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気づきが生む改善（シリーズ３）：「IE は経営改善の道具！」

                         2020 年 9月吉日

QCD革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに
筆者達は IEを学ぶ中で、多くの先輩達から「IEは経営改善の道具である！」と教えられ

てきました。だが、極めて恥ずかしいことに、この意味を筆者が実感したのは、IEを学び、

使い始め、10年以上も後のことでした。また、その意味を人に解りやすく解説するまでに、

さらに、それから数年かかりました。では、以下、その経過と内容を解説することにします。

１．マクロでつかむ経営と IE
目前に改善が必要な課題を抱え、IE（含む、QC や VE など）手法を用いて改善する際、

必ず、生産性向上を中心に何らかの目標設定を行うはずです。また、この際、図の左下の手

順に従い、時計やビデオ

解析などと共に、ご関係

者と改善を進められるは

ずです。その際、時に、多

少の苦労は伴いますが、

皆様は、科学的な対策が

判りやすく効果的な解決

を得るという体験を得ら

れてきたはずです。しか

し、この時、単に目標を達

成して満足するだけでは、

経営改善への貢献度がわ

かりません。仮に、これが

野球のような集団活動の場合、「チームが勝つために何をしたか？」得点との関係が判らな

い活動はしないはずです。野球と同様、工場生産でも、「各種の努力をされる皆様が、その

種の努力が対し、経営にどのような関連になっているか？」ということを知って活動するケ

ースと、全く知らないで活動する差は絶大です。そこで、本シリーズでは、この関連を見え

る化対策と共に、筆者の体験談を中心に解説して行くことにします。

先のシリーズ２で紹介したように、筆者は企業への入社と同時に経営シミュレーション

を活用して、K工場のプロジェクトを成功させました。その後、たまたまでしたが、帰宅時

に K 工場が位置する名古屋駅にいると、この関連の製品販売を担当する営業部長の方から

「中村君！」と、声掛されました。だが、筆者はこの方と面識がなく、紹介され始めて、同

じ会社の方と判ったわけでした。さらに、「良いところで君に会った。君にお礼したい！」

気づきが生む改善
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ということで、お断わりする間もない状況で、同行されていた営業課長数名に連れられ会食

への招待となりました。はっきり言って、この時は「場違い？」と思いましたが、皆様は、

私が参加したプロジェクトの内容を詳しく知っておられました。会食になると、ビールをつ

いでいただいき、お礼を言われ、料理を進めていただいたわけでしたが、ただただ、恐縮す

るばかりでした。皆様が私に話された内容は、「ようやく、①予定の生産量確保が出来て、

お客様の支障が無くなった。②ライバルにシェアーを奪われたが、短期間で取り戻せた。③

品質向上もなされ、お客様が更なる販売と利益増になっている。・・・」というお話でした。

筆者は、「その成果は、K工場の皆様のご努力であり、私は損益分岐点の問題を明確化して

訴えただけで、特に、何もしていません！・・・このお礼は K工場の関係者に、・・」とお

応えすると、「君も知る通り、あのプロジェクトの成果が無かったら、いま、私達の給与や

ボーナスはかなり減額されているはずだ！我が事業部の状況からして、工場関係者も同じ

ことになっている。従って、君が参加したプロジェクトは、K工場の皆様を、今日のように

おごっているのと同だ！気にせず、楽しくやってくれ！」ということでした。筆者は、この

時、「K工場では、IEの改善ツールのひとつである経営種ミュレーションで定量的に問題を

明確にし、だれかが、取り組

まなければならない環境を

提供しただけでしたが、こ

れが、図のように、企業全体

に影響を及ぼし、お客様に

もお役に立った」というこ

とに、初めて気づきました。

そこで、この内容をお話し

すると、「それが重要！」と

いうお話しでした。筆者は、

経営シミュレーション解析

という技術の習得～活用を

使って、図の下側に示した活動の一部を担当していた意義を、この時、初めて“気づき”ま

した。なお、この時の集まりは、筆者を除く割り勘による会食だったので、何度か「私にも

支払いを、・・・」と進言しましたが、一切、受け取ってもらえないで状況で散会しました。

その後も、今の仕事をしてからも、ここまでは行きませんが、「お茶でも？」といって「そ

れなら割り勘で！」ということで、何回か、多くの内容を教えていただくことがありました。

そこでは、いつも、「IE改善が経営を変革する！」という評価と、いつも仕事をする以外の

皆様にも改善の結果が大きく関与するという内容を確認してきました。当然、筆者は前ペー

ジ示した図の構成は知っていました。だが、このような時、改めて、この図の中で仕事をし

ている意義と幸せを感じてきました。

企業活動とは？
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２．多くの IE 手法を学び、使う中で判ったこと
先に紹介したように、筆者は、全くの偶然で IE人生をたどりました。さらに、入社と共

