
1

「工場改善の体系的思考」に学ぶ  P.342～

                    QCD革新研究所 所長 中村茂弘

新郷先生の著書はテーラー氏の科学的管理法と共に、多くの IEｒ達が『改善のバイブル』

として活用してきました。そこで、今回、筆者が直接関与した改善例も例示し、著書『工場

改善の体系的思考』の利用法も紹介してゆくことにします。

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２番

目以降、「分業化～手の動力化」

を中心に、筆者が、「書を利用し

て実際にどのような改善を進め、

産業界にお役立ていただきつつ

ある改善法の紹介を進めてたっ

たか？」という事例の紹介もさ

せていただくことにします（な

お、既に皆様が常識としてご存

知の内容や、IEで常識化された

事項はできるだけ省くことにし

ます）。

１，「分業にしたら？」を応用した５M段階改善法の創出

右図のミカンの皮むき作業の改善は、新郷先生の講演会で直接お聞きした話ですが、書に

記載されていたことを、その後、改

めて知りました。なお、この改善法

は筆者が参加した JMA の生産技

術部会、さらに、その後、幹事を務

めさせていただいた JMA・TZD
（不良ゼロ生産対策）研究会で『５

M 段階改善法』と名づけ、内容を

改良・付加して、使ってきたので、

その取り組みも紹介させていただ

きます。では、右の図と共に、新郷

先生が取り組まれた改善指導内容

の解説を進めます。

教えと事例に学ぶ

詳しい解説
（文章と図）は
このQRに紹介

改善案作成時、注意すべきの６つの原則
P.３１４～
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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

今回の主要点は、
新郷先生が示さ
れた内容をヒント
にして、応用という
形で改善してきた
内容を主に解説
します。

仕事をする者と

企業ニーズ

ミカンの皮むき作業の問題
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新郷先生が九州・伊万里のある缶詰工場を訪問した時、ミカンが取れる

ピーク時、近所からパートさんを集め、ミカンの皮をむき、実を缶詰に詰め
る仕事をしていました。作業手順は次のとおりでした。ところが、③のス
テップで竹ヘラで果肉にキズをつけてしまい、10％以上の皮むき不良が発

生しとても困っていました。あなたなら、どのような対策を創案しますか？

① ②

③

④

新郷先生が行った

「分割の法則」対策

【前工程】

ベテランが

ナイフで
切込み

【後工程】

新人は手で

皮むきのみ
を担当
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先生が九州・伊万里の缶詰工場を訪れた時、工場長さんが、「いつもは、基幹要員だけで、

魚や貝の缶詰をつくっています。だが、ミカンの時期になると、生産が一時期ピークになる

ので、不慣れな方の支援を受けてフォールスタイルのミカンにする皮むき作業が活況とな

ります」ということでした。その後、工場見学となりましたが、ミカンの缶詰の最盛期であ

り、多くのパートさんが仕事中でした。作業内容は、ミカン皮をむく前に、この地で取れる

竹の刃先に焼きをいれたナイフを使い、作業順序は、80㎝ほどのコンベアにミカンを流し、

作業する方達が、ナイフで皮に切り込みを入れます。その後、ナイフを定位置に戻し、手で

皮をむき、ミカンの中身を取り出すという内容でした。だが、この過程で、ナイフでミカン

の身を刺し、汁を出していました。工場長の説明では、「この種の身キズ不良は、後工程で

甘皮を化学処理する自動機に入れた場合、汁が入ることで、処理に問題が出る」ということ

でしたが、この種の不良部分は何と 10％超でした。そこで、「これは大変ですね、何とかし

たいですね！」というと、「パートの皆様には、注意も教育も進めてきたのですが、子供さ

んを抱える方が多く、昨日は来ていただいたが今日は来られない。また、これが本業ではな

いので、教育はするのですが、質が安定せず困っています。・・」ということでした。先生、

この時は対策案を思いつかなかったそうです。このような状況で、帰宅となり、福岡空港へ

向かう途中、突然、良い策を思いつかれたそうです。都合の良いことに、当時、翌日は OFF
だったため、早速、航空券を翌朝に変更、ホテルを予約して、再度、この缶詰工場へ引き返

