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気づきが生む改善（シリーズ６）：「IE で力量向上を！」続編

                         2020 年 10 月吉日

QCD 革新研究所 所長 中村茂弘

はじめに

先のシリーズで「気づきが生む改善力」を紹介しましたが、今回、続編として、筆者の体

験や、仲間と共に得た事例などを紹介して行くことにします。

１．企業における個人の力量発揮

産業界で働く皆様が仕事で成果を挙げ、関係者に尊敬されると、その後の活動が楽しくな

るはずです。この状況は、先のシリーズで紹介した、マズローの「欲求の 5 段階説」へのア

プローチを意味し、産業界で、これを QWL（Quality of Working Life）と言います。この

種の状況は他の分野でも多数あ

りました。例えば、プロ野球やプ

ロ・サッカーなどで、ある選手が

大変な努力をして力量を高め、

チームの勝利やスポーツ界でお

手本となるプレーをした場合、

この方がリタイアしても、その

プレーがお手本となる例です。

企業活動における成果創出もこ

れに似た形態がありますが、企

業活動の場合、上図の左下の生

産・販売構成の中で、品質・納期・

原価・・・と言った項目が対象となります。では、以下、先のシリーズに続き、力量向上～

発揮に関する要点を整理して行くことにします。

２．クラス・オブ・チェンジに求められる「人と力量」

産業界で「企業は人なり」と言いますが、この内容と企業の発展過程を、IE では、次ペ

ージに示した『クラス・オブ・チェンジ』で示してきました。この方式には 2 種のアプロー

チがあります。まず、下から上に順にレベルアップして行く方式です。この方式では、企業

で働く皆様が、「この企業で働き、皆で協力しあって良い物をお客様に提供すると同時に、

企業の活動や働く環境もより良くしたい」という共感と実践的な活動を出発点にします。当

然、この実践には、各種、企業発展のための項目の設定と、人材育成が、同時並行の形で必

要になりますが、この段階で、人（Men & Women）という５M＋I の第一番目が確保され

ると、次の段階では、同じ仕事をするにもムダが無い、良品生産を確保するため、企業内で
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納得が行く仕事の見直しを進めます。これが、人の段階の上に位置する方法（Methods）の