に大ホームランとも言うべき活動に参加の機会を得たため、常に、経営上で困った問題を持

つ工場へ本社から派遣された

り、転勤したり、という活動で、

企業生活を過ごしました。そ

の結果、ある意味、社内コンサ

ルタント的な仕事をする中で、

左側の表に枠で示した多くの

改善手法を学び使うという場

とチャンスを得てきました。

産業界では、青で囲った範囲

を『総合的 IE』といいます。

筆者が活動した時代、狭義の

IE は日本能率協会、QC は日

科技連、VEは産能大が中心となり進め、相互に分かれた機能を受け持っていました。しか

し、どの企業でも、「改善が効果的に進めば手法は何でも良い！」という視点で、この三大

手法をミックスして使っていま

した。筆者は、その取り組みを、

鉄鋼連盟の IE部会、日立グルー

プの管理技術や工程部会、日本

能率協会の生産技術部会で学ん

だわけでしたが、その活用構成

は、常に IE＋QC＋VEでした。

1970年代、不況の最中、トヨタ

がTPSと共に世界に知られる有

名な JITを紹介しましたが、JIT
も、このようなコンセプトで構

成された実務的な手法の一例でした。しかし、この種の形態を見て、その方式を真似るコン

サル業がありました。右上の図に示したように、企業は各種改善視点で改善手法を使います。

しかし、この種の多くは、IE等を進める方から見ると、「極めて奇異な方式」でした。例え

ば、トヨタ JITの形態だけを真似て作成した『リーン生産方式』は、この種の例ですが、適

用成果が 5％以下という報告を見ると、その差が判ります。ちなみに、この種の商売をする

方は、形を真似る対策であり、前ページの右下に示した現状把握をスキップした形態でした。

他にも似た形態があります。①死亡診断書づくりを主体にして、現場・現物対策をスキップ

して品質改善を進める品質改善活動。また、②部品倉庫の中に人を入れ、「作業者のやる気
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３大手法とスピード改善の要点

問題発掘

ＱＣ手法

事実分析

創案・テスト

標準化・歯止め

現状分析

ＩＥ手法

時間分析

創案・テスト

技術改善・標準化

ﾃｰﾏ選定

VE手法

機能分析

創案・テスト

製品原価革新

改善は３大手法の理解が大切です。ﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが対象とするﾃｰﾏに品質改善、安全対策、故障対策
があります。この対策はＱＣ手法で行います。段取り改善やレイアウト、作業方法や事務・情報システム
改善にはＩＥ手法が活用されます。そして、製品や物流・新製品開発の原価改善にはVE手法の活用が