されました。この時、4時頃だったそうですが、早速、先生は工場長に「ナイフでミカンに

切り込みを入れる作業はベテランだけにする。新人の皆様はミカンをむくだけというよう

に、分割作業を行えば、不良は激減すると思います！」と話され、早速、実験的にこの作業

の開始となり、何と、不良は 1/50、作業性も 1.3倍化しました。IE的に見れば、新人は竹

のナイフのナイフを取る、戻すという仕事がなくなり、単にミカンの皮をむくだけなので、

作業性は増加します。加えて、皮に切り込みを入れるベテランがミカンに切り込みを入れる

ので、ミスは極小化したわけです。しかし、筆者が、この対策を講演会でお聞きした時、「他

にも多くの改善案を挙げるこ

とができる」と思いました。そ

の状況が左の図ですが、折よ

く、筆者は、講演会後に、JMA
の生産技術技術部会への出席

となりました。他にもこの講

演会に出席された方がいた関

係で、「新郷先生の対策をヒン

トに他にも多くのアイデアが

ある！」という話となりまし

た。なお、この部会は、次ペー

ミカンの缶詰前の作業改善案

素人に近い新人がいてもキズなしで
ミカンの皮むきを
する方法は？

・ ストッパー付のナイフは？
・ スキルの差をＩＴシステムに
登録して、スキルの高い人
から順にチャーターしては？

・ ビデオ教育して正しい手順を
作っては？

・ 機械化しては
・ ・・・・・・・・などなど

物＝設計開発
の対象

いっそ、バイオで実が成熟したら皮が自動ではがれる、いや、皮のないミカンを
つくる研究をしたら！

６

計測の問題ミカンの皮に応じたストッパーつきのナイフを使っては？５

機械化の遅れ200°Cの蒸気をミカンに当て、膨れた時にナイフで切り、皮むきロボットでは？４

手順の問題ビデオ教育して正しい手順を作っては？（標準化の徹底教育）３

情報管理

の問題

スキルの差をＩＴシステムに 登録して、スキルの高い人 から順に

チャーターしては？

２

人の問題新人とベテランを分け、ベテランには切れ目を担当、新人は皮むきだけを担当！１

問題のとらえ方アイデアの例No.

問題のとらえ方を整理した結果！
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ジの図のように、生産の歴史を整理して、品質向上と共に生産性を挙げて行く検討を進めて

きました。ここで、皆で、先生のお話と、前ページに示した各種のアイデアを整理すると、

先生の対策は対象を“人”とした方式に分類にしました。詳しく解説すると、左側の図に示

しの、「アダムスミスの時

代」に行った『分業化』を

利用した対策に分類です。

しかし、先に記載したよ

うに、他の対策案が考え

られるだけでなく、来年

もミカンの缶詰ピークは

来ます。そうなると、標準

化のレベルを活用して、

標準書で訓練願ってパー

トさんをレベル評価して

雇うという方法や、ビデ

オなどの教育でナイフを

扱うコツを教える手が使えます。さらに、1/50 の不良をゼロにする手として、ミカンの皮

の厚さは決まっているので、定寸の切込みを確実にする方式、ストッパー付き皮むき機の利

用が有効です（これは、５Mで見ると、計測の段階です）。この、ミカンの皮の厚さとミカ

ンの身の間でナイフの

刃を止める方式は、熟

練の差が無く身キズゼ

ロにする方式です。こ

のように見て行くと、

この評価は右の図の棒

グラフのイメージとな

ります。要は、５Mの段

階に対して、不良と教

育の手間などが、グラ

フの横棒の形態となる

ためです。さらに、この

ような評価を行うと、

ストッパー付きナイフ

は、今来年以降の対策に有効と目されます（なお、この種の対策は先生の事例を見て出した

案であり、明らかに、後だしジャンケンです。だが、先生が書でも強調されてきたように、

『改善は永遠なり』ということであり、我々は先生の対策を基盤にして作成していった対策

筆者達・研究会の解析
産業の発達とノウハウの技術化の経緯

【産業の発達史】

職人技

分業化

協同化

個人芸

職人任せの
時代

アダムスミス
の時代

テーラーの
時代

フォードの
時代

現代～
将来

標準化

機械化

同期化

自動化～

ＩＴ化

人 方法 計測 設備
物＝
設計

～情報

３Ｓ＝Simplify   Specialization  Standardization 
（単純化） （専門化） （標準化）
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５Ｍを順に変化させ、技術が発展してきた！

