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「工場改善の体系的思考」に学ぶ  P.314～

                    QCD革新研究所 所長 中村茂弘

改善案を実際に実施するのは現場で働く皆様ですが、「人に優しい仕事の仕方（仕事の環

境条件）」という視点で、新郷先生が提示された「６つの原則」を紹介することにします。

第４章 改善案を実際につくる：着想「６つの原則」

この章では、新郷先生が示された『改善の定石』のひとつである、「６つの原則」の１番

目の項目、『人の適正（人が持つ特

性の意味）』を中心にまとめて行

くことにします。なお、既に皆様

が常識としてご存知の内容はで

きるだけ省き、製造現場の仕事を

進める上で改善と共に、現在でも

チェックすべき重要な事項に限

って、筆者の実践体験などを織り

交ぜて解説することにします。

１，人の適正（人が持つ特性）を考えた仕事を進める環境面の対策

これは、先生が Q碍子をご指導された時、「Q碍子で工場長さんが「検査で大変困ってい

るので相談したい」という時の改善です。先生は早速、現場見学と共に詳細をお聞きしまし

たが、問題は、多数の碍子を並べ、高電圧をかけて行う検査でした。この時、不良品がある

と、一瞬、火花が出るそうです。工場長のお話では、「しかし、見逃しが起きることがあり

困っている」ということでした。そこで、先生は、この問題に対し、次ページの図の右下に

示した、労働科学研究所による「人が持つ数える時の判断能力テスト」の結果を適用されま

した。それは、人が数を定めた中で異常を発見するテストでした。この検査では、シャッタ

ーのようなものを押すと、ランプがつく方式でしたが、労働科学研究所によると、対象数を

１個、2個、・・と多くして行くと、「人間が確実な判断が可能な対象は６個が限界、それ以

上になると、誤りが出る。５個以下なら全く問題ない！」という結論でした。そこで、先生、

Q 碍子でも、製品を 5 個単位にして高電圧試験を行う方式を願った結果、この問題は見事

に解決したわけでした。なお、先生は、「この種の環境整備をしないで、見逃し対策を図っ

ても、人に無理な要求を強いる結果になる！」という注意をされたそうです。

異分野であり、筆者はゴルフを趣味としていないので、詳しくは判りませんが、同じ問題
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６つの原則の検討

１，人の適正
２，分業化
３，手の作用の機械化
４，手の力の動力化
５，仕事のバランス
６，標準化
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の対策について、ある有名なプロゴルファーからお聞きしたお話しを紹介することにしま

す。このプロのお話しでは、「素人はハーフで十分です。クラブを使いこなすには、3 本に

しぼりプロ並みの訓練をすべきです。これでうまくなってコースに出る時、3本でカバー出

来ない中間的な処理が起き

るためです。この時だけ、3
本以外のクラブを使う。要

は、その応用種の応用が必

要なことがあるのでハーフ

セットとなるのです。これ

に対し、「プロは 6本」とで

す。プロは、人が完全に管理

可能な 6 本に集中して練習

して使いこなす対策を図り

ます。この状況で、もし仮に、

実践で応用が必要な時、そ

の中間的なクラブを使うた

め、フルセットを持ち歩くわけです！」という解説でした。この対策は長年の研究から生ま

れたそうですが、対象は違っても『人の持つ特性は同じ』という内容を示した例です。

２．動作分析と、楽な仕事の追及

1900年をまたぐ頃、IEの祖・ギルブレス氏が活動しました。ギルブレス氏は中学を出る、

すぐとレンガ職人として企業に就職、多くを稼ぐため、多くの作業研究を進めた結果、サー

ブリッグや工程分析を始めとした動作分析の開発を果たしました。さらに、これを基盤に IE
手法の研究を進め、やがて、米国 IE協会を設立、人間尊重の立場から、多くの作業研究な