なされて来ました。これは基本ですが、次に、これら手法を用いたスピード化の要点を示すことにします。

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

製造技術 生産技術 管理技術の区分
・化学平衡

・断熱

・熱伝導

・熱応力

・反応生成物

・反応速度

・化学平衡

・移動速度

・凝固温度

・融解熱

・圧力分布

・境界条件

・磁性度

・粘度

・剛性

・押し出し性

・鋳造性

・ヤング率

・・・・

・有限要素法

・数値解析・制御

・特性曲線分布

・適応制御

・ロボット

・組立自動化

・センサー

・ＭＴＢＦ分析

・メカトロニクス

・レトロフィット

・ライン制御

・ＳＱＣ

・ＬＣA（Low Cost
Automation）

・ＯＲ（Operations
Research ）

・ＣＡＤ／ＣＡＭ

・ＩＴ

・・・

・IE（Industrial
Engineering）

・ＱＣ(Quality
Control）
・ＶＥ（Value
Engineering）

・ＪＩＴ（Just Ｉｎ

Time）
・ＴＰＭ（Total Pre
Maintenance）
・ＧＴ（Group
Technology）
・ＤＲ(Design
Review）

・行動科学

・ＥＥ（Engineering
Economy）

・ポカヨケ

・ＩＲ（InformationＩn
Research）・・・

・省エネルギー

・画像処理

・コンピュータ統合化

・フレキシブル・オー
トメーション

・シュミレーション

・ダウンサイジング

・ＴＯＣ（Theory Ｏｆ

Constrains）
・PERT
・ＫＪ法

・アイデア発想法

・ＣＳ（顧客満足度）
解析

・ＤＴＣ（Design To
Cost）
・オーダーエントリー
システム

・リスク分析

・・・・・

・TWI（Training
Within Industry）
・ＴＰ（Total
Productivity）マネ

ジメント

・ＶＭ（Visual
Management）
・ＭＩＣ（間接部門効
率化手法）

・コンカレント・エン
ジニアリング）

・財務分析

・ＴＡ（Transaction
Analysis）

・目標管理

・請負制度

・Ｆ(Forman）計画

・PPBS（Planning
Program
Budgeting
System） ・・・・

総
合
的IE

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



4

と気づきで生産性向上！」を歌い文句にした屋台やセル生産などです。不思議なことに、こ

の種の対策を売り込む方は、「やる気が企業改善の出発点！」と言います。さらに、極端な

例では、現場管理者を河原に集め「やるぞ！・・」の連呼などで 3日間の研修を進めていま

した。もうひとつ、③「５Sは経営の基本！」と言い、掃除ばかりを進める方式もあります。

ここでは、「意識改革が掃除の繰り返しで生まれる」と言った、一種のカリスマ～宗教的な

活動を強いる方式ですが、整理・整頓の基になる発生源には手をつけないで、数年間継続と

いう期間確保を強制します。奇妙な点は、この種の方式に共通する例では、（1）現状把握を

しない。（2）「形を真似れば成果が出る」と言い、その方式を強制する。（3）派手で極端な

事例を宣伝し、報道機関まで巻き込んで売り込む。（4）資料づくりや工場内にビラや標語の

掲載を強制する。（5）もし、企業内に反対者が出る場合、厳しい戒律や処分を行う、という

運営が共通しています。かつて、筆者も、その種の対策で弊害が多大な企業から、再生への、

ご相談をお受けしたことがありました。だが、『オレオレ詐欺』同様、「だまされた側に問題

は？」として、「大変ですね、・・・」とだけ言い、「触らぬ神対策方式」を選び、援助はお

断りしてきました。要は、経営判断からすれば、この種の手法に飛びついて上手く行かなか

ったお会社は、ムダな投資を強いられた責任を、これらの業者にクレームすべきであり、冷

たいようですが、筆者がその種の尻ぬぐいをする約ではないためです。

３．「IEは工場改善の道具である！」という体験

IE手法の誕生は、1900年をはさみ、米国において、時間分析を用いて、生産性革新を大

きく進めたテーラー氏と、期せずして、時計は使わず、動作経済の原則を開発して時間短縮

を進めたギルブレス氏の（後に米

国 IE協会：AIIEを設立～）活動

が発端です。この対策は、図の左

側のイメージで、仕事を分析して

ムダ排除を進める（なお、当然、図

中の手抜きや労働強化は除外した）

対策です。過去、技術対策が定義

されてこなかった時代、生産性向

上を行う場合、図の右上に示した

事象が出るのが常識！とする傾向

がありました。例えば、「良い物を

作るためには、手間暇かけて、・・というわけで、納期は延びる、コストもかかる」という

形態です。だが、IE は図の右下のような結果を得る方式を進めます。これは、エンジン搭

載の乗用車を動かす技術に例えると、「ガソリン爆発を制御し、回転力を得る」ということ

で、走行可能にする技術です。このように、技術とは、一見、矛盾する事象を矛盾なく運用

する対策を意味します。IE も改善技術です。このため、エンジンに似た形態で「過去は矛

各種技術改善と、
IE（ムダ排除）の位置づけ

品質

コスト 納期

古代の
認識

品質：コスト：納期は対抗関係にある。
「急ぎ、値段が下がれば品質無視は
仕方ない！」という考え方

大切な仕事の扱い
３つの区分」とは？

正味
50%

改善すべき
ムダ
50%

①ムダを省く
対策を
「改善」
と言う

ムダ

取り

② やるべきことをやらない行為を
「手抜」きと言う！

③改善しないで
無理を押し込む行為を

「労働強化」と言う！

品質

納期

現代技術

品質＋こスト＋納期統合化対策が
現代、多くの企業を進化させる

一見矛盾する
要件を解く
対策が
技術改善

コスト
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盾するとされてきた、品質向上＋生産性向上（ムダ排除）＋コスト低減を同時に満たす改善