筆者達が考えた５M段階改善法

職人任せの

時代

アダムスミス
の時代

テーラーの

時代

フォードの
時代

現代～

将来

時
代
の
進
展

技術進化の状況と要素

職人技に頼る＝人

分業化＝方法研究

標準化＝計測

機械化＝設備

ポカ ヨケ

物＝
設計段階からの改善

ヒューマンエラーの大きさと、投資金額 大

ヒューマン・エラー

対策に関与する
管理ポイントの減

投資金額と、

具体化までに
要する期間
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ストッパー付き皮むき
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です）。このような考えで、さらに、計測から設備の段階の対策でアイデアを探ると、例え

ば、200℃の水蒸気をミカンのヘタ側に当てる。すると、ミカンの身皮の間にある空気が膨

張するので、この時、定寸カッターでミカンの皮を切り取り、ロボットで、ミカンの皮を一

気にむく自動化策も考えられます（しかし、この案は、前ページの図の右側に記載したよう

に、設備開発と投資が必要です）。さらに、設備のレベルから物＝設計の段階の案を探ると、

例えば、「バイオの時代だから、ミカン自体に改善を加え、例えばミカンが完熟に近づいた

ら、皮が勝手にはげる。皮無しミカンの開発」といった案があります（だが、この案は将来

できるか否か不明です）。

以上、この解析方式は、その

後、筆者が幹事を務めさせて

いただいた JMA・TZD 研究

会で整理して体系化して行き

ました。その結果、右側の表に

示したような期待と共に、不

良対策に当たり、「最初から５

M 段階の考え方で不良対策を

整理しておけば、先の缶詰工

場のような場合、関係者が対

策案を容易に見つける可能性

を高める」という結論になり

ました。

２．手の作用の機械化

IoTの時代、対象によっては、手で行う作業を、安価、かつ、効果的に対策可能な手段が

多数、入手可能な時代になりました。このような取り組みを予測する形態で、新郷先生の書

には、当時の道具の選び方から、既に昔から多くの企業で活用されてきた自動化手段などが

整理されています。そこで、本書でも、その思想をベースに、ローコスト自動化に必要な動

作経済の効率化という視点で整理して行くことにします。

次のページに示した２つの図は、人の動作の分析を行った後、作業容易化から自動化へつ

ないで行く改善技術要素の例です。表のNo.１は「動線は太く、重力の利用を図る」対策で

す。横送りに重力面の負担が掛からない方式の例であり、これは各種の自動送り装置や材料

移送装置などの利用で自動化を可能にする方式の例です。No.２は形状の利用による取り出

しの容易化を図る対策ですが、この種の対策を図ると、時に、CCDカメラと画像解析を駆

使した高価な自動化装置を使わずに自動化を図る対策が可能になる例が多数あります。No.
３は部品などの方向変更です。反転装置もこの対策に含まれますが、安価な方法で部品移動

