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気づきが生む改善（シリーズ２）

                         2020 年 9月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに
このシリーズ２をまとめる時点で、新型コロナ対策による新たな生活への対応のため多くの企業

が Web を駆使した対策を進めておられるという報道が盛んでした。例えば、外車を販売するディラ

ーがお客様との面談で説明する営業活動を Web 対応に切り替えた例、さらには、引っ越し専門企

業がお客様にお客様のスマホを活用して引っ越しする前のお宅を訪問する形態で回ってもらい、

引っ越し時の家具のサイズや注意事項などを総て伝え、お客様にご安心願った状態で見積書を

作る例がありました。ここでは、1 回の確認で効率よく当日の対応が進められていました。さらに、メ

ガネチェーンを全国展開する販売店では、目の検査キットをお客様に送り、各種、メガネ使用上の

検査を Zoom で打ち合わせながら行い、ある程度の内容に落ち着くと、希望されるメガネフレーム

数種を送り、メガネに仕上げて行く対策の紹介がありました。その結果、「今まで販売店が無かった

地にメガネチェーン店を広げる状況と同等のサービスが可能になった」という内容でした。このよう

に、現在、コロナ禍で倒産する企業が多い中、新たな工夫やビジネスを生み、新たな事業展開の

お手本を作る企業があります。筆者は、この種のご努力や成果を拝見する度に、苦境に面しても負

けない方々と、そのご努力には敬服して参りました。特に、コロナ禍問題を打破する皆様の活動の

根底に「気づきが生む改善」を拝見してきたわけですが、逆に、多忙や苦境の中で、この種の対策

の知恵を活用することが出来ない方には、現在の苦境から抜け出すのに時間がかかるという実状

があるように思います。そこで、今回、「このような皆様にも、多少ともヒントになれば」と考え、恥をし

のぐ形で、泥臭いが実務的な、筆者体験談を中心に内容を紹介させていただくことにします。

１． 頼られる若手、『企業戦士』と言われた時代の体験

では、筆者が企業で若手として働く中、IE と出合い、IE を自分と仲間や家族のために使った経

過を紹介して行くことにします。

当時の筆者の状況は次ページの図のイメージです。筆者だけでなく、企業に入社し、活動する

皆様は、図の下に示したように、将来に夢を持ち活動を開始されてこられたと考えます。しかし、仕

事が進むと共に、企業や職場だけでなく、個人的にも波のように次々と押し寄せる問題に対処しな

ければならない状況になると、それに夢中になり、自分が何をやっているかが見えなくなって行くこ

とがあります。特に、企業では、仕事が出来る方に、周りが大きな期待を掛けます。このため多忙に

働くわけですが、一名、この方達を『企業戦士』と言います。ここで、この方達が、①決めた課題解

決に当たり、それを検討する際に、十分なゆとり（時間）を確保する。②今まで知っている情報を総

て洗い出し、決めた課題解決が可能か否か？を検討する時間を確保する。これでも解決できない

場合、③「犬も歩けば棒に当たる」とか、「その道の権威者の知恵を探る」または、「同じ悩みを持つ
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者が集まり、知恵を出し合うが、それでもダメなら手を尽くして探す」という時間を確保する、という手