策！」を進める点は同じです。

では、右下の図と共に、この IEを経営改善の道具として活用して行くために知っておく

べき経営財務の構成について解説することにします。図の上段に示したように、どの企業も

同じく、お金（資金）を投じて、

生産資源という５M＋I（人、

方法、計測、設備、物＝設計と

I:情報・管理）を投じて生産を

進めます。その結果、顧客満足

度が高い製品をお客様に提供

し、対価という形で利益を得

る活動となります。このよう

な一連の活動を経営財務諸表

にまとめると、右側の図のよ

うな構成になります。先に解

説した、投資（資金を投じて、

生産・販売して利益を得る）活動は右下ですが、経営財務では、この経過を CF：キャッシ

ュフロー報告書に記載して行きます。ここで、「日々の生産・販売活動がどのようになって

いるか？」が気になりますが、この状況をある時点を決め表現した計算書が前ページの右上

の BS：貸借対照表です。また、1年とか半年といった活動期間を決め、投じたお金に対し、

得た売上との関係を見るのが、図の左上の PL：損益計算書です。先に、このような活動を

集団スポーツに例えましたが、例えば、サッカーや野球に見るように、選手の皆様が頑張っ

て試合を勝利するためには、各種分析手法を用い、日々の試合の状況を見て、選手の力量や

チームプレーを科学的かつ、定量的に改善して行くはずですが、このような、日々の活動の

内容を数値でとらえる方式が、経営財務の BSです。さらに、ペナントレースの期間、勝ち

負けの集計を行い、チームの活動結果を評価します。これが、経営財務の PLに相当します。

このように、選手の皆様は、各人が行っている活動（プレー）や努力の良否がチームの勝利

とどのようになっているか？を常に見ています。だが、一般に企業の皆様の場合、「経営財

務は専門的で難しい。だから、経理に任せている。自分はただ、頑張れば良い」とか、「月

末だけでなく、期末や年末に結果を出されても、もはや過ぎたことは取り返せない。これは

経営責任、野球で言うなら監督やコーチ陣の指導の問題であり、私の活動と力量向上はそこ

に任せているので無関係！」としてしている例が、今も、多数、残る状況です。

かつて、日本政府が、JALが赤字脱出を急ぐ時、前・京セラの会長・稲盛氏の助けを借り

ました。この時、稲盛氏は再生機構の案を基に、アメーバー経営という一種の経営財務分析

手法を投入しました。かつて、JALでは、「パイロット（機長）は飛行機の運行だけやって

いれば良い！」とか、「チケット販売員はチケット販売だけ、・・」という状況でした。だが、

では、経営を数値でどうとらえるか（BS・PL・CFの関連）？

利益を上げる 投資する お金を集める

期間を定めた活動の結果
キャッシュフロー報告書

お金を集める

投資する

利益を上げる
営業（生産・販売） ＋？
キャッシュフロー －？

投資キャッシュ ＋？
フロー －？

財務キャッシュ ＋？
フロー －？

現金の残高

内部に蓄積する償却費は＋

役員賞与や株主配当金は―

借金を返す状況は？

得た利益で、次の発展へ

向けた投資の状況は？

一定期間の活動で得た

利益は？

現金処理の過程

次の期に活動する内容

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

BS：貸借対照表の資産の部 ：資本と負債の部

流動資産：物づくりの
循環で購入材料を
現金化する。

固定資産：土地や、
建物設備などの
生産基盤基にして

負債の部：
①流動負債：

短期借入金

②固定負債

長期借入金

資本の部：
自己資本＋利益剰余金

PL：損益計算書とは

定めた期間活動して
①売上を

高める努力
②原価

― 低減活動

利益を確保する
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稲盛氏は、それは、当たり前、今回、パオロットの皆様にも、「ひとつひとつのサービスが