段階です。この段階を達成すると、やがて、仕事のやり方を定量的に行う計測

（Measurements）の利用に入ります。ここでは、仕事の標準化だけでなく、各種計測機器

（評価技術）の利用や、時には

治工具の標準化～ポカヨケの

利用といった知恵を道具に置

き換える対策を進めます。さら

にこの段階が進むと、その一部

を集積した技術を駆使した、設

備化（Machines）の段階を進め

ます。ここでは、各種の設備自

動化の導入や製作、さらには、

IoT 利用といった、近代的な生

産方式の活用の段階の追求を

進めます。このように、順次、

物づくりが高いレベルに達すると、次は、企業に押し寄せる、製品ライフサイクルの短命化

や市場変化といった課題への対応に入ります。ここでは、今まで培い、高めて来た技術を駆

使した製品：物（Materials）づくり＝製品設計段階から改善や革新を図って行く活動を進

めます。一般に、企業の改善レベルの向上は、このように、５M を戦略的にレベルアップし

て行く例が多い状況です。

これに対し、「研究所などで新製品を創った」とか、「他社から新技術を導入して、さらに

は、国内生産品を海外で最適生産する！」ケースがあります。ます。この時、先と異なる、

図の『クラス・オブ・チェンジ』を上から下に下る形で進める方式を採ります。その形態は、

①物＝最良製品設計をベースに、持てる知見を駆使して、②最適の設備投入を図る。③その

際、出来るだけ、計測の段階の技術を駆使して、④人手を掛けず、安価かつ高効率で良品生

産を図る手順を定めるが、最終的に、⑤人手が必要な場合、徹底してムダの無い手順を事前

準備し、十分に訓練した人を投入する、というアプローチを進めます。この方式は、新製品

創出後に最適レイアウト設計を進める際、適用してきたアプローチです。

３．個人と力量発揮、その経営効果

プロ野球やサッカーなど集団競技では、その活動と成果を、得点という数値で示します。

これに対し、企業活動の場合、従業員の活動は、経営財務の数値として、先のシリーズ３で

紹介した（PL:損益計算書）と４（BS:貸借対照表）で、その活動結果を示します。ここで、

製造業では、ムダ排除が求められますが、「では、ムダ排除の意義は？」という問いに対し、

「不況にもかかわらずムダを放置していた。また、多くの方（従業員の皆様）が売上増加を

待つ、だが、製造現場の皆様は営業活動が出来ない！」といったケースを想定して、その種

生産工場のレベル向上策 （IEのClass of change）

Men & Womenレベル（人のレベル）

皆が改善を何のため、何をすべきか？を知り
職場の問題を挙げ、討論し、小集団で進める段階

Methodsレベル（方法の段階）
作業手順の見直しを図り、効率化と

不良撲滅を探求する段階

Measurements（計測の段階）
ポカヨケやセンサー治具の工夫による

仕事の的確化を図る段階

Machines（設備化の段階）
各種の工夫や計測内容を設備に集約して

生産容易化・スピード化を

図る段階

Materials（物＝設計段階の改善）

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

物づくりは
人づくり！

改
善
積
み
上
げ

で
進
め
る
企
業

体
質
や
生
産
性
向
上

製
品
や
技
術

革
新
時
に必

要
な

対
策
手
順



3

の問題を早期に改善すべき意義について解説することにします。

下の図をご覧下さい。これは、ムダ排除が売上高増強に換算した場合を算出した一例です。

この例では「すぐ対策可能な 10％の存在が売上高とどのような関係になるか？」をモデル

計算したものですが、その評

価式に、産業界ではごく常識

的に使う、売上高利益率（全売

上（原価＋利益）に対する利益

の比率）を変換した式を使っ

てきました。ここで、先に紹介

した、ムダ＝目に見えない形

で原価の中で消えてゆく金

額：10％の確保が課題になる

わけですが、その解は、驚くこ

とに、「7.5％もの売上高増強を

図らなければならない」とい

う結果になります。一般に、企業は、ライバルとの熾烈な競争の中で、1％の売上高向上対

策は一般に大変な営業努力をしてきました。これが、7.5％となると、必ず、販売拠点の強

化や宣伝・販売活動・・・と多くの策の発動と共に、費用の追加が必要になるはずです。も

し、この種の対策を進めた場合、当然、10％のムダに匹敵する費用が掛かり、たとえ、7.5％
の売上高向上が出来たとしても、その種の追加費用で利益は出ないはずです（すっ飛んでし

まいます）！このように解説すると「この 10％のムダ排除はすぐ行うべきであり、製造現

場の皆様が 7.5％の増強を図る営業努力に同じ！」という意義が判ります。

では、次に、現場で実務（生

産）を進める皆様の生産～改

善活動が何のため、何につな

がっているのか？という内容

について、右図を用いて解説

して行くことにします。この

図は、個人が行う改善活動が、

単に、企業貢献だけでなく、お

客様やご家族とどのような関

係を持っているか？をイメー

ジとして図化したものです。

言うまでもなく、企業で働く

皆様のご努力は、①製品生産・

販売品がお客様にお役に立つ。②企業で働き得た給与や昇給がご家族のためになる。③企業

設問 総原価（比例費＋固定費）8千万円(80M¥）、利上げ1億万(100M¥)
の状況で、１千５百万円(15M¥)が加工費、この中身を分析すると、改善
すれば、10％(1.5M¥)がすぐ原価低減できそうな状況にあった、とします。
原価低減はそれなりに重要ですが、ここで、加工費10%に当たる内容を
「原価低減するより売上増加で対処すべき！」という考え方もあります。
では、売上増加値に換算すると、どのような内容(値)になるでしょうか？

ヒント 売上＝ 利益
利益率

＝
利益

売上ー(比例費＋固定費)
売上

下式は売上利益率を変形した算式ですが、この式に値を入れて計算して下さい。
その大きさが解ります。

原価低減は
こんなに
意味が多き
のね！

1.5M¥
20M¥(=売上100－原価80)÷100M¥ ＝7.5%売上増

原価低減は大きな意味を持ちます。この例がそれを示しています。

要は、売上増に換算すると７．５％にもなるわけですが、厳しい経済界
で、この数値を確保するには、営業強化、宣伝や販売網の整備などが

必要、簡単にその額は1.5百万円を超えてしまう恐れがあります。それ

より、このケースの場合、原価低減をすぐ行うことの方が得策です。

原価低減とその大切さ
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収益の中で得た収益の一部が税という形となって、地域社会や国の発展の一部になる（災害