などを打てば、多忙から

の回避の可能性が高まる

わけですが、一般に、多

忙な方は、「とにかく、努

力する」ということで多忙

に活動します。このため、

この“ゆとりの確保”という

気づきを得るまで時間が

かかるのが一般的です。

では、筆者の例を紹介し

て行くことにします。

30 代前後。筆者はあ

る著名な方から「企業人

は 20 代に一生を決める

技を習得する努力に集中して努力しなさい。その技が優れ、周りからも支援を要請される程度にな

ると、それが一生を支える仕事の基盤になる！」という教えをいただきました。だが、まさか、IE とい

う改善手法の利用が筆者のその後の人生の柱になるという思いが無いまま、当時、IE を使う仕事

に集中してきました。

筆者は早大・理工学部の金属工学課出身です。従って、学生時代の就職目的と将来の夢は「ゆ

くゆくは、金属関係の学者」になることでした。幸い、就職した日立金属㈱には金属材料研究所が

あり、「ここで 3 年ほど企業の研究所で努力した後、ここで得た業績と共に、大学へ戻り、金属関係

の教授として活動しよう」と思っていました。しかし、このような人生設計は入社と共に崩壊しました。

筆者の配属は、入社の 1 週間前に決まったそうですが、本社のプロジェクト部（開発専門部署）でし

た。仕事も、「IT による研究プロジェクトの評価シミュレーション解析」であり、当時、ある意味で最先

端の内容でしたが、筆者にとって全くの異分野でした。その仕事の詳細は、「研究テーマを設定し

た場合、投資メリットがどの程度か？」また、「企業が新製品開発投資をした場合、市場ニーズやラ

イバルの影響、さらには、製造上で発生する多くの要件が研究開発投資にリスクにどのような影響

を及ぼすか？について、経営的なデーターを入れ、その状況がどうなるか？・・・では、対策をどの

ように進めるか？を評価～検討する」という内容でした。このため、当時、筆者は即座に会社を辞

めようと思いました。だが、健康を害して大学院に進んだことや、自宅が貧乏だった上に、両親に多

大な迷惑をかけたことに加え、当時、就職難の奏で多くの皆様にお世話になってきたなどの事情も

あり、「まあ、何か得る物はあるだろう！とにかく、最低 3 年は会社で働かないと！・・・」と、したわけ

でした。この仕事のためには、今まで異分野だった勉強が必要でした。会社では、この配慮もあり、

「早稲田の夜学に週 2 日程通いなさい！」という命と共に、全額負担で、勉強を開始しました。この

時の授業は OR（オペレーションリサーチ）という数学でした。ここで驚いた点は「経営管理に数学で

気づきが生む改善
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ある OR を活用すると、企業が抱える多くの問題を科学的、しかも、解りやすく解いてくれる」という