お客様にどのように結びついているかを分析願い、相互に連携を取る活動がどのように顧

客サービスとして評価されるか？」経営数値を用いて関係者に解るようにしました。すると、

パイロットの皆様が、飛行機に搭乗する前に、乗られるお子様にお声がけする。その時、機

内で機内サービスアテンダントの方が配る玩具などを渡す。富士山の傍を飛ぶとき、「景色

が良く、よく見えますので、是非ご覧下さい」と言ったサービスを進めました。すると、「親

切な機長さんの飛行機にのった！」とするお客様の評価と共に、安心・安全の確保まで伝わ

り顧客数が増えて行った結果、1年で赤字脱出を果たしました。このように、やったことの

良し悪しがすぐ貢献度という形で数値と共に判る仕組みは、どの企業でも経営効果を増大

化させます。「では、製造業の皆様は、経営財務をどのように理解し、活用すべきか？」に

ついて、筆者の体験を含め、解説して行くことにします。

特に、筆者が、「経営財務の内容を製造現場に理解願う努力が絶対に必要である！」と意

識したのは、1988年の米国赴任の時でした。ここでは、米国に乗用車のタイヤに装着する

アルミホイール工場 AAP 社を建造があり、「どう計算しても 5 年赴任しても赤字脱出は困

難ではないか？」と計算結果を出したことが関係しました。当時、筆者は、技術本部で反対

者の一人でした。そのような時、M社長が筆者を呼び、「工場計画の立て直し計画を作れ！」

という命が下りました。そこで、何とか黒字化可能な策を出しました。すると「この案を実

行せよ！」ということで、当初、工場を管理する方達の総入れ替えと共に、英会話が全くで

きない筆者まで赴任となりました。「黒字化への努力を頼るのは現地の皆様を主役にする対

策」が最良の策となり、その要点は、先に紹介したように、野球チームであれば、監督～選

手として働く皆様がとる役割や行動や改善が、数値として判り、力量をあげていただく以外

にないはずです。また、この環境では、かつて筆者達も日本で行ってきた、多くの飲み会を

含め、時間を掛けて話し行う対策は出来ません。そこで、この時、先に JALで行った内容

に似た対策を進めました（この内容は、既に、URL：https://qcd.jp/corporateActivity.html
に紹介済なので、ここでは、その要点のみ紹介させていただくことにします）。

右側の図は経営財務の構成

を図化したものです。工場生産

は、土地、建物、設備といった

生産基盤（経営財務では BSの

「固定資産」）を基にします。こ

の基盤の上で、５M＋I が活動

するわけですが、その活動の場

は図の中央に示した製造工程

です。なお、ここでは、ボラン

ティア的活動は除き、各工程で

仕事を進める度に、必ず費用が
© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/

物づくりと経営財務（BS・PL・CF）
工程が進む毎にコストが増加
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・
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コスト増加の状況

売上→入金部品本・材料購入
BSの
流動

資産

資金を基に

造って

喜び

買って

喜び

資材
調達

生産販売

生産～

販売活動

BSの
固定

資産

土地と建物 設備や技術

原
価
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売上高
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発生します。これを積み上げたグラフを図中に示しましたが、この集計が工場の総原価です