対策費などにも使われる）ことにより、社会貢献して行く要素となり、多くのつながりを持

つ重要な活動であることをご存知と考えます。

製造業では、個人で改善を進める例もあります。だが、「三人寄れば文殊の知恵！」の言

にあるように、「現場改善は仲間の知恵を集めて！」という取り組みが一般的です。この際、

練りに練り、大きな資金を投じた大改善と、日々、こつこつ行う『気づきの改善』がありま

すが、前者の方式は別として、こ

こでは、特に、日々行うこつこつ

改善の偉大さを解説することに

します。

図に示したように、絶え間なく

行う 0.1％の改善は、3 年間で 2
倍の力量向上となります。その例

として、例えば、ある設備を持ち、

日々生産している方がおられ、設

備の日々点検をしていたとしま

す。ある時、点検時、機械に設け

られた箱を開けて点検する際に、

「やりにくい！時間もかかる」と感じまじた。点検部のボックスの蓋を開ける際、ネジがち

びていたためでした。そこで、ネジを交換すると、点検作業が早く楽になりました。だが、

次に、「なぜ、ネジがちびたのか？」という疑問を持ちました。そこで、ドライバーの先端

を見ると、ちびていました。この時、彼が何も注意しない場合、単に「ドライバーを新品に！」

とする例がありますが、彼は、「なぜ、ネジでなければ？」と考え、「ボルトとナットで、ネ

ジ部も減る！」として蓋しめの個所を改善しました。しかし、彼は、このレンチを取り上げ

るムダに気づきました。「それなら、蝶ネジを使い、スライド式でこの蓋を開けるようにす

れば、楽で速くなる！」として、これも改善しました。さらに、「しかし、なぜ、毎回、こ

の点検窓を開けなければならないのか？そうか、機械の作動油の点検だった。要は、汚れを

見るわけだから、アクリル板のような透明の窓にすれば、蓋を開けなくても点検できる！」

と彼は考え改善しました。すると、次に「作動油の汚れが早い！」という事象に気づきまし

た。そこで、今度は、作動油の汚れの基になる箇所を次々と改善して行きました。すると、

「これで、作動油の汚れが全くなくなった。要は、強制劣化が無くなり、設備故障の心配が

無くなった。もしかして、もう少し設備のスピードアップが出来るのでは？」と、彼は考え

ました。そこで、彼は、徐々にスピードアップして行きましたが、「この設備はベアリング

を使っているが、製品のセットにバラツキがある。ベアリングの精度を上げたらどうなるの

だろうか？」と考え、ベアリングを少し高い A クラスにしました。すると、袋にペースト

状の食材をつめるこの設備のバラツキが激減しました。「なるほど、良い設備にすれば、不

改善の意義：３年で２倍の仕事力づくり

練習

試合

（0.1%/日の改善）
×（25日/月）×12ヶ月
＝30%／年の向上

1.3×1.3×1.3 > 2倍
3年間で2倍の実力！

努力と
無駄の
差異

現状

目標

達成＝努力が
実る！

ムダ
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良の原因も無くすことが出来るわけだ！では、どこまでスピードアップした時、製品バラつ