と共に行う例です。NO.4は部品の組み立ての容易化対策の例であり、はめ合い部分にテー

５M段階改善法と各種の不良対策手段の整理
段 階 不良対策の主な手段 中心となる対策

物

（設計）

製造技術の革新：源流であるものづくりや設計段階からの改善

製造・設計方式の革新例：電子回路→集積回路、溶接→金型で一体

化製造の例、製造革新や、シンプル設計の多くはこの分野となる。

研究開発や設計
面での改善

設備 不良を出さない自動化対策技術の適用：温度や人のノウハウの自動
制御などがこの対象、鉄鋼における溶鉱炉や圧延設備のＩＴ化など

FAと呼ばれる自動運転やロボット利用による組立はこの例である

設備改善やＩＴ化

計測 ポカヨケや治工具利用など、計量すべきポイントを押さえた対策

・ 強制停止式ポカヨケ：不良や品質異常があればラインや設備ストップ

をして問題を報せ発生源対策を促す方式

・アラーム式：製品を製造する重要管理項目に異常発生のきざしがあ
れば警告して、手を事前に打つことを人に促す。

・治具や簡単な計測機器を用いることにより不良を出さない仕組みや
問題の早期発見につなげる対策方式

・良品と不良品を仕分けるだけのポカヨケは最後の手段とする

・製品の形状や特
性利用による治具、

・ストッパー付き

皮むき治具！

・ローコスト自動化

・各種センサー等

方法 ・目で見る管理：標準化の注意点表示、５Ｓ利用の員数管理など

・人間工学を利用して問題発見を早くするしくみなど（例）飛行機のコッ

クピットのメーター類は全て針が正規の時は上を向いている、異常が
あればすぐ発見できる

各種標準化の対
象領域

人 ＱＴＡＴ、パトロール検査、・・・スピード・ダウンによる手順の確立など

～スキル登録まで

組織・責任体制や
訓練～評価領域
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パーをつける対策で挿入を簡単にする方式です。最後の No.5は同期化対策です。①はシン

グル段取りの際に行う金型の交換の容易化のため、段取り台車を使う方式を記載したもの

ですが、この種の例では、2トンもある金型を、高価な自動化設備を用いず 1名で安価かつ

短時間で行う方式などが、既に実用化されてきました。

右下の図は多少の自動化機材を利用して、2名で板材を切断する作業の効率化を図った例

です。改善前、板を切る方と電動ノコを動かす方 2 名だった作業を 1 名にした例です。改

善前の 2名作業方式は、相互の連携以外に、各種安全性上の問題と、板を抑えて送る作業で

は常に手に振動が来るため、白狼

病の危険がありました（現在、こ

の種の作業は、これ以外にも、直

線的にガイドしながら切断時に材

料を送る多くの方式があります）。

以上、この種の例は総て新郷先

生の書の「改善の定石」に記載さ

れていた内容を利用して、筆者が

直接関与する問題の対策に適用し

てきた改善例です。また、このよ

うな経験から得た点は、「改善策を

つくると、次々ともっと良い案が

見つかる」という経験を得ました。

３．反転法：製品に制御回路の部材の切りカスが混入する問題の対策

先生が K電器を訪問すると、「電子回路の切りくずがホームステレオを組み込んだ後、除

去に大変苦労しています」という職長から相談がありました。この問題に対し、先生は『反

転法』と名付け改善した例を、書で紹介されました。なお、改善策を紹介する前に、先生は

コロンブスの卵の討論を挙げておられました。既に、読者の皆様がご存知の内容です。「出

３K作業の安全確保と半自動化対策の例

材料セット
～押して
切断

切
断
担
当
者

材
料
提
供
～
押
し
出
し
・
支
持
者

【作業上の問題列挙例】

① 移動が多い

② 危険が伴う

③ いつも人がついていないと切断が出来ない

④ 材料などの振動が人体に良くない

⑤ 寸法がばらつく

⑥ ２名の連携に対する熟練が必要・・・・など

E（省略）、C（結合）、R（置き換え）、D（分割）、P（平行）、S（単純化）の原則を、動作
経済の原則→自動化手段の選定～適用という形で改善に向けた例

上圧式・ 上下式（リフター付）

送り回転ロール 台車

改善後、一人で

① 材料の準備

② 検査（ガイドでずれなくカット）可能

③ 送りと切断自動で短時間・安全

作業！
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改善前
改善後
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来たのを見れば当たり前」という状況は、アメリカ大陸発見時、「誰でも出来るのに、なぜ、