点でした。このため、直ぐに OR の習得に熱中しました。さらに、そうこうする中で、今度は、プロジェ

クト部の同姓の中村部長から「㈱日立の中央研究所で同種研究が行われるため、実習を兼ねて行

きなさい！」という命が下りました。これは、一種の留学？出向？ということになるわけですが、ここ

で、『経営シミュレーション解析の仕事』が開始されました。また、幸い、学生時代に FORTRAN と

いうソフトを使っていたため、スムーズな着手となりました（これは EXCEL の前身に似た言語でし

たが、当時、事務系は給与計算のために COBOL、技術系は各種技術計算に FORTRAN の利

用が始まり、盛んになっていった時代でした）。この種 IT 関連の変遷はともかく、中央研究所では、

博士号を持つシミュレーション解析の指導者のご指導を受け、筆者は、日立金属㈱プロジェクト部

長の特命だった投資シミュレーションを極めて短期間で完成しました。

このようにして開発した経営シミュレーション解析法を本社の技術本部の報告会で紹介すると、

即座に、筆者が属するプロジェクト部の他にもうひとつあった生産技術部長から、「立ち上がったば

かりの K 工場の見直しに使える！」という話と、その対処への命令が下りました。加えて、生産技術

部長直下で急遽のプロジェクトチーム編成が開始されましたが、筆者は、新入社員であり、当然、

K 工場の経営や経営データーについて全く知りません。ところが、生産技術部長の動きは早く、た

った 1 日で、最精鋭と言われる方々を集め、早速、K 工場の解析～対策案策定プロジェクトは開

始となりました。詳細はともかく、結果、約 1 週間で、見事に定量的に問題は解析終わり、対策の要

点は「損益分岐点対策」となりました。新設の K 工場は、鋳物製・継手生産工場です。全社的に経

営上の大問題になっていた対象だったため、この解析以前に、別途、副社長を中心とした全社指

導のプロジェクトが 6 ヶ月活動していました。だが、対象は個々の製造技術であり、行きづまり状態

でした。このような環境のため、当然、筆者達の取り組みへの期待は薄い状態でした。だが、損益

分岐点改善策は協力でした。当時、K 工場は、市場が要求する生産量の増強が必須でした（だが、

「人員増加はできない」という制約がありました）。このような時、企業の歴史や事情を知らない筆者

がとんでも無い提案が役立ったためでした。その策は、「人を増やさず、24 時間連続稼働する策が

あります。残業は今と変わりませんが、全員が時差を組み、設備の 24 時間稼働を担当する方式で

す」という内容でした。それまで、従業員の出社時刻は工場で決まっていました。当然、昼休みも一

斉にとっていました。だが、筆者が提案した個人別出社、勤務方式は、個人別に異なる出社～昼

食でした。だが、この方式は作業者への残業負担はかからず、設備は確実に 24 時間稼働します。

これまで、（10 時間稼働＋2 時間停止）×2 シフト＝24 時間、という操業（断機運転）に対し、生産

量増が確実に伸びるためです（2 時間停止×2＝4 時間稼働分の増産となります）。当時、プロジェ

クトチームには、他に妙案が無かったこと、また、K工場では、早期の赤字脱出が必要だったため、

この対策の採用となりました。その結果、見事に、3 ヶ月かからずに工場は増産に成功し、黒字化も

果たしました。理由は単に 4 時間/日の増産時間の確保だけでなく、24 時間という連続操業で、鋳

物生産上の条件の安定化～不良発生時の問題の発見と対策が大きく進んだためでした。当然、こ

の時、筆者は K 工場の生産技術は何も知りません。単に損益分岐点対策を提示しただけでした。

したがって、この快挙は総て卓越したプロジェクトチームの力量発揮の結果でした。だが、このプロ
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ジェクトで筆者は関係者から物づくりに関する多くの事項を学びました（今も感謝しています）。それ

にもかかわらず、この対策が快挙とされ、筆者には、次々と、この種の解析の仕事が入り、筆者は

寝る間も惜しむ状況で多忙

な日々に移りました。とにか

く、当時は、筆者の力量に

関係無く、毎回、各工場の

精鋭を中心としたプロジェク

トチームが必死になって取

り組むため、成果は確実に

出ました。要は、筆者は常

に多くを精鋭の皆様から学

びながら仕事を続けました。

この時、筆者は、「多忙だが、

楽しい。この道を一生の仕

事にしたい！」と考えました。

このような状態で、気が付くと、筆者は、当時、産業界で言われた『企業戦士』の一員という形態で

した。

２．過労死に至る労働形態からの脱皮

企業に属する者は誰でも「周りから頼られ、信頼される中で、各種課題などの解決に中心的な活

動を進める時、自他共に素晴らしい企業生活を送っている」という環境で活動していると感じます。

しかし、この環境に甘んじている

と、時に、人は大変な問題を無

視する状況が起きます。筆者の

場合、幸い、家庭面で問題はな

かったのですが、大変なことが起

きました。では、恥をしのぎ、30
代（40 年も前に）に体験した体

験談を紹介することにします。

先に解説したように、筆者は

若い頃に仕事で大成果を挙げ、

人に頼られ、自分としても努力す

ることが、総て筆者の血肉になっ

て行く環境の中で企業生活を続けていました。このため、図の左上に示したように、子供 2 人とは、

休日以外は子供の寝顔すら見ない状況で、仕事に没頭する日々を過ごしました。また、運動不足

とやけ食いからか？企業入社時 55Kg 体重は次々と増え、85Kg となり、高血圧＋糖尿病の一歩

生きた証は活動と成果！
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幼少期 → 転機 → 転機

入学

企業内生活
１日８Ｈｒ＋残業２Ｈｒ
＋勉強２Ｈｒ

＋行き帰り・交流２Ｈｒ

＋睡眠８Ｈｒ → 残２Ｈｒ程度

仕事で得た
価値？

製造現場の

皆が困る問題

当時、筆者のIE改善活動

問題解決法の紹介

～共に対策
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自他共に、
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仕事と
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筆者談：ある意味で「ケガの功名？」

「若手のホープ」と言われ

朝7：30～11：00まで毎日仕事

運動不足と、欲求不満で

食べ過ぎて、８５Kgのデブ

名医の宣告

「血圧、心臓負担で

10年持ちません！」

運動を開始

アキレス腱切断

初めての救急車

で外科手術

ショック！

① いつもやるべき

と思っていた仕事が

机上で涙していた

② 誰もやらなくて良い

仕事は誰もやって

いなかった。

③ 誰かがやるべき仕事は

戻ってきた。

一体、私は何なのか？
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手前まで行きました。このため、医者からも注意があり、中学校の時、短期間でしたが目黒警察署