きが出てくるのだろうか？」と考え、彼は、工場の技術陣や品管関係者の支援も得ながらス

ピードアップした結果、この設備は 3 倍の生産性に達した時、ようやくバラツキが出始め

ました。この現場は、わさび等をシール詰めする企業です。彼がこの改善を進めていた時、

日本食ブームでした。また、会社としては、設備倍増計画が課題になり、別途、大勢のスタ

ッフが集められプロジェクトチームが編成され、新設備の導入や工場の建屋などの増築が

検討されていました。しかし、彼の努力で 3 倍の生産性となると、もはや、設備の増設や増

員は不要でした。彼の対策で、工場に 50 台あった設備は十分に余力が出ました。そこで、

この企業では、わさび以外の製品製造も、この職場で行うことになりました。この事例は、

筆者と仕事してきた JMA の E 氏の努力談ですが、日々改善の偉大さを示した例のひとつ

です。

COVID-19 禍に入った 4 月、病院関係者に大変なご苦労をかける事態となりました。こ

の時、防護服不足に悩む中、トヨタ関連の企業が全く縫製関連を手掛けたことがない企業が、

既存の防護服方式をコピーする形態で 1 日 500 枚/日の生産支援を開始しました。これ自体、

当時、話題になったわけでしたが、4 ヵ月の後、1 日 50,000 枚/日という報道と共に、数名

で防護服を生産されたご関係者が「小さな日々改善の結果です。特別な設備は入れない状況

です！」と話されておられました。この快挙に驚嘆したのは、筆者だけでは無いと思います。

４．IE による仕事の見直しと改善

具体的な改善手法に入る前に、筆者達が IE 手法を学んだ頃、必ず講師の皆様が最初に、

紹介しておられた IE 思想について解説することにします。その話は、かの有名なイソップ

の話を利用した例でした。旅行をする場合、「歩いていればいつか着くよ！」という気楽な

対象もありますが、特に図に示し

た砂漠の場合、余計に時間がかか

ると、水不足の危険が生じます。

さらに、仮に、訪問する宿に予約

者が、予約した時間に到着しない

場合、他の旅行客に宿泊所を譲り、

泊まれなくなる例も出ます。この

ため、旅人は「砂漠を超えた隣町

に、いつ着くか？」を知る必要が

生じます。そこで、この話では、

イソップさんという、この土地に

詳しそうな方に旅人が「いつ着き

ますか？」と質問したことから、話が始まります。この質問に対し、聞かれたイソップさん、

「歩いてごらんなさい！」と答えました。旅人は「この方に私の質問が聞こえなかったのか

イソップの話

その道の権威者

太陽の基にある町へ

行きたいが、はて

何時間かかるの

だろうか？

そうだ、権威者に

聞いてこよう

① あの町に行きたいのですが
時間はどの程度かかりますか？

② 歩いてごらんなさい。
③ ？（変なこと言うな・・・この人）
④ いや、あの町に行きたいのですが、

・・・・・

⑤ だから、歩いて下さい。
⑥ ・・・（意味がわかって無いようだ、

けれでは歩いた方が早い！）
と、言って歩き出すと、
⑦ その歩き方だと８時間で大丈夫！

この話の
意味するところは、

勘に頼る
意思決定

測定に
基づく決定

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



6

な？」と思い、再度、「いつ着きますか？」と質問しました。しかも、数度聞きましたが、

答えは、「歩いてごらんなさい！」という返事の繰り返しでした。そこで、「これではダメ

だ！」と思い、旅人がすたすたと歩き始めたそうです。すると、「待って下さい。あなたは、

その歩き方であの町まで歩かれるんですか？」と言われたので、「そうですよ！」と答える

と、「休憩は別ですが、その歩き方なら 8 時間ほどで着くでしょう！」と言ったそうです。

この話を紹介した後、当時、IE の講師は、「この設問は、勘に頼る旅行時間の設定と、科学

的計測を基にした見積もりの差を示した重要な例です。もし、生産において、「適当に進め

て下さい」という場合、何人の人手が必要で、いつ終わるかが判りません。しかし、1 単位

の仕事に要する時間を科学的に計測して標準時間を決めて生産計画を検討すれば、信頼で

きる作業の指示管理だけでなく、必要人数や納期などが見積れます。また、仮に、遅れが生

じた場合、その理由も判り、次回の計画達成の信頼度は増します。では、このイソップの話

に戻りますが、この例も同じです。イソップ氏は、ここから旅人が行く街までの距離を基に、

旅人の歩くスピードと時間毎の距離を基に、かかる時間を算定したので、「特別なことが起

きない限り、今の歩き方なら 8 時間、途中で 1 時間休憩すれば、到着まで 9 時間かかる！」

となります。要は、勘に頼る時間見積もりと、科学的に旅人の歩きぶりを計測した見積もり

の差は達成の信頼度に大きな差を生みます。・・」という解説が、当時、筆者達が IE 研修を

受けた時、講師が必ず説明する講義内容です。

このような視点（気づき）、すなわち、仕事を分析、測定し、最初に『時間分析を基にし

た仕事の科学』を産業界に持ち込んだのは、図に示した IE の師、テーラー氏です。「テーラ

ー氏は、まだ、ランプで勉強する時代、大学入試で頑張っていたそうですが、目を悪くした

ため、ミッドベール鉄鋼へ、1 人の作業者として入社した」とされます。さらに、「彼は、

聡明であり、仕事を熱心に行ったため、たちまち、職長となり、現場管理を任されました。

ところが、当時の現場作業の管理は「飴と鞭方式」であり、さきほどのイソップの旅人の話

のように、良き指導者を得て科

学的に部下に仕事を指示したり、

日程管理などを行う方式で無い

現場管理方式でした。例えば、鉄

鉱石を運ぶ作業において、機材

や材料の到着が遅れる。さらに

は、使っているシャベルが合っ

ていない、不具合があるなどの

問題で仕事が遅れると、作業者

達を叱り、叱咤激励して作業を

行わせる（鞭の利用）。逆に、こ

の種の条件が良く、仕事が予定

通り、または、予定以上に進む場合、理由なく作業者を誉める（飴の利用）、といういう形

F.W.テーラーの活動
1856年～1915

彼はフィラデルフィア大学入学を希望したが、
目を悪くし、あきらめざるを得なかった。

↓
ミットベール鉄鋼に入社、優秀だった彼は現場
管理者に就任した。

当時の管理は「飴と鞭管理」理由は
ともかく、成績が良ければ誉める。
悪ければ叱る！ 性悪説に基づく
現場管理だった。

先輩の指導でやったが
うまく行かない！
人を無視した管理は

やがて破綻をきたす。
人は牛馬ではない！

仕事への科学の利用
ルネッサンス時代、レオナルド・ダビンチの研究があった。
【仕事の科学】：神から与えれた力はムダにしない！
① シャベルで土を集める １拍
② シャベルで土をすくう １拍 ゆとり
③ シャベルで土を運ぶ １拍 １拍
④ 手をもどす １拍 合計 ５拍

仕事を分析

計画指示

① シャベルへの搭載は１０ポンドが良い。
② ベテランは使いやすいシャベルを持ち

大切にしている。→８種類に分ける。
③ 砂、鉄鋼、灰、・・と対象に応じて

工具室に用意したシャベルを対象毎
に区分して渡す。

④ 仕事を分析して、手順を教育し、達成
した人を現場に配置する。

⑤ 時間達成に問題が
ある人を区分する。
教育又は適正を見て
再配置する。など

同じ人数で、生産性が３倍になる。

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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態でした。ここには、何も科学性はなく、納得性や信頼性は無い状態でした。当然、この種