どで成果を挙げて行きました。その後、この偉業は、奥様が継がれ、AIIEの会長として世

界的に活躍されました（これは、IE 史の有名な一コマです）。ギルブレス氏の偉業の中に、

「同じ仕事であれば、人に優しく、つかれないで行う仕事の研究」があります。今回の紹介

は、この精神を受け継ぐ形で、新郷先生が行ってきた取り組みです。

人の動作は、次ページの図の左上に示したように、指から肩、さらに、体全体を動かす～

歩行といった内容に分解されます。同時に、この順で時間が増加します。その詳細は、現在、

IEの PTS法に体系化され、動作に対する国際的な時間表（例、MTM法やWF法）として、

確立され、既に多くの企業で使われてきました（ここでは、この詳細は、筆者の著書『IE手

法の実践』が qcd.jpに無料著書をご覧願うことにさせていただきます）。なお、その要点は、

図の上側に示したように、例えば、組み立てや机上作業であれば、手が届く範囲に道具や作

業域を置く改善になります。また、図の左側の写真に示した作業の場合、図の左下のような

改善になります。この例では、作業机を改造して体が部材や作業に近づき易くなっています

人的に考慮すべき一瞬に検査すべき対象数
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が、このように机を改造すると、作業は楽に早く、疲れにくくなります。この例のように、

人に優しい仕事に改善する場合、例えば、図の写真に示した作業では、机は人が立つ面を一

直線にしておくと、道

具などを取る際、体を

前後しなければなり

ません。だが、図の左

下のように改善すれ

ば、その種のムダな動

作と疲れは軽減され

ます。

では、新郷先生が提

唱する更なる作業の

軽減化策を紹介する

ことにします。その指

摘は、①手は内側から

外側に動かす動作の

方が外側から内側に動かす動作より楽にできる。②手は手前に引く動作の方が、手前から後

方に押し出す動作より楽である、という項目でした。

３．腰掛作業と立ち作業の差（使用されるエネルギー消費から見た疲れ）

今も、多くの製造現場で拝見し、作業をされる現場の皆様の本音をお聞きすると、筆者は、

不満が多いにも関わらず、『立ち作業の徹底』を強制される例に出会います。立ち作業に固

執する企業が多い理由は、かつてトヨタを見学された、ある有名とされたコンサルの方が、

「トヨタでは歩くのも仕事である！」という言に関係しているそうです。新郷先生も書中で

述べられておられますが、トヨタのように、自動車組み立て作業は、作業上、座って仕事を

行う対象がほとんど無い。このため、歩くムダを徹底的に改善した後、「最良の仕事の手順

を定め、順守を進めて来た中で、当然、どうしても歩かなければいけない部分が、この仕事

には残ります。そこで、歩く仕事がこの作業には必要だ！」と言った内容を「この種のコン

サルが間違って受け取った！」解説であるとされてきました。しかし、どういう訳か？今も、

「座り作業の方が効率は高く、疲れも少ないのに、作業は立っておこなうべき！」という方

式を作業する皆様に強制する企業があります。では、この問題を科学的に解説することにし

ます。次ページの図をご覧下さい。これは、組み立て時に部品を取りあげて箱（筐体）のよ

うな対象物に運ぶ作業を、新郷先生が労働科学研究所などと共に解析した例です。全く同じ

内容を目的とした例であり、左側が立ち作業です。ご覧の通り、基礎代謝という人間が生命

維持に必要な消費エネルギー（一番下の棒グラフ）を基に、物を運ぶために人が費やす消費

エネルギーを加算した分析であり、問題は、立ち作業をした場合のエネルギー消費が、図の

作業領域
部品置き場

製造現場で気付かれずに
毎回のように行われる仕事の例

大きな移動距離 無理な姿勢
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左側の椅子作業と比較したカロリー消費と大きく異なる点です。要は、「作業者をムダに疲