の剣道場へ通っていたことがあったため、休日に剣道場へ向かいました。道場へ行くと、同級生が

いました。そこで、先生方との稽古が終わり、自由稽古となり、同級生と稽古開始としました。すると、

稽古と同時に、突然、足から頭に衝撃が走りました。アキレス腱の断絶です。この時、初めて救急

車で病院への輸送となりましたが、とにかく、仕事の心配があり、病院に運ばれる前に、救急車の

電話を借り、担当部長に電話しました。すると、折よく、自宅におられ、私を補佐する女性の方と共

に、病院に駆けつけてきてくれました。医者は「手術を！」と急ぐ中でしたが、「とにかく、会社の仕

事に支障が出てはいけない！・・」と言い、医者を待たせ、仕事の受け継ぎを進めました。その後、

手術となりました。手術後、食事や点滴で起こされる以外の 3 日間は眠り続けました。事後談です

が、医者の話では「寝不足がアキレス腱切断の最大要因である！」という説明でした。このような経

過で、都合、21 日間会社を休みました（だが、幸い、3 月末だったため、有給休暇がなくなったの

ですが、翌年分となり、休暇に伴う減給は免れました）。

入院中、先の女性の方の病院訪問もあり、どうしてもやらなければならない仕事は処理されてい

た状態であり、期が変わる時だったで、新規のプロジェクトはありません。退院後、筆者は、松葉杖

をついて会社に早出しました。しかし、その時、大きなショック感じました。出社時、筆者は「机が書

類の山になっているのでは？」と

思いましたが、その状態はありま

せんでした。その理由は、まず①

図の右側に分類される「やらなく

ても良い仕事」は誰もやらず、無

くなっていたためでした。次の、

②の、会社としてやらねばならな

い。だが、筆者でなくてもやれる

仕事は、皆で分担していてくれ

ていました。このため机上は綺麗

だったわけでしたが、図の左側

に示した、③「自分でなければで

きない、人生をかけてやるべき」という仕事のファイルがありました。筆者はこれを見たとたん、涙が

出たわけでした。その理由は、その仕事を「あすなろ扱い」していたという反省をしたためであり、

「私は何のため、企業人として生きているのだろうか？忙しさに紛れ、帰宅時に、「明日こそ少しでも

手をつけよう。これが、私が企業で働き、人生を掛けて価値ある仕事である。だが、今日は出来な

かった。残念だが、明日からは！」と、このファイルに話しして帰る毎日を思い出したためでした。当

時、筆者は先の経営シミュレーション解析法のベースデーターを得る対策だけでなく、精鋭の皆様

達から「作業者の仕事の改善を支援して欲しい」ということから、全社 IE 委員会の幹事を務めてい

ました。だが、「自分に IE を使うという気づきや発想が全くなかった」と、気づきました。

仕事の区分は？

間接業務の中身を分析すると？

どうしても
自分が行う
仕事（Must）

今、着手
すべき仕事

後で、着手
すべき仕事

やらねばならいが、
誰でもできる仕事

人に頼める
仕事（費用がネック？

人に頼むべき
仕事（その方が
効率良い仕事）

やらなくてよい仕事

全くやらなくて
よい仕事

（ムダ）

投入工数に
比べて、価値が
薄い仕事

① 自分時間？
② 他人時間？
③ ムダ時間？
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３．「IE を自分の仕事の見直しに使う！」という『気づき！』との遭遇