の管理を強いられたテーラー氏は「人間無視のこの現場管理法」に強い疑問を持ち、「誰が

見ても公平で納得のゆく仕事の設定と計画、達成管理の改善はないものだろうか？」と考え、

悩みました。そのような中で、たまたま、人間復興（ルネッサンス）の時代に、かの有名な

レオナルドダヴィンチの文献に出合ったそうです。ダビンチ自身、この分析を使った形跡は

無かったそうですが、シャベル作業の分析に、メトロノームが刻む 1 拍という音楽で使う

時間を使った文献を見つけたそうです。ダビンチは、「人が神から与えられた体と時間を使

ってムダがあってはいけない」という宗教的な思想で記載したとのことですが、シャベル作

業を要素に分けて無駄なく行う方法、さらに、「仕事には正味のシャベルで対象物を運ぶ正

味作業以外に、失敗や各種の問題の介在だけでなく、ゆとりも必要である」としている内容

に、テーラー氏は感銘を受けました。早速、テーラー氏は、時計を使ってミッドベール鉄鋼

で、作業分析を行いました。・・」と、この詳細は『科学的管理法』の中に詳細な解説がな

されていますが、その要点は、前ページの図の右上に記載した内容でした。驚くことに、時

計観測で得た最良の方法と、その時に定めた標準時間を使った結果、ミッドベール鉄鋼では、

同じ人数で同じ仕事をすると 3 倍の生産性を達成・維持しました。これが、後に、IE で名

が知られる『標準時間の設定と運用』の誕生の経過です。なお、このアプローチは、時間分

析を基にして仕事の良否を判定して改善する方式です。これに対し、先のシリーズで紹介し

たギルブレス氏の「動作改善の結果、時間短縮を得る」とう方式とは、仕事を全く逆の面か

ら見て改善するという点が、特徴でした（詳細は以下に詳説）。

第１回 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
第２回 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

第３回 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
第４回 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

第５回 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
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５．見えない自分の仕事、その力量向上法

かつて、筆者達が IE を教わる時、最初に、必ずと言って良いほど「テーラー氏やギルブ

レス氏といった IE の先駆者たちの発想を学びました。共通点は、一旦、今までの常識を無

視して現状を見直し、新たな時

代に適した方式を構築するが、

現状を精細に分析する。また、考

えた理想システムを将来目標に

定め、段階的に理想システムと

いう新たな構成に持ち込む」と

いう手順でした。この内容は、期

せずして、左側の図に示したよ

うに、JMA が 21 世紀に入る前、

「企業規模の大小にかかわらず

世界をリードする企業を調査し

た結果」と同じ結論でした。また、

時代が変わっても、企業だけでなく、今まで行ってきた仕事の見直しの基盤になる重要な視

点のひとつです。改善の対象や規模などは様々ですが、思い付きで理想案をつくる例は除き、

このような条件下で、人が改善に当たり持つべき考え方は、理想－現状＝改善ギャップであ

り、ここに、科学的手段を併用して行くことが重要です。

さらに、IE を用いた改善を進める際、先駆者達は、改善思想を筆者達に教える時、もう

ひとつ、「子ウシの小道」という例え話を使い、改善に当たり心すべき内容を教えてくれま

した。下図がそのイメージですが、以下、簡単に解説を加えることにします。「この土地は、

まだ、都市化前のある地域でした。この

時代、野原に子供がいて、牛を追いかけ

て遊んでいました。すると、草むらが倒

れ、通のようなものがきました。その後、

ここを通る方は、この草むらが倒れた道

を選びました。その時、「なぜ、この道は

こんな曲がり方をしているのだろう

か？」と思ったのですが、真っ直ぐにせ

ずに使いました。さらに、この道を利用

して、車が通りました。この頃、曲がっ

た道路の近辺に家が建ち始めました。この時、この地に移り済んできた住民は、誰もが、必

ず、最初は「なぜ、この道はこのような曲がり方になっているのだろうか！」と言いました

が、長く住むうちに、「この街の、この道は曲がっていることに風情がある！・・・」と自

慢話しするようになって行きました。やがて、道に面した家屋は高いビルになって行きまし

JMAで調査した結果判った、
製造業における『超一流化』の要件

現状を精細に

分析する

２なるほど、当たり前
だが、プロはヤル！

高い達成目標を示し
日々実現にあくなき
努力をする

１
目標

達成可能なストーリーを
示し、確実に達成する

努力をする。

３

Ｐ
計画

Ｄ
行動

Ｃ
確認

計画なければ

管理なし！

実行計画書

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

子ウシの小道

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

なぜ、近代都市に道をまっすぐに

する大工事が必要になったのか？
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た。この時点でも、街に移りすんできた方達は、「なぜ、この道は曲がっているのか！」と