れさせる状態である」ことを示した図です。先ほどのように立ち作業を企業内で強制されて

きた方に、このような事実

を紹介すると、「立ち作業を

強いるということは、ムダ

な疲れを作業者に強制する

行為となる！」となります。

さらに、現在、ここに医学的

な解析が付加すべきです。

問題は、「じっと立って行う

仕事はエコノミー症候群を

招くので注意！」という注

意です。かつて、観光バスの

バスガイドの皆様は「立っ

て、サービスすべき」という

ことで 1 日中バスに立つ方

式を強制していた時代がありました。筆者の近所にも、その種の仕事をしていた女性がおら

れましたが、「時々盗んで座らないと足が太くなる！」と言っておられ、2 年程で退職され

ました。退職理由は、「一見楽に見えるが、血流が問題で妊婦さんに起きがちな、静脈瘤と

いう病気を恐れて！」ということでした。現在、この仕事は、必要な時だけ立って話す方式

や、長時間の対話の代わりにビデオ撮影などを行う。また、バスの中でカラオケ大会などを

開催し、この間、バスガイドの皆様は、完全に専用の椅子に座る方式に変わりました。

しかし、時に、このような科学的解析結果を示しても、時々ですが、「椅子作業のエネルギ

ー消費のムダは判った。だが、長時間の作業は疲れる。たまに歩くムダを入れた方が作業者

にやさしい仕事になるのでは？」という、意見をよこす方がおられます。この方の主張は「ム

リに立ち作業を入れ、同じ姿勢から解放すべき！」という、一見、作業者の立場に立ったか？

に見える意見です。しかし、これは、仕事の前提に「標準作業＝正味＋余裕率（ゆとり）」

という構成を無視した意見です。ちなみに、この種、組み立て作業で座って行う仕事には、

余裕率＝作業余裕＋職場余裕＋疲労余裕＋個人余裕が必要です。一般に、この種の椅子に座

って行う作業は、1時間に 5分程度の疲労余裕を設けますが（職場によって異なりますが）、

休憩時間に伸びをする。離席して多少とも足の血流を助ける歩行などといった、身体疲労の

回復動作などをすれば、あえてムダな歩行は不要です。この種の意見の中には信じられない

例もあります。例えば、「わが工場では、万歩計を付けさせ、健康増進の一助にしている！」

という自慢話しです。驚く例では、工場内で記録を競う例までありました。IE では歩行は

ムダのひとつです。もし、万歩計を何らかの形で使ってムダを測定し、改善の題材にするの

であれば、この話も理解できます。しかし、単に数値の大小を話す程度ならムダそのもので

立ち作業と椅子作業で人が使うエネルギーの差

生命維持に
必要な基礎
代謝50㌍/HR

立ち作業に
必要な基礎
代謝60㌍/HR

箱入れに
必要な基礎
代謝40㌍/Hr

立ち作業

130

椅子作業
（座って作業）

椅子作業に
必要な基礎
代謝20㌍/Hr
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す。「歩行が多い＝作業レイ

アウトにムダが多い」という

ことであれば、右図の解析を

行い、改善すべきです。また、

健康のための歩行であれば、

定時で退勤して、別途、公園

などの散歩や他のスポーツ

をすべきです。この企業で

は、このように話すと、「なる

ほど」となり、多くの改善の

スタートとなりました。

４．疲労と休憩

標準作業＝正味＋ゆとり、という構成ですが、さらに、正味作業には、レイティングと

いう作業ペースの評価と対策があります。国際的なペースで作業をしていれば通常の余裕

率で疲労は回復するわけですが、

急激なペースで仕事を続けると、

別途、長時間休憩して行く必要が

生じます。これについても IE で

は、既に多くの研究がなされてき

ましたが、新郷先生が書にまとめ

紹介されている内容の中から主な

例を紹介することにします。

左図の上は 1 日の作業ペース

の変化です。軽作業で定時帰宅の

場合、10時頃と 2時半頃に作業ペ

ースがあがります。鉄鋼や運送な

ど重作業が伴う作業の場合、昼休み前に大きくペースが落ち、昼休憩で上がるという傾向が

あります。重作業は疲れが早く、作業負担も大きいため作業ペースの上下差が大きくなため

です。人はロボットでてはありません。従って、この種、疲れを考えた休憩の取り方が作業

生産性に大きく作用することを知って、作業の軽減化や休憩の取り方に改善を加えて行く

べきです。

次の図の中央の疲労の構成は、「人には肉体面の疲労だけでなく、精神的な疲労もあり、

その対策が必要である！」という解析です。例えば、神経を集中させて検査する作業におい

ては、集中力を持続すると疲れるので、それに応じた休憩が必要です。さらに、検査する時、

対象に光度が足りず見えにくいといった障害があると、神経を集中して早く疲れるので光

作業レイティングと疲労
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精神的疲労・・・・計画、判定、監視など（騒音や暗い証明など）