後で考えると、アキレス腱事件は筆者にとって『ケガの巧妙』だったようです。反省点として、多忙

を理由に家族は放置、残業満杯で自己満足、さらには、アキレス腱を切り関係者にご迷惑をお掛

けしてきた企業人生に大反省をしたためでした。そこで、「なぜ、こんなに残業が多いのだろうか？」

という分析をすると、左側に

示した図のような状態である

ことが判りました。このような

結論は、自分の時計を使い、

仕事を記録して判ったこと

ですが、大問題です。そこ

で、右下のような IE 手法の

分析と共に、ECRS（省略・

結合・置き換え・単純化）改

善の原則の活用を進めるこ

とにしました。この対策視点

は、前ページの①：「やらな

くても良い仕事」は断捨離

の対象とする。例えば、懇親会の幹事などの仕事は、筆者より簡単に早く、しかも、効果ある対策を

得意とされる方に譲りました。②：どうしても行うべき仕事も、その中身を解析すると、アウトプットを

決めず、膨大なインプットやムダ

な処理をしていました。このよう

に、自分が行う仕事を IE 手法で

分析し、仕事の価値とインプット

の妥当性、さらには、ムダと考え

られる仕事を改善すると右図の

下に示したイメージとなりました。

そこで、改善を進めると、アウトプ

ットは同じですが、日を追うごとに

残業時間を低減させ、4 ヵ月後に

は、筆者の仕事のアウトプットは

増加していましたが、余裕を持っ

た定時退勤になっていました。特に、当時、筆者の本業としていた工場から来る資料のまとめなど

は、1/10 程度に改善し、標準化された仕事は筆者がやらなくても誰でも出来る仕事になっていまし

た。そこで、部下育成の形で移管しました（さらに、その後、この仕事は IT 化して、部下と共にさら

なる縮減化を進めました）。この時、もし、この『気づき』がなかったたら、その後、筆者は相変わらず

の仕事量に埋もれ、現在、過労死に至ってはずです（ダイエット対策も IE 手法で進めました）。

毎日、仕事に追われる筆者の特性

共通語：忙しい

仕方ない

① 仕事をかかえ過ぎて

いることに気づかない

（能力オーバー状態）

② 時間意識がうすい

（時間分析はしない）

③ 仕事術を知らない

（自己流、反省や

研究なし）

④ インプットすれば

成果が期待できる

と信じて活動する

（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ、期限から

インプット逆算計画

策定をしない

⑤ 人に頼りにされると、断れ

ない（意味の薄い仕事や

会議に安易におつきあい）

⑥ 仕事の優先順位が

乱雑である

（どのような仕事も

馬鹿丁寧、全力で）

⑦ 自己育成感覚、

自分の夢と目標

達成管理を行って

いない

（自分の人生は

他人と会社任せ）

⑧ 働くと動くの区分

を知らない

（付加価値生産性

の意識欠如）

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

これでは、もつはずがない！

過労死～家族も
路頭に？・・・・・・

IEは自分を対象に使うべき！まず、残業ゼロ、
仕事は3年で半減、2割のゆとりを狙うべき！ 誰にも迷惑掛からない！

IEの師・テーラーが示した改善視点

（IEセンス）

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

実状（時計観測結果）
ムダが発生している状況

改善後
の仕事
の構成

理想ー現状＝改善ギャップで
ベストウエイ＝最良の仕事を
見つける
（但し、仕事＝正味＋適正なゆとり）
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４．気づきを助ける仕事の見える化

では、筆者が筆者の仕事の改善を進めた内容の紹介をさせていただくことにします。筆者は、当

時の多忙な仕事の見直しに当たり、手帳の他に、図のような記録用紙を持ち歩き、実態調査を開

始しました。なお、この方式は、1 日または 1 週間データーをまとめてから見直す方式ではありませ

ん。仕事は P-D-C が基本です。従って、まず、行うことは、(ｲ)仕事をする前にアウトプットを決める。

(ﾛ)アウトプットに必要なイ

ンプットにしぼって仕事を

する。(ﾊ)仕事をしながらム

ダを見つけ、もし、次に似

た仕事をする時は、この改

良版を使い、新たな P-D-
C のチャレンジを行うという

方式です。ちなみに、この

時間活用・改善活動の概

要は、左上の図の①～⑤

になります（この図はその

後改良を加え、多くの企

業で活用してきた様式で

すが、基本は同じです）。仕事は目に見にくい対象です。そこで、右側の図のように、別途、その日

に行う仕事は、総てカードに書きあげます。次に、机上にカードを並べ、整理して遂行する対策を

進めると、仕事の進行と評価

が具体的に進みます。さら

に、次ページの図に示したよ

うに、定時で行うラインを設

け、仕事を印したカードを着

手順に並べると、残業になる

か否かが判ります。仕事という

対象は、「私でなければでき

ない」という対象だけではあり

ません。もし、手が空いている

方がおられ、お手伝いを願え

る場合は、その仕事の支援を

お願いしました。特に、筆者

のように、当時、部下を持つ者は、部下育成の責務もあり、部下育成の一手段として進めました。こ

のように関係者にもカード化願い、先に示した対策を図って行くと、相互に時間活用が見える化さ

れ、部下と共に、さらなる改善が進みました。以下の事例は、その後の活用ですが、当時、「技術本

図表５－９ 個人別時間分析用紙

8:0
0（例）朝礼

電話対応

氏名： 月日： 本日の方針：

9:00
10:00
11:00
12:00

メール整理

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

上司コメント 改善点：

表5-5 個人別時間分析表の記載例

本日のアウトプットと時間値の目標

本日の苦心と反省点

① 本日目標とする内

容や経過を書き今日
の活動意義を示す。

② 今日行う仕事の内容

とアウトプットを主要

項目として記載する

③ 自分の時計を用い

て掛かった実績
時間を記録する

同時に、改善点も

メモする。

④ 仕事を見直して、

改善すべき項目と

要点を書く

⑤ 月間実績時間に日々の時間集計値

と改善内容を記載して改善効果を

把握しながら、更なる改善を進める。

① 上司コメントと目標達成状況

の支援とフォローを願う。

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

仕事のリストアップと順序づけ

カードにやるべき仕事を書き上げる

（To Do List をつくる）

今やるべき内容

後でやるべき内容

暇になったら手をつけたい内容

分
け
る

机上に並べて整理する。

① 緊急性？
② 重要性？

③ 拡大指向性
④ 容易性？

⑤ 効果？などウエイトづけ

しながら並べる。

【実施計画の策定】
日程表と共に、個々の

カードを割り付ける

依頼可能なもの
と、自分自身で

行うべきものを

分ける。

集中＋ゆとりのバランスで
計画どおり進める

次へ

Plan

DoCheck

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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部におられた女性が突如 1 名退職するが、補充が出来ない！」という事態が起きました。本社の技