苦情を言ったわけでしたが、しばらくすると「この道は曲がっていることに価値がある！・・」

と言うようになりました。しかし、この都市に、高速道路の建設計画が持ち上がりました。

直線道路の建設ですが、この対策には、立退きの交渉～道路の直線化に大金と多大な時間が

掛かってしいました。なお、この時、この街では反省を兼ね、この問題を調査しました。す

ると、この地に住み、かつて、子ウシを追いかけ遊んでいた老人たちから、曲がった道がで

きた由来を聞き、「早く直線化すべきだった」と反省したそうです。この話は例え話です。

言うまでもなく、この話が示唆する内容は、「理想－現状＝改善ギャップという極めて当た

り前の考え方に手をつけず放置してきたことが、時間と共に、変更が困難になっていった」

という例です。かつての IE 研修では、この話をした講師は、この『子ウシの小道』を紹介

した後、「企業でどのような歴史があり、地位や名誉、さらには、発言力が高い方がおられ

ても、科学的に正しいことを曲げて主張されても、皆様はその種の主張に負けないように！」

とお話しされました。これに似た工場談は、筆者は、今まで、多々、企業訪問時に、お聞き

してきましたが、改善に当たる方には、大切な注意点のひとつです。

現在、「過去にとらわれず新たな視点で仕事をする」という注意は、新型コロナ禍対策時

代に対し、各社では重要なキーワードです。「では、この対策を進めた成功者は？」という

ことで、筆者は、先行・実践事例を探しました。すると、本年発行のビジネスサミット誌・

10 月号に、図の右側に示した

㈱由紀精密と㈱リバネスの例

が掲載されていました。では、

活動の要点を解説することに

します。

㈱由紀精密は精密加工技術

で業界に知られる企業、高い

精密加工技術が特徴であり、

航空機の部品製作で伸びてき

ました。しかし、COVID-19 禍

問題で、観光業界の低迷が航

空機の生産はぴったり停止、

もうひとつの半導体関係も低迷しました。このため、社内の勤務形態を変更して、従業員の

COVID-19 被災防止の徹底や営業活動のテレワーク化と共に、当面の固定費の低減などを

進めました。その結果、お客様の外部接触環境もテレワーク化してきた変化への理解を得て、

徹底利用と共に、この面で多大な効率化を得ると共に、新製品の創出～販売強化を成功させ

ました。なお、この企業は、かつて、公衆電話関連部品を製作してきました。だが、スマホ

などの登場で、この仕事は全く無くなったという経験を持っていました。このため、今回の

COVID-19 の被災も似た形態ととらえ、図の右上に示した基本事項の見直しと共に、今日

新型コロナ禍時代、伸びる企業活動

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

売上高 →高い

高
い←
金
額

損益分岐点（BEP）
ここ以下だと赤字に転落する。

①固定費低減

②変動費低減

③高付加価値
製品などによる
売上高増強

2020年10月号・ビジネスサミット誌
「コロナ禍の中、強い企業特集」

① ㈱由紀精密
航空機業界で活動-受注減

・ 高級アナログレコードプレイヤー
など、コロナ環境で伸びる分野に
要素技術を展開

・ 通勤形態を変更、自家用車利用
など、既存制度を徹底改善

・ テレワークで移動無し打ち合
わせを充実、営業活動も強化

活
用

② ㈱リバネス
教育分野から多角的な研究分野
学校を中心に実験教室など展開

・ COVID-19で訪問学習は消えたため
テレワーク学習に切り替え、対策

・中小企業が抱える製造上の課題対応
・テレワーク営業で顧客の密着度向上

活
用

その他：筆者が調査～対策を例示
コロナショック→製造業の早期脱出手順

COVID-19対策
アイデアづくり
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の新展開を築いてゆかれたという内容でした。