肉体的疲労
静的作業疲労・・神経疲労、荷重を抱えている時など

動的作業疲労・・筋肉疲労（荷運びなど）

作業
強度＝

労働代謝量ー基礎代謝量

基礎代謝量

計測例： 鋳造作業の注湯 ８．３
パンチプレス作業 １．１
組立て（椅子作業） ０．４
食事の間 ０．４

ダグラスマスクによる調査

作業レイアウトの代表的なムダ排除

理想ー現状＝改善の考えでレイアウト上の問題を見つけ改善する

A B

理想Ｘm
（最短距離）

実際Ｙm

例１：Ｙ／Ｘ → １を追求する

d
A
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Ca

R

人の動き

c a ＋ｄ+ R + c
物の動き

R

例２：Ｒ以外は全てムダなのでゼロ化を考える。

設備

a

b

例３：上下動 ａ と ｂはムダと考え対策する
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レイアウト改善後の自動化対策

例１：シャトル式自動搬送

例２：コンベア搬送 例３：ターンテーブル
利用搬送
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度面の改善が必要になります。肉体面では重労働の繰り返しが疲れます。このため、補助具

や設備で重量軽減を図るといった対策が必要です。この種の疲労に関する計測値は、口にマ

スクをはめ、空気を吸って作業しながら、吐く息をダラスバッグという袋に集め酸素消費量

を測定する研究が労働科学研究所などで進められてきました。疲れの算定は作業強度とい

う算式で計算されます。この計測では、基礎代謝という安静時のエネルギー消費に対する比

較で強度の設定を進めますが、前ページの図の右下のように、例えば、重筋作業として有名

な鋳物の鋳込み作業（：注湯作業）は 3.3以上、逆に、食事をしている時や、簡単な組立て

作業を男性が椅子に座って行う場合、0.4 という値が、専門機関から提示されてきました。

また、多くの企業では、この係数を、先ほど紹介した疲労余裕設定に活用してきました。さ

らに、過酷な労働から人を開放する研究、自動化対策の対象とする利用法もありました。

５．疲労と個人差

世界に同じ人がいないように、疲れ方も人により異なります。新郷先生は、この状況を

解析した例として、書中に図の上部に示した算式で示されました。算式は、基礎代謝量自体、

高い身長で体重が増すほど多くなるという常識的な内容であり、誰もが納得する内容です。

加えて、新郷先生は「疲れを防ぐ技を、個人的、また、科学的に研究すべき」と解説されて

おられます。先生は、「この対策を、当時、マラソンで有名な福田様から習われた」と紹介

しています。その対策は、走行と呼吸法ですが、「マラソンでは走行中に、息を 2回吸って

2回吐き出す。右足をエイィ、エイィと強く踏む。左足は単について回るだけにする。次に、

今度は右足をエイィ、エイィ

と強く踏む。右足は単につい

て回るだけにする」という

“福田式運動法”でした。先

生は、友人と共に、友人には

普通の走行、先生は福田式運

動法で同時に試しました。す

ると「5分も経たないうちに

友人が“ハァー、ハァー”と

なったが、私は大丈夫だっ

た」と記載されておられま

す。さらに、先生は、工場巡

視などにこの呼吸法を使っ

たそうですが、同行した若手から、「先生は歳に似合わず若いですね。疲れないのに感服し

ました！」と言われたことが度々あったそうです。このように、その道の専門家達は科学的

に疲れない体の使い方を研究しています。僭越ながら、筆者も若い頃、長距離にチャレンジ

していたことがありましたが、陸上競技には多くの走法があり、自分に適した走法を使い、

疲労と個人

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

基礎代謝率には個人差がある！

基礎代謝＝αHW2

α：係数、 H:身長、W：体重

この一般式を見ると、体重が増し、背が高い

方ほど、基礎代謝というエネルギー消費が、

多いことが判ります。このため、食事もそれに

応じた内容になる状況です。

人により、同じ仕事を

しても疲れるのはなぜ？

５分 10分 15分 20分 時間

疲労の回復曲線

35％
50％ 13％

2％

疲
労
度

【参考】

スポーツは身体を

フルに使うが、体を

鍛えると同時に、

呼吸法などと共に

疲労回復を効果的

に行う対策を駆使

してきた
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記録を伸ばしていった経験をしてきました。なお、山登りはまた違った歩行が必要です。若