術本部は開発部、生産部、特許部という 3 部で構成され、部課長が大半 35 名。内、我々若手と呼

ばれていた者は 5 名、

3 つの部を受け持つ

庶務的な仕事をする

女性４名という構成で

した。女性の方は残

業20時間程度でした

が、1 名欠けると大変

な負荷になります。そ

こで、筆者が用いてき

た、また、ここまで解

説してきた時間活用

法の適用を進めまし

た。すると、例えば、

小型コピー機を部に

導入すれば、女性に依頼することなくできるといった対策が、時間分析結果と共に明確になって行

きました。さらには、今まで行ってきた女性たちの仕事の実態が全員に解ったため、仕事に対する

正しい理解と支援や協力なども、具体的な内容として、進みました。その結果、3 名体制で、この難

局を問題なく乗り越えることができました。さらに、その後、新人 1 名が入社し、配属となった時、こ

の時間管理と、過去の仕事の分析データーを用いた教育が極めて高効率で進められました。IE
手法では、まず現状把握があって改善へ進みます。この体験で、この手順が、この種の目に見え

にくい仕事の管理などに対しても、十分適用可能であることを、筆者達は実感しました。

５．仕事の実態把握で判るムダへの気づき

人生というものは、ある時点で、「対象を決め、問題意識を高めて行くと、今まで見えなかった物

が見えたり、その道の権威者がご苦労され得た内容が理解できるようになることがあります。多分、

これこそが『気づきの正体』ではないだろうか？」という経験をしたので、紹介させていただくことにし

ます。

先の体験の 1 年後、たまたま名古屋の工場支援に出張の時、マンデル博士の講演会がありまし

た。マンデル博士が日本産業に大きな影響を偉業は、筆者が日立金属㈱に IE 導入の全社活動

の主査担当時、研修の中で㈱日立の IE 指導の祖とされる、技能研修所の小野教授（もと、多賀工

場の IE 室長を長年担当、その成果から㈱日立全体をご指導された方）からお聞きしていました。

マンデル博士のご指導が、1980 年に「Japan as No.1!」と新聞が書き立てた 10 年前に関与した

からでした。1970 年に入る頃、マンデル博士は、その後、日本の生産性を左右するキーマン 20 名

程を育てました。当時時、2 週間の IE 教育の後、ある有名な家電メーカーの現場診断を行いまし

カード法による、仕事のウエイトと順序づけ

① これから着手すべき仕事を列挙する。

頭の中の整理・整頓 仕事を「目に見える」第１歩

④ 個々に時間見積もりをする

② ウエイトづけする
： 遅れ・緊急

５~４
： 重要・注意

４~３
： 普通・余裕

あり ３~２

③ 着順に並べる。 ⑤ 仕事の時間（能力値）
を入れる~調整~実行

定時

残業

調整

各
人
別
に
実
施

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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た。その最終日、博士は研修生たちに「IE を適用してこの職場の生産性をどの程度あげることがで