が、もし、売上高を原価が超えると企業は赤字になります。

そうなると、各工程で、不良・故障ゼロ～早期ベテラン化など、ムダの無い仕事と技量向

上によるコスト低減が必要です（これが経営財務の PL です）。このようにして、製品化し

た販売して得た売上高は、各種のコストを支払いつつ、図の上に示した形で循環させ次に生

産する材料購入などに使います（これが経営財務に見る、資金繰りという「流動資産」です）。

以上、この図と共に、AAP で働く皆様の各種活動の良否が数値で示されれば、各種活動が

従業員の皆様にご理解願えたということになるわけですが、このために、大金を投じてまで、

優秀な現地の皆様を雇う余裕は出来ません。このような環境下で、筆者を含め、正に、寝る

間も無い状況で、筆者も悪戦苦闘の毎日となりました。しかし、その甲斐あって、AAP 社

の皆様の絶大なるご努力が実り、1.5 年で AAP 社は黒字化しました。また、この時、筆者

は、改めて『経営数値を目前に置いた各種活動を進める大切さ』を再認識しました。幸いな

こととして、当時、貿易摩擦が関与し、高品質の日本車用アルミホイールを輸出するレベル

になっていましたが、これも収益向上に役立ちました。筆者は、都合 3年間 AAP社への赴

任でした。だが、黒字後の 1.5年、工場でする仕事はほとんどなく、機会を見ては米国の企

業訪問など、勉強に時間を過ごしながら帰国を待ちました。

４．経営財務の分析から改善策を見つける対策の要点

どの企業も、熾烈な競争環境の中で、「工場で働く皆様は目前の仕事に熱心です。だが、

それが、経営とどのように関係しているか？」余り考えずに活動する環境は不幸です。先に

紹介したように、その種の企業では、決まったように、経営財務の状況を税理関係者に丸投

げする方式です。このため、残念な

がら、右側の図で示した、専門機関

がまとめた内容を聴講し、「反省は

するが、後悔先に立たず」という活

動に留まる例が多い状況です。ま

た、この種の企業の特徴は、判を押

したように、経理や外部の税理士

の方が、「この経営財務データーを

基にすると、・・・○○技術改善を

早期に進めることにより、わが社、

この工場では、このような収益力

強化になります！」という話はせず、税金の支払い上の注意に集中したり、銀行取引を始め

とした資金繰り対策に追われる苦労談を紹介して、事後のデーターを見た反省を繰り返し

てきました。確かに、PLは過去の努力を結果です。しかし、ここから、未来の形、すなわ

ち、チームが勝利して行く処方箋を見つける具体的な対策項目（メニュー）の発掘が可能か

損益計算書の構成
１、売上高 １００
２、売上原価 ７５
３、売上総利益 ２５ １００－７５＝２５

生産・仕入の活動

のみの粗い利益

期首商品棚たな高

＋当期製品製造原価
ー期末商品たな卸高

４、販売費及び一般管理費 １５
５、営業利益 １０ ２５－１５＝１０

本業から得る利益６、営業外利益及び費用 ４
７、経常利益 １４ ４＋１０＝１４

財務費用を反映
８、特別損益 －４
９、税引き前当期利益 １０ １４－４＝１０

特別損益を反映
10、法人税、事業税など ５
11、当期利益 ５

１０－５＝５

税の支払いを反映

当期利益が

出ていれば、当面
儲かっている会社

ということが言えます。
だが、この状況は数期

比較して見ること
が必要です。

一般に見る損益計算書の形

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

税法に従い、企業の差なく

記載して行く方式、しかも、

月末/期末など終了結果を

まとめたものである！

経理～経営者
などの専門家
しか、解らない！

このまま

では、・・・
現場では

使えない！
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否か？が、企業における経営財務解析力となります。だが、一般的に、製造現場に詳しくな