い頃、ワンダーフォーゲル部にいたことがありましたが、ここでも呼吸法を学び、使ってい

ましたが、ベテランと変わらない登山が出来たという経験をしました。剣道にも呼吸法があ

り、現在、使って、役立っています。以上、このようなことから、当然、仕事による体と呼

吸法は個々の仕事で各人に合った方式を探して活用すべきです。

５．仕事と精神作用

誰でも知る通り、人には適正と共に、仕事に就いて働く中で、精神作用が生産性や改善に

大きな作用を与えます。その例として、新郷先生は、同じ時代に活躍した F.W.テーラー氏

の著書『科学的管理法』に記載されたズク運びの例を挙げておられました。刺激給や上司が

部下の仕事を評価～激励するコーチング対策です。なお、テーラー氏が実施した取り組みは、

既に、筆者の HPに掲載済みなので、詳しくは URLをご覧願い、その要点だけを掲載させ

ていただくことにします。（例）第 7回「標準時間と工員のモチベーション向上」：
https://qcd.jp/pdf/Kaizen-Base/TR-IE-07-Y20-4-19.pdf

テーラー氏は「人間は感情を持ち、情緒的な局面を持つ。このため、いかに優秀な働き

方（標準化）を提供しても、働く意欲が無ければ仕事の成果は挙がらない！」と解説してい

ましたが、その実証例として、

ズク運びなどの例がありま

す。この実験では、42Kgも

のズク（鋳物の材料）を運ぶ

作業に、シュミットという方

を選び、「私が作った作業方

式を守って仕事するという

プロジェクトに協力願えま

せんか？」と話し、協力を得

ました。また、「①荷は普通

の速度で運ぶ、②荷を運ぶ仕

事は 42％、荷を持たないで

帰る。また、③休憩が 58％
という構成だが、私が「運んで欲しい」と言ったら運ぶ、「休憩！」と言ったら休む。休憩

は 10分ほどだが、このやり方を忠実に守ってくれたら給与は 1.6倍にします」という契約

でこの実験は始されました。その結果、この例では、この仕事をしてきた方が 1 日に通常

12.5トンだったレベルが、約 4倍の 47.5トンのズク運びになりました。ここで、この作業

者はキツさを訴える事象は皆無だったため、この企業では、この方式を採用、「高効率、高

賃金、低原価」の実現と共に標準化システムの適用となりました。この内容は、前ページの

図中の「働き甲斐」の一部を実証した内容ですが、「人には感情があり、評価して認められ

働きがいの構造（究極は個人）

生き甲斐
（働きがい）

評価として
認められる事項

賃金、地位、名誉
①人生の目標との整合性
②競争：先輩、一流人
③課題の達成とセルフチック

①目標達成率
②役割と責任

貢献度の自覚と認知
③上司からの信頼
④意見具申と了承～発動
⑤家庭や世間的レベル

と仕事への誇りなど

① 仲間が貢献しているという
お礼や感情

② 褒められたと感じる時
③ 期待されていると感じた時
④ 自己成長を感じる時
⑤ 特徴あり、他と違う味を

出しつつあると感じる時
⑥ その他

人生観と仕事の価値＝伸びているという

のつながり 安心と将来性

①自分で考え（目標を持ち）

② 行動して

③ 評価する 自己責任

人生は夢と

感性が85%
と言われる

理由を図化

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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る。または、個人として、その仕事の達成に強い意味を持つ場合、人が意欲を持って働く上