きますか？」と聞いたそうです。研修生たちは 1.5 倍～2 倍程度と答えたわけでしたが、マンデル博

士は、残業も多く、生産性向上が必須だった工程を示し、①作業手順を黒板に記載して、IE（PTS）

法で必要時間を記入しました（1 日の出来高との算定と作業ペースを診断された内容でした）。そ

の後、有効率 65％を示され、各種改善点を示されました。次に、②動作経済の原則を適用して、

その仕事に改善を加えた結果、有効率 70％、30％のムダ排除を示されました。さらに、③「このラ

インでは設備を用いていたが、稼働率の面で分析すると有効率は 75％」と説明され、現在 TPM で

有名になっている 25％のムダと対策法を示されました。最後に、④1 ヵ月の生産実績の分析デー

ターを示され、当時、多くの企業が行っていた月末集中生産（JIT 対策）の問題を示され、有効率

70％を示し、30％の向上策を具体的に示されました。最終的には、この４つの指標を①×②×③

×④＝２４％として示し、4 倍もの生産性向上が欧米一流企業に比較して 1/5 となることを示された

わけでした。言うまでもなく、その後、この受講生の皆様が日本産業をリードする形で進めた結果、

1980 年代に 4 倍の生産性の達成が達成され、日本産業界が自負する「欧米に追い付けおい越

せが、追い越した！」という快挙になった大きな要因になったわけでした。

当時、筆者のように、この歴史を知る IE エンジニア達が、定員 200 名の会場に満杯の形で出席

していました。講演会の後、質問の機会があり、幸運にも筆者が手を挙げ、選ばれました。質問は、

「マンデル博士はかつて日本の生産性向上のご指導をされました。先輩達が頑張ってその目標を

達成へ向けたわけですが、

一流欧米企業と比較して、

日本の事務・間接の生産性

をどのように評価されます

か？」という内容でしたが、コ

ーディネーターをされておら

れた熊谷先生と共に、「5 倍

の生産性向上の余地がある」

とされ、図の内容の解説とな

りました。この視点は、「事

務・間接の仕事は情報を作

る工場である」という内容でし

た。その具体的な内容は、事

務・間接の生産性に対する解説であり、「まず、（1）良い課題の選び方が対象になります。企業で

働く方の多くは、多くのテーマを抱え、その総てに対して成果を挙げようと努力する形態が多いわ

けですが、この課題は「そのテーマが顧客・会社・自職場やご自身にとって、本当に精力的に対策

を進める価値がかるものなのか？」を問うべきです。一般的に、企業では、問題が起きると「選択と

集中」などという言葉で示されてきた処置です」という解説がなされました。この内容は後日知った

のですが、米国 GE 社では、先のウエルチ会長の就任時、「2 番手の製品は他社で進める対策に

情報を料理する！
材料の吟味

調理の手順（プロセス）

原因があって

結
果
が
生
ま
れ
る

仕事のプロは

材料と手際を見る

マンデル博士と熊谷教授の解説：２０年前名古屋の講演会で

良い課題 課題に 仕事の 時間利用法と

生産性 ＝ の × 取り組む × 早さ × 道具の活用法

選び方 手順 準備~会議 ＩＴ化を含めて

１ １ １ １ １

＝ × × ×

５ １．５ １．５ １．５ １．５

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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任せる。自社でしか出来ない、しかも、ダントツ製品のみに限定する」という戦略で GE 社は大変革