もう一例、㈱リバネスは、研究プロジェクト型の企業です。ここでは、最先端技術を駆使

して顧客対応を図ってこられました。ちなみに、製品に、学校関係に実験関連の教育支援を

行うなどがありますが、COVID-19 で、学校閉鎖～出張サービスが出来ない環境になりま

した。そこで、教育の方法をテレワーク化し、より高付加価値対応を進めた結果、先の機能

をベースに、学校関係者に歓迎される対応を図り、受注増を進めました。その他、この企業

では、地域が異なる町工場をつなげ、相互につながりを持ち、各社が持つ長所を生かした製

品づくりを支援する対策についても、製品開発事業部が中心となり進め、徐々に進みつつあ

るとのことでした。以上、このような対策が進んだ結果、この企業は、COVID-19 禍時代に

あっても、右肩上がりで業績を伸ばしました。

本年 4 月頃から、日本の企業の多くは、コロナショックで大変な被害を受けました。この

ため、前ページの図の左下に QR コードと共に、㈱由紀精密と㈱リバネスが採った策を含

め、多くの対策創出法を例示させていただきました。幸いにも、多くのアクセスが今も続い

ていますが、その後、各社の実践～成功に至る事例を調査すると、その実現に至るまでのご

努力に敬服する状況です。なお、極めて恐縮ですが、まるで、ここに紹介した対策法を証明

するかのように、多くの対策例（成功例）が紹介されてきた内容を見ると、この種の解析を

世に示す意義を感じる次第です。筆者は、この種の対策に「COVID-19 禍に悩む企業は『駆

け込み寺』に“Wanted”形態で問題を投げかけては？逆に、有効策をお持ちの企業や関係

者は『知恵袋』形態で Web やテレワークで支援されては？」という案も掲載しましたが、

この種の取り組みも各所で進みつつある状況です。以上、ここまで、企業という活動集団に

対する対策を紹介しましたが、以下、個人の力量向上に直接関与する、「自己育成して行く

際に、自分で自分が見えない」という問題に対し、かつてテーラー氏が行った時間分析の利

用法を例示して行くことにします。

筆者も時々体験しますが、ビデオで自分が仕事する状況や剣道、さらには、映像作成の際

に録画した映像を、度々見て、改善に利用ました。この解析で、多くのムダやクセなどがあ

り、反省するばかりの人生でした。では、恥を忍んで、以下、個人への科学的分析利用法を

紹介して行くことにします。各個人が「自分が行っていることに問題は無いはずである！」

という現象が起きる原因の主なものは、①自分のイメージでは完璧に行っているという意

識。②よほど親しくない限り、友人達であっても問題の指摘に遠慮される。増してや、③研

修などで講師として解説を進める場合、その内容をお聞きになる研修生や事務局の皆様が

問題を感じても、遠慮され、指摘される例は希である！」という現象が起きるためです。こ

れは、多くの方が無意識に行う「自分では自分の行為の良否が全く判別できず、改善が放置

されるという現象」です。さらに、この種の注意をいただいた方に、万にひとつでも反発す

ると、「嫌われるから、判っていても注意しない！」という状況になります。すると、人に

よって、直さねばならない問題を放置した結果、その方のクセや性格という解釈から、『裸

の王様状態』で進む例まであります。
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筆者は 37 歳から剣道を始めました。「中学校の時、数か月道場に通ったが、1 から習お

う！」と思い、目黒区の丸山先生の道場でご指導を受けるようになったとたん、「君の剣道

はひどい、・・」というご指導を受けました。恥ずかしながら、この時、筆者は「それほど

ではないはずだ！」と思いました。だが、「あるかも？」と思い反省を兼ね、先生に許可を

得て、道場の端に置き、ビデオ撮

影しました。稽古が終わり、自宅

でこの映像を見ると、何と、先生

はかなりオブラートを重ねた状

態で改善点をご指摘なさってい

たことが判りました。はっきり言

って先生が指摘された状況をは

るかに超えるひどい剣道に、自分

ながら驚きました。この時、息子

は小学生、剣道はやっていないの

ですが、面白がって筆者の剣道の

状況を見ていましたが、「この人、

綺麗で強いね！だが、この人ひどいね、これが剣道なの？」と言いましたが、当時、そのひ

どい剣道をしていたのが筆者でした。生まれてから、剣道を全く知らず、見たことも無い息

子でも先生の立派さに比べ、筆者のひどさが判ってしまう程ひどい状況だったため、大反省

でした。そこで、当時の実力で、問題点を書き上げると 36 項目ありました。以降、目標を

立て、ひとつずつ直して行く努力を進めました。筆者は、目標管理と共に、定点撮影方式で

進展具合を見る対策を進めたわけでしたが、興味深いことに、欠点除去が段位の上昇そのも

のになって行きました。結局、この方式は、7 段をいただくまで続けました。このような体

験から、筆者は、客観評価の大切さを自覚し、この方式を仕事の改善にも生かしましたこと

は、「良かった」と思っています。これ以外にも、昇段のために決めごとをつくりました。

「段があがっても、道場では稽古する時、まだ段が低いからからの注意も歓迎する方式」と

いう方式の実践です。剣道場では「おかめ八段」とか「弟子は師の師なり！」といいますが、

段は低くても高段者の欠点は判ります。子供たちにつきそいで来られる父兄の皆様も、子供

さんや私たちが行う剣道と話を聞くうちに、目はたちまち上段者になるためです。剣道の場

合、一般に、段の下の者は上の方に忠告しません。しかし、例えば、高齢者の先生方は、注

意を怠ると蹲踞の時、背中が丸くなります。自分で、この状況は見えないので、この種のご

注意をいただいた時、「ありがとう」と言い、直す対策を進めると、正しい姿勢に戻せます。

この感謝の気持ちが次の改善点を得る題材になります。当然、この種の方々の指摘が総て当

たっているわけではありません。そこで、取捨選択が必要になる点は、説明の必要は無いと

思います。なお、一度でも、言い訳的に指摘内容を拒否する姿を見せると、すぐ、このご注

意は止まります。これは、他人を利用して見えない自分を改善して行くノウハウです。

IE手法で行う現場改善イメージ

運搬のムダ、管理のムダ、不良・手直しのムダ
設備故障のムダ、段取りのムダ、事前検討不足
によるムダ、手待ちのムダ、連絡内容チェックの
ムダ、正味時間のムダ、不要なチェックのムダ
・・・・・・・・・・ ○○のムダ