あなたが有名になるのか！」という民衆の批判でした。当時、コロンブス氏は「では、この

卵を机に立てられますか？」と言いましたが、この時、だれもできない状況でした。そこで、

コロンブス氏は卵の端を机に当て、多少割れた状態で卵を机に立て、「出来た経過を見れば、

誰でも当たり前となる。」と言ったそうです。先生は、「これから紹介する例もこの事例に似

ています」と記載の後、図に示した過程で K 電器のご指導を進められました。では、事例

紹介に話をもどします。

先生への K電器で職長の相談は、「組み立てた製品の中に残った切りくずの除去」でした。

今なら、読者の皆様の中に「強力な電気掃除機を持ってきて掃除を！」とされる方がおられ

ると思います。だが、少々お待

ち下さい。答えは違っています。

まず、先生は職長さんに、図の

左下に示したように、質問され、

ホームステレオを組み立てる

工程（手順）を職長さんにカー

ドに記載願いました。その後、

先生は総てのカードを裏返し

て「ここに何がありますか？」

と質問しました。すると、職長

さんは白いカードを見てキョ

トンとされたそうですが、「あ

なたが、記載した工程の裏（切りくず発生メカニズム」をここに記載して下さい！）という

質問と共に、図の右下のような解析を開始されました。その解析は、個々のプロセスに対し

て切りくずの発生状況の検討です（カードの裏は発生源の実態把握でした）。要は、切クズ

を飛び散らかし、製品に取りにくい形態で残った状態を清掃するのではなく、カードに記載

した個々のカードの裏にある発生源に注目した対策でした。このようにして、問題発生源が

判ると、以降は、アイデア発想になります。ここでは、図の右下示したような有効策となり

ました。改善内容は「コロンブスの卵」の形態でした。気が付けは当たり前、電気掃除機は

不要となる案です。

４．判断とアイデア発想

新郷先生によると、「着想は現状に対する批判を出発点にして自由奔放に出す環境で行う」

これに対し、「評価は各種の環境条件を十分に検討して、冷静、かつ、客観的に行うべき」

とされています。また、最終的に行う判断は、「実施に至る内容を、各種の評価基準に照ら

し、現実との調和を行うために必要な手続き」と、書に記載されておられますが、改善案の

創出～評価、そして、実施効果を挙げてゆく時、この手順で進めるべきことが判ります。改

製品に回路の足の切りくずが入る問題

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

新郷先生による
K電器でのご指導 ニッパーで

切った回路の
切り端を除去
するの作業は
大変である！

電子
回路

ホームステレオの組み立て
の際、ニッパーで電子部品
の足をカットすると、切り端
が組立製品に挟まって、除去しなければ
ならないが、大変である！・・・・・という相談

① この工程で
② 切りくずが
③ 飛び散って
④ いろいろなところに
➄ 挟まってしまう！

切れ端が

飛び散る、

全ての作業

プロセスをメモ

して下さい。

カードの

裏は？

「白です！」

でなく、発生

過程を！ 他の工程で切れないか？
→ 部品段階で長さを決め購入

一定位置に飛び散った切りくずを
集められないか？→ニッパー＋受け

切りくずを挟む相手は何か？
→回路の足切り処理を済ませ組む込み
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善に当たっては、まず、アイデア発想が要ります。この時、評価～判断と分けて行うべきで