で生産性向上という結果につながる」という現象です。テーラー氏の後、「この現象に対す

る研究は、1924年、『ホーソン実験』で確認された」という発表で有名になりました。この

実験はウエスタン・エレクトリックで行われ、「照明が作業能率にどのような影響を与える

か？」という研究だったそうです。実験前、この作業の研究者が、組立て職場を対象に、作

業者全員に、会社の問題を聞くと、皆が「会社は我々のことを考えていない！奴隷のように

思って使っているのではないか？例えば、職場の照明ひとつをとってもわかるが暗い！電

気代をケチっている」と答えたそうです。そこで、研究者は、「私が会社と掛け合って、皆

様が働き易い職場にして見せる！」と皆に話し、職場の照明を徐々に明るくして行きました。

すると、照明の明るさの向上に従って、職場の生産性が向上していったそうです。なお、こ

の時、この改善だけでなく、「食事も善くするように、会社に申し入れた！」と皆に話し、

「改善したがどうか？」と従業員達に聞くと、「良くなった。おいしいあなたのおかげだ！」

と答えたそうです。しかし、この研究者、実際にはこの対策は何もしなかったそうです（要

は、だましたわけでした）。「しかし、従業員の皆様は、会社が自分たちに良くしてくれるよ

うになったと信じ込んだため、先に紹介した内容となった」とされます。ホーソン実験は、

この経過から『やる気の存在の発掘』として、当時、産業界で大きな話題になりました。そ

の論文では、「従業員の意見を入れ、職場環境を改善すると生産性が高まる。これは、作業

現場の明るさと生産性向上がリンクしたためだが、次に、研究者が作業現場の照明を暗くし

ていったが、手元が見えなくなる状況まで作業生産性が増した！」と解説しました。同時に、

「この実験は、人のやる気の存在を発掘したという状況の証明である！」という主張でした。

しかし、その後、「この実験は無かった」というレポートが世界中に紹介され、今も、この

実験の有無は疑問です。しかし、ホーソン実験がきっかけで、その後、多くの心理学者など

の実験と共に「仕事とモチベーションの研究」が進められました。その結果、「集中心を高

める環境改善が、生産性向上、さらには、好なことに努力して人を成長させる。・・といっ

た多くの事項に関係が深い」という理論構築や実証実験が進みました。今日、多くの製造現

場で活用されるコーチング技術は、この種の対策の一例です。以上、ここまでが、新郷先生

が書に示された、生産性向上を図りながら配慮すべき「人に優しい仕事の仕方（仕事の環境

条件）」に対する解説です。

だが、この種の対策の運用には、時に、注意点があります。人間尊重を理由に、逆に職

場にムダを持ち込む問題（間違った思想）の登場です。この内容は、先に、P.4～P.5に一例

を挙げましたが、例えば、標準時間の設定内容を無視して、「立ち作業は従業員が歩くこと

が健康や集中に最適！」という理由を基に、歩かない仕事なのに、立ち作業化を強制する。

さらには、作業レイアウトに大きくのムダがあるのに、それを放置して「万歩計で工場内を

あるく行為は従業員の健康のためだ！」という間違った方式です。次ページの左下に示した

図に、改善、ムダと労働強化の区分を示しましたが、仕事中の中にムダがあれば取り去るべ

きです。改善もせず、必要事項を行わない行為は“手抜き”です。さらに、改善しないで同
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じ仕事のアウトプットを求める状況を“労働強化”と言い。ムダ排除＝改善と大きく異なり

ます。今回、ここまで示してきた「人にやさしい仕事づくり」は改善の一部です。従って、

この面にムダがあれば、当然“ムダ排除”に

対象として改善すべきです。しかし、「ここ

まで示してきた内容も、万人に向くとは言

えない！」という例の中から、筆者が度々

経験し、対策を図ってきた例を紹介したい

と考えます。右下の図はその状況を示した

例ですが、ある企業で現場参画による改善

を進めた結果、3 倍の生産性を達成しまし

た。そこで、新・標準作業の開始となったわ

けでしたが、その仕事をしてきた方が「今

まで行ってきた仕事、改善で 3倍になった理由はよくわかる。しかも、労働強化も無いこと

も理解する。だが、精神的にきついので、今後もこの仕事を担当させられるのであれば、会

社を辞めたい！」と言う申し出が起きました。事実、新・標準作業に何も欠点はありません。

逆に、以前より労働負担は軽減されていました。そこで、この企業では、関係者と相談して、

この方を他職場の配置換をお願いし、新人を連れて、この作業を担当してもらうことにしま

した。すると、両者とも

前に行っていた仕事より

多少ともきつかったので

すが、「今回、すごく良い

仕事を得た！」という評

価で、この問題は消えま

した。また、両者に喜ば

れました。以降、一般に、

この種の事象が起きる

と、この方式で対処して

きましたが、生産性が

30％も超えると、今まで

作業してこられた方にこ

の現象が出ることがあります。

    次に続く

改善とムダ排除
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

品質

コスト 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

正味

50%

改善すべ

きムダ

50%

大切な考え、

「仕事の３つの区分」とは？

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！

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

生産性の高まりと人の心理

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

ム
ダ
排
除
で
飛
躍

ム
ダ

を
低
減

改善前 改善後

作
業
時
間
の
減

現場作業者も参画、どこにも
労働強化の要因は無いが、
新標準作業で、生産性は３倍 話は判るが、

精神的に3倍
となりキツイ

・・会社を
辞め
たい！

配
置
変
え

大変だが
楽しい！
（標準作業）