ムダとは何か？
一流の仕事（理想）

－ 現実

改善ギャップ
ムダ取りへ
改善追求の
題材へ

ムダ

ムダ撮り

ムダ取り
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ここまで長々と筆者の剣道談を述べましたが、筆者は、企業における現場改善の際、毎回、

このお話をして、左上に示した図をと共に、製造現場でムダ排除の支援をしてきました。①

ムダは自分で気づかない。②ビデオ撮りの対象は人の歴史や人柄～性格や考え方ではなく、

仕事を撮る。③仮に、そこに、IE 手法で示されてきたムダがあれば、理想－現状＝改善ギ

ャップとして捉えて改善するという、ビデオ改善法です。さらに、ビデオはカウンターを利

用した時間分析やスローモーショ

ン解析の利用があり、有効です。こ

こに、先に解説したテーラー氏が進

めた時間分析とビデオ分析を組み

合わせた方式を加味すると、オリン

ピックの選手強化で盛んに使われ

てきた方式に似た形態となります。

左側の図の下側は良いコーチによ

る解析です。テーラー氏が行ったよ

うに、100m 走行を要素に分け、①

要素毎に記録を撮りる。②世界一流

のランナーと国際比較する。③要素毎に練習法が異なるので、最良の方式で改善を進めると

いう手順の活用です。ちなみに、この 100m 走行の場合、第一ゾーンのシャンプ力強化は、

瞬発筋を強化するために最も良い方法を投入する。第二ゾーンは選手の体をハイスピード

に持ち込むためのけん引力強化を図る。第三ゾーンはハイスピードを得た選手がそのスピ

ードを維持する訓練の投入、第四ゾーンは、年齢対策は別として、到着点に至る苦しさを打

破するため、精神力やエネルギー循環力強化のための食事面の対策などが投入します。これ

に対し、上部に示した、単に、100m 走行全体の記録だけをとり、「頑張れ、頑張れ！」と

繰り返す科学的手段を駆使しないコーチの指導はムダな練習の繰りかえしに終わります。

以上、このシリーズでは科学的改善をテーラー氏の視点で行う方式を紹介しました。では、

改善前後をまとめる方式を例示することにします。次ページの左側の図は、ある企業におけ

るプレス作業の改善前/後です。これは、レイアウト改善でムダな運搬を無くし、自動つり

込みで材料の投入～払い出しを行える前段となる改善の状況を示したものですが、①改善

前後を写真や簡単な図で示す。②改善前後の内容はビデオで関係者が話し、簡単で解りやす

かった内容だけを記述する。③改善効果を棒グラフで示す、という簡単な表現ですが、ムダ

な時間を掛けて資料づくりを行う必要がなく、関係者に改善前後の状況を伝える工夫をし

た一例です。この種の資料作成にも、無駄なく効果的な手順のご利用を、と願う次第です。

なお、この種の内容は情報の一例なので、上に示した図の右側に示したように（これは、

ISO/TC175 が提唱してきた内容ですが）、例えば、標準化とは、製造現場で活用する仕事を

早く正しく進める時に使う情報のひとつであることを考えると、形式的な書類化の必要は

ありません。

【第四ｿﾞｰﾝ】
精神力強化

科学的ｽﾎﾟｰﾂ訓練法（１００Mランナーの育成を例として）

１００M

それではだめだ！

やり直し！オリンピック
など、程遠いいいぞ！

１００M
毎回測定方式

頑張らねば、気力、気力
だが、なぜ一流選手との

差が縮まらない
のだろうか？

厳しい
コーチ？

科学的

解析を
進める
コーチ

世界ﾚﾍﾞﾙをﾍﾞｰｽに
改善点は？要素

(各ゾーン）にわけて
対策・指導を！

【第一ｿﾞｰﾝ】
ジャンプ力

強化！

【第二ｿﾞｰﾝ】
牽引力の

増強！

【第三ｿﾞｰﾝ】
継続力の

強化
例：ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

走法に
よる
強化
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また、改善の前/後を示した書類作成も、職場の関係者に教え、徹底すべき対象であれば、

改善前後をビデオ撮影する。要点をビデオから写真にして標準化関連を（目で見る標準化）

改訂して行くという処置を図る方式もあります。これは、この種の図や文章を情報と見て使

う方式です。この種の手法を改善活動に使えば、書類作成に対し、映像を活用した解説は、

書類作成の 1/10 程度の工数で済みます。このように、目的や対象に応じて、簡単な改善な

どには、ビデオと写真などの記録で十分という方式があり、適用すべきです。

【ご参考】

IE 改善の無料著書は URL: https://qcd.jp/に紹介中の「IE 手法の実践」に掲載中です。
また、E-Boo k 関係は、https://qcd.jp/E-Book.html をご利用下さい。ここには、ここまで
記載した IE などの手法の詳しい内容と使い方、事例などを掲載中ですので、ご利用下さい。

                                           以上