を進められたそうです。これは、企業の意思決定ですが、講演会の解説は、「個人の仕事にも、人

生を掛ける価値がある対象か否か？を考えて、価値が薄く手間が掛かる仕事は対象から除外すべ

き」ことを示唆した内容でした。さらに、この時の講演会では、「日本では終身雇用なので、皆様に

は余りご興味がないお話になりますが、欧米では、人の人生は 1 回きりなので、時に、その企業で

自分が価値を感じない。または、達成したいが環境上に問題があるといった場合、一流の技術を

持つ方はすぐに転職して、そのテーマが達成する企業で活動を開始します！」という解説がありま

した。さらに、「次の（2）は課題に取り組む手順の良否です」という解説がありましたが、この例として、

これも後に学んだ内容ですが、NASA 開発の KT 法という手法が挙げられます。この手法はアポロ

計画時に社会学者と心理学者であるケプナー氏とトリゴー氏が開発した意思決定を効率的に進め

る手法です。当時、日本では、例えば、ある製品開発の場合、大勢の方が集まり、目に見にくい調

整業務や書類づくりと共に、多大な時間を使ってリスクの検討を進めていました。しかし、KT 法で

は、ワンペーパー、かつ、KT 法で決められた大きな用紙を目前に検討を進めます。すると極めて

短時間で効果的、かつ、モレの無いリスク対策が進むわけですが、管理・間接の仕事を処理する

場合、研究し尽くされたベストウエイを使う場合と、そうでない場合、その差は 1.5 倍以上になるま

す。また、次の（3）、仕事の速さ、特に、準備という必要なインプットを段取りし、例えば、会議や打

ち合わせを効率良く進める対策と、人を集め、とにかく、関係ないインプットまで沢山集めて検討す

る場合、その差は膨大です。日本では今も、「会議に出て初めて問題を知った」とか、「この会議の

目的は何なのか？」さらには、「関係ない者までお付き合いで会議やミーティングに参加する」とい

う例があります。また、大きな設備や新システム購入の際、多くの方が出席して評価に立ち会う例が

ありますが、海外の一流企業の場合、1 名、しかも、企業内で十分検討され、問題が無いチェックリ

ストや説明書で解説～意思決定が行われる状況を、筆者は数回見てきました。しかも、一人だから

と言っても、何も問題が無い状況で、この種の交渉や意思決定が行われていました。最後の（4）は、

マンデル博士の説明によると「日本では漢字、ひらがな、カタカナ、英語という用語を使って情報を

処理しますが、欧米ではローマ字２６文字で済むので、機械化を含め、情報処理が容易です。・・」

ということでした。この話をお聞きした時、筆者は「果たしてそうかな？」と思いました。しかし、米国

で 3 年仕事をして、帰国した時に、この内容が解りました。今は行っていませんが、メモなどを、英

語でとる方式と、日本語で取る方式の差です。前者は、後者よりはるかに速い方式です。実は、そ

れまで、筆者は、欧米赴任を終わった方達が黄色いシートにメモをとる状況を見て「何をしゃれたこ

とをやっているのか？」という偏見を持っていました。だが、筆者が帰国した時、理由は「早く正確だ

から英語でメモする」ということで実施していました。

以上、マンデル博士のサゼッションは、目に見えない管理・間接・事務の仕事に対する的確な評

価であると思います。現在、『働き方改革』で紹介され、IoT という現在の技術対策手段と共に更な

る向上が期待される状況です。

管理・間接・事務効率の対策は、もうひとつ、これに止まらない対策があることに気づくと、更なる

効率向上が期待できます。先のマンデル博士が指摘された内容は、目前にした仕事を対象にした
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対策です。そこで、これを横軸（P.９に示した対象とさだめ）、次に示す対策と共に評価すると、図で

は面積的な表現になるはずです。では、下図にその内容を解説することにします。まず、左下の図

の上部、A は、小さい改

善（課題など）をスピーデ

ィーに対処していった状

況です。この場合、小さい

課題を早く対策すると、対

策後は総て効果が積みあ

がって行きます。その結

果、時に、「時間はかかる

が期末に大成果（大ホー

ムラン）になる」というテー

マに対し、小さい改善の

積み上げ効果の方が大き

くなります。図の左下の B
は新製品や新規プロジェクトを垂直立ち上げの場合です。この例では、ダラダラと立ち上げた場合

の差が青色の面積の差となります。さらに、図の右下の C は一定期間に 2 件のプロジェクトなどを

完了させる対策に対し、スピードを挙げて対策し、仮に、同じ期間に 3 件をこなすことができた場合、

ご覧のように、この期間中に、１件分が完全に利得となります。このように、この種のスピード向上は、

前ページに示した対象（横軸）に対して、縦軸の形で作用します。なお、この対策には、この種のテ

ーマを扱う方の“力量”と IoT などの現代技術の“応用力”が大きく関与しますが、これも目に見にく

い（気づき難い）対象です。

今回、最初に筆者の恥をしのぐ形で、若い頃、ムダに過ごし、アキレス腱断絶で気づいた過労死

につながりかねなかった企業生活を紹介しました。また、その後、ある意味、現在、多くの皆様が注

目される「働き方改革」の対策に必要な「時間活用術」の適用を個人談の形で紹介させていただき

ましたが、この時、「もし、マンデル博士がご指導された内容を知っていれば、さらに有効な活動が

出来ていたのではないか？」と惜しむ状況です。特に、今回、各種、産業人に必要な“気づくことの

大切さ”と共に、IE を自分自身の仕事の現状分析～改善に適用した例を紹介させていただきまし

たが、新型コロナ禍の時代、読者の皆様には、是非、「今回の内容と共に、“Once a life”という面

で、価値の高いお仕事を進めてゆかれる対策を！」と、ご期待致します。

                                                     以上

追加すべき時間（スピード）生産性向上要件

時間 期末

創
出
し
た
成
果

A.「面積生産性」
による効果の
発揮（右図）

小さな効果の

積み上げ成果

期末にようやく出る大プロジェクト 小さな成果の積み上げ

は、確実に成果が出て

また、次のテーマ着手

に移ることができる。

・・・と、この繰り返しで

出来た成果総計は、

期末にようやく出る

大ホームラン的な成果
を越える値となる。

B. 新製品立ち上げなど垂直化

時間

目
標
値

目標垂直立ち上げ

ダラダラ

立ち上げ

この面積分

が総て利得

となる

C. 納期短縮で可能なテーマ消化

例えば大型案件（企画）の場合

納品・次のテーマへ１件目

２件目

仕
上
が
り
状
況

期間短縮

期間内３件生産
１件分

売上増
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