い経理や外部の税理士の方達が、製造～販売上で対策が必要な具体的策を提示させる例は

希のようです。

しかし、このような計算結果であっても、経理や外部の税理士の皆様が、右下の図のよう

に図化するとマクロ的ですが対策を進めるキッカケを作ります。この図は A社の PL の見え

る化と対策例の記載ですが、この企業の利益率はたった 4.8％です。A社は電子機器を海外

で製作して、国内に輸出して販売する大手企業ですが、右側のような損益分岐点を示す図に

すれば、仮に、海外生産で問題になっている人件費が多少とも上昇すると、たちまち赤字と

なる危険性がある状態が関係者にも判ります。

この図を利用して対策を図る例として、前ページの左手に矢印と共に示したように、先ず、

電子機器であれば、より付加価値が高く、顧客ニーズを満たす新製品の準備が必要なことに

気づくはずです。また、技術革新が盛んなこの業種の場合、製品と共に製造革新などを進め

る対策が原価低減に大き

く効く可能性が高い状況

です。この種の内容は「技

術は金なり！」というこ

とで、左側の図で示した

ように、結果として示さ

れるコストを題材に、太

陽に当たる技術の向上を

図り、影を短くする。また、

同じ仕事であっても、力

量向上でムリ・ムラ・ムラ

を無くす対策を行うこと

で、樹木のムダな枝葉を

原価とは

技
術
の
高
さ

ムダ

ムダ

ムラ

ムリ

ムダ

時間改善

成果

時間は仕事の影である。

改善対象は①技術向上と
②仕事や製品の改善です。

結果として

得られる原価

IEでは、理想ー現状＝ムダの見方で、

①技術の向上、または、

②仕事の改善によるムダ排除を行う。

例：IE手法では、
時計を用いた

科学的分析

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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整理して、原価に当たる影を短くする対策を進める対策を考えて、対策すれば、未来の BS・
PLを変える改善する策が実現します。ここでは、その詳細を省きますが、先に紹介した新

郷先生の著書「経営改善の体系的思考」に学ぶ策の展開が大きなヒントになります。以上、

このような解析で原価低減を進める際、経営財務と共に IEによる解析を行うと、本書のテ

ーマである「気づきが生む改善」が助長されて行くというわけでが、そのヒントには、下に

示した原価低減のための改善キー600項目のご利用をお奨めします。

【ご参考】

原価低減に役立つ 600 項目の改善キー

https://qcd.jp/pdf/corporateActivuty/Cost-Re-Y20-3-25.pdf

５．日々の活動で知る PLの実務活用

ここまで PL の活用法を中心に解説してきましたが、製造現場で実務を担当する皆様に、

「会社全体の PLの話しをしても、頭（気持ち的）に解っても、目前の仕事や日常の活動と

の関連でピンとこない」と

いう例は多い状況でした。

そこで、以下、この対策法

を例示させていただくこ

とにします。先の AAP 社

の例ですが、現地の現場管

理者達が工場建設前に日

本に来た時、筆者は生産管

理部長の任を受け、「2時間

ほどで、筆者が担当する生

産管理システムの話を仕

事の紹介をしておくよう

に！」という命を受けまし

た。繰り返しで恐縮ですが、当時、筆者は英会話が全く幼稚なレベルでした。この状況で通

訳を通して、生産管理の説明は半分の 1時間程度、さらに、質問があれば答えるとなると、

正味は 30分程度となります。加えて、「生産管理の計画はコンピューターを使い、・・フォ

ローアップは・・・生産計画・フォロー会議では・・」という紹介をすれば、「それはあな

たの仕事でしょ！現場ってね！」となります。生産管理の仕事は「各種データーを示し、各

部門の現場管理者の皆様がいかに、ムダのない活動を自律的に行っていただくか？」が大切

です。さらに、生産計画は、最適予算編成です。この順守がムダの無い原価となるというこ

とを、自分たちの言葉で話し、日本における実習は、日本企業の出張時に、自ら行う課題を

明確し、事前対策する期間です。要は、「この方達が、自ら現場関係者を指導して行く活動

に気づき、現地で腕を振るっていただく対策が、今回の生産管理の説明である！」と筆者は

コーヒー・ゲームを用いた改善テーマ発掘法
（生産計画は、最適予算編成、順守がムダの無い原価となる）

【緊急時対策】 改善の内容でない策
①残業、②休日出勤、③事務所応援
③管理者応援、④外注化、・・・など

求める案の記入欄

下の表には、コーヒーを製造するプロセスが示されています。この計算のような状況になるのは
6ヶ月後と仮定した場合、また、皆様には充分な改善時間がある場合、緊急時対策ではなく、改善
により最少人数でﾈｯｸ工程なし、という生産を実現するにはどのような策が考えられるでしょうか？
出来るだけ、多くの改善キーを考えて下さい（少なくとも15分で15件を！）

