上げた理由は、このような事態が、かつて新郷先生が『シングル段

取り』を産業界に紹介した時の状況に酷似していたためです。『シングル段取り』公開当初、多くの

技術者と経営者たちは「信じられない！」とか、「有名な専門プレス企業に実績が無い！」ということ

で放置しました。だが、その後多くの企業が取り組んだ結果、「この対策をしていない企業などあり

えない！」としたためでした。科学的に正しい対策も、当時、この種、世の中の雰囲気によって、世

に認知される状態になるまで多大な時間をかかる例は、テーラー氏の『科学的管理法』の時代から

あったことを、我々は参考にすべきであり、「正しいことは続ける！」という努力です。

４． 過去、蓄積～整理された IE 解析と手法

1875 年頃からテーラー氏とギルブレス氏が着手した現場の IE は、図の左下に示したように、

現在、この分野は『現場の IE』と名

づけられ、多くの企業で活用中され

てきました。その後、この種、現場で

得たデーターを基に最適生産性を

数理解析する『エンジニアリング

IE』、さらに、その種の要素を総合

的に活用して、生産管理～IoT を

マネジメントの改善や管理に使う

『システム IE』に発展しました。また、

このように定義されていった IE は、

図の右側に示したように、現在、約

IE手法の全体（この分類では、約140種とされる）

システム

IE
（SIE)

エンジニアリング
IE(EIE)

現場のＩＥ
(ＭIE)

現場の経験～創造性を錬磨、実践する
ために工学を使う分野： 時間分析、
工程分析、 ワークサンプリング法、

生産管理～IoT等

OR,PERT等
数理解析
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140 種の IE 手法です。しかし、この種の手法の総てが、現場の IE のような分析的手法による経過

をたどったというわけではないため、IE 手法が誕生して行く過程を次ページの図に整理して紹介

することにしました。

ここで、また、繰り返すまでもなく、世界的に認められてきた IE 手法には科学としての要件が十

分に備わっていることが絶対条件です。そのような制約下で、IE 手法の誕生形態を整理すると図

の上部の３つの形になります。上から順に、①がテーラー氏とギルブレス氏が開始した現場の IEの

形態、②は、誰かが成功した

改善を分析すると、そこに科学

性があったので体系化した IE
手法、そして、③も②に似てい

ますが、しかるべき機関や企

業で、成果を挙げて来た活動

事例を詳細に解析した結果を

基に体系化して、IE 手法とす

る方式です。いずれの IE も、

図中に記載した科学が持つ、

①定量的・解析的、②誰が見

ても解り納得性が高い論理性、

そして、③似た対象に適用し

た場合、似た結果が得られるという『再現性』が証明された場合に、初めて IE 手法として世界で使

う手法への登録される形態です。しかし、世の中には、これに対し、『似て非なる改善手法？』があ

るので、ご注意下さい。不思議なことに、産業界では、その種の手法が時に、大フィーバーすること

がありました。例えば、リ・エンジアリング・・・・・・・・・屋台や方式などです。この方式は図の斜線の

下に位置し、科学的条件はなく、内容や宣伝などが政治的だったり宗教的だったりします。このた

め、当然、流行り病的にフィーバーしても IE 手法には登録されませんが、IE センス面で、今後も、

この区分と、この種の内容に我々は注意すべきです（言うまでもなく、その理由は、ムダな時間の投

入が浪費に終わるためです）。

                                                       以上

IE手法と似て非なる改善法？

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

カリスマ的 宗教的 形式厳守的

科学を否定、特徴的な事例と人が持つ見えない力をベースに人を説得

似
て
る
？

IE手法として、産業界で評価されてきた３つの形態

①
テーラー

ギルブレス

の努力

科学的手法を

そのまま活用

して成果創出！ 確実な

成果創出！

②
知恵と努力で

苦労しながら

問題解決！

問題解決後、

内容と経過を

分析した結果

科学的体系化へ！

③
悪戦苦闘

の末に

何とか

問題解決！ 専門機関に相談

科
学
的
証
明

～
新
手
法

科学が持つ特質：①定量・解析性＋②論理性＋③再現性