【 ｺｰﾋｰの製造工程 】
①豆の選別(不良の豆の除去）

↓（９５０個/日）×０．５分
②豆を焼く

↓（９２０個/日）
③豆を粉砕する

↓（９００個/日）

④分粉（大きさ別にわける）

↓（８００個/日）
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）

1.22

.99

1.45

1.09

.79

基準能力＝１．０工程の負荷／山積は

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

である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業

になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない

人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

標準時間は

観測値×

ﾍﾟｰｽ修正値

（１＋余裕率）

で算定され

余裕率は
現在28%

ある

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



10

考えました。そこで、現場の皆様が毎日関与する PLの 1 部である生産計画を示し、「そこ

にどのような課題があるか？」を討論願いました。この時、その題材に前ページに、図と共

に示したコーヒー・ゲームを

用いました。解は下図のよう

になるわけですが、例えば、

工程①＋②はほぼ 2.0 になり

ます。このように、２つの工

程では時差を組み応援多能化

を図れば人員増は不要になり

ます。その他の解はは図中に

解があるので、解説は省略し

ますが、緊急時対策でなく、

改善で人員増無く生産のスム

ーズ化が図れる策が経営数値

を基に、多数列挙が可能です。当時、この演習の後、AAP 社で実際に行うことになる生産

計画の解析を願ったわけでしたが、この演習で、参加者の皆様は各人が何を行い、最適生産

＝PL改善となるかを話し、日本の実習で熱心に技術面の準備をしていただくきっかけにな

りました。その後、AAP 社で、皆様とも、コーヒーを片手に、日々、数値に結び付く活動

になって行き、このような理解が経営改善に大きく作用しました。要は、日々の対話と活動

が総て経営数値に結び付く活動になっていってわけでした。この経過から、筆者は、改めて、

経営財務の内容をかみ砕いて製造関係の実務者に伝える大切さに『気づき』ました。

今回、ここまで、PLの解析を

中心に経営財務データーを現場

で実務的に活用する方式を示し

ました。だが、右側の図に示した

ように、経営財務を製造現場に

適用して効果を挙げて行くため

のアプローチは、ここまでに記

載した以外にも多くの方式があ

ります。しかし、その際、読者の

皆様には、くどいようですが、特

に、そこに「科学的アプローチの

有無があるか否か？」にはつい

て、十分なチェックをお願いします。

                                                  以上

コーヒー・ゲームの解答例

【 改善案の例 】
① 作業の応援・多能化をする。 ②歩留・不良の低減

工程①＋⑤＝約2.0になる。 不良率の表現はないが

③ 設備の稼働率向上を図る。 検討項目のひとつ

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

④ 設備稼働率定義自体の改善

設備稼働率の中身を見直すと、余熱
や整備、準備、製品投入という内容が
入っていることがある。旋盤などで空気
を切るムダに当たる対策が必要である。

⑤ 余裕率の改善

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

⑥ 正味時間の改善＋作業ﾍﾟｰｽ

標準時間を決める作業手順は分析し、
改善する必要がある。また、ﾚｲﾃｨﾝｸﾞと
呼ばれる国際作業ﾍﾟー ｽはMTM、とWF
では25%のｽﾋﾟｰﾄﾞ差があるが、ここでは

どのﾍﾟｰｽを選択しているのであろうか？
また、ﾍﾞﾃﾗﾝをﾍﾞｰｽとした改善か？平均
作業者をﾍﾞｰｽとしたﾍﾟｰｽか？も検討要！

⑦ 1日は24時間、7時間のみ使用？
簡易自動化で少なくとも休憩時間、昼休

時間は生産可能になる可能性がある。

⑧ 工程省略・結合
②＋③の設備を一体化する対策

⑨ 工程省略
①の工程は不良をとり除く工程である。
最初から、不良混入をさせない契約とし

省略することは可能。・・・・・その他アイデア

【 ｺｰﾋｰの製造工程 】
①豆の選別 (不良の豆の除去）

↓（950個 /日）

②豆を焼く

↓ (920個 /日）

③豆を粉砕する

↓ (900個 /日）

④分粉（大きさ別にわける）

↓ (800個 /日）

⑤梱包する(袋詰め・出荷用）

1.22

.99

1.45

1.09

.79

基準能力＝１．０工程の負荷／山積は
① 負荷＝標準時間×生産個数
② 能力＝7（時間/日）×稼働率(90%）をベースに算定されたもの

である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業
になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない
人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程

1.0にしたい

標準時間は
観測値×

ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）
で算定され
余裕率は
現在28%

ある
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IEによる改善視点
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到達目標

目標達成ルート

皆でとにかく
知恵をしぼる！

オレ流に任せる

その道の
権威者に頼る

コンサル～
学識経験者
に相談！

革新手法
を導入

する！

とにかく、コツコツ
岩山を砕く！

対象の問題解決は
個々に
固有！
×一般論や

経験稟議
より、実態把握を