す。その理由は、熱いお湯を沸かす発想中に冷水を叩き込むような評価や判断を即座に持ち

込む危険性を防ぐためです。ちなみに、アイデア発想の基本に、ブレーンストーミング法が

ありますが、この方式では、アイデア発想中に、①批判禁止、②自由奔放、③質より量、④

他人のアイデアに便乗歓迎という約束の基で行います。では、先生が X 電器で出会った、

製品開発の成功談を紹介することにします。

X電器では、新型トースターを開発中の時、どうしても良い案が見つからなかったそうで

す。そのような時、メンバーの N さんが「トースターにネズミ捕りを組み込めないか？」

と発言したそうです。皆は、「バカな！」と思ったわけでしたが、その理由を聞くと、「夜に

なると、トースターの付近にネズミが集まるという苦情が多い」状況でした。調べると、ト

ースターで焼いたパンのパンくずにネズミが集まるという事象があり、この問題は、当時、

Nさんの家に限らない問題でした。そこで、X電器では、他社に先駆けてパンくずを簡単に

処理するトースターを開発した結果、爆発的な販売に至りました。この事例が示す点は、「馬

鹿げたアイデアでも、そこに、何らかの問題を感じる対象が潜んでいることがある」という

解釈です。すなわち、「人が何らかの発言をした時、時に、何か問題を意識している。そう

なると、現実を再度見直す必要がある」という扱いです。では、別件ですが、この種の対策

で新製品開発が進んだ、

旧 ・ 松 下 電 器 （ 現 ・

Panasonic）のアイロン

開発の事例を紹介するこ

とにします。

事例は VE チームに与

えられたテーマであり、

アイロンの改良だったそ

うです。1980年代には、

もはやアイロンに対し多

数の改善がなされ、一般

的に、「もはや、改善点無

し！」という状況でした。

このため、このチームも大変困ったそうですが、皆が苦しむ中で、「原点から商品を見直そ

う！」ということになりました。そこで、「アイロンを盛んに使うのは、一般家庭よりラン

ドリーである」となり、専門店の訪問となりました。ここで、「この職場でアイロン作業上、

一番困っていることは何ですか？」と聞きましたが、「新人とベテランの作業性に差があ

る！」という答えでした。そこで、早速、ビデオに作業内容の撮影が開始されました。家庭

の主婦が働く作業では、アイロンの掛け方で差は無かったそうです。現在、コードレスアイ

ロンが当たり前の時代ですが、当時、コードをかわしてアイロンをかける作業がベテランの

旧・松下電器のコードレスアイロン開発（制約条件の打破）

1980年の始め頃、VEプロジェクトチームは

新型アイロンの開発命令をもらった。この
当時、原価低減は限界になり、結局、ラン

ドリーにVOCをかけたが、顧客は「特に困

っている問題はありません。強いて言うな
ら、新人とベテランの作業時間に30%以上

の差がある・・・」という内容だった。
そこで、ビデオ分析を開始した。

分析の結果、コードの引き回
しの差が新人/ベテランの差を

発見！コードレス・アイロンの

を開発 → 爆発的販売へ

三菱電機 布団乾燥機 08年 冷蔵庫開発
VE350：350億円のVEプロ

ジェクトが1985年頃組まれる

中で、ゼロLookVEとして、
日本で梅雨時に困る問題を

聴取する中で、「梅雨時に
布団が干せない」問題を把握

掃除機の噴出す風＋熱の
付加を考え、製品化

売れたが、クレームを受けることが製品差別化
の基になった（後発企業の100倍がきっかけ）

原点は顧客の声をつかめ！

08年熾烈な冷蔵庫販売、特に、エコ対策
が主な流れの中で、三菱電機は1.5倍もの

売上増を果たした。

キーは主婦が困って
いることに注目

① 冷凍食品が包丁では
切れない！→ －7℃冷凍

② 冷蔵庫の棚の高さが

変化できない！→ハンドルで上下

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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技になっていたことを、VE チームが掴みました。同時に、VE チームはアイロンがけの時

間と、アイロンをかける生地を伸ばしたり、掛け終わったものを処理するといった仕事の時

間を分析しました。すると、50％以上がアイロンを置いた仕事でした。そこで、「これなら、

アイロンに蓄熱できる！」という結論を得てコードレスアイロンの開発をした結果、現在、

我々が見る、また、コードレスアイロンの発端になる新製品を開発して、爆発的な販売を得

ました。

先生の書にはもうひとつ、米国で VEを使った結果、ヘリコプターの大進化に貢献した例

が記載されていたので紹介することにします。この事例を、筆者は VEの書やセミナーなど

で度々聞きましたが、これは世界的に有名な対策です。図に示したように、米国では、かつ

て、大雪が降り、山奥で電線が切れるため停電が起きる問題が大きく取り上げられました。

この時、改善の原則に従って、とにかく、「何でも良いからアイデアを出せ！」ということ

でチャレンジがなされ

たそうでが、苦心惨憺し

たにも関わらず、メンバ

ーの皆は「良い案は何も

思いつかなかった！」そ

うです。しかし、その中

に、わずかでしたが、①

「大きな鳥を電線の上

に飛ばせて、羽を羽ばた

かせてもらう」というア

イデアと、②「火喰い鳥

に電線をなめさせろ！」

という案がありました。

他にアイデアはありません。そこで、このチームは「このアイデアの持つ意味まで探ろう！」

と言い、対策法を切り替えました。具体的には、①の意味する内容を考え、「雪がつもった

電線に対し、上から強い風を送り空気振動で雪を振り落とすという意味を持つ」としました。

その結果、当時、開発したばかりで、性能や安全性で問題を抱えていたヘリコプターを選ぶ

と同時に、考え得る改良を加え、ヘリコプターの改良を進めました。この案は成功すると同

時に、電線に積もった雪の除去に大きな貢献を果たしたました。さらに、この成果は、当時、

不安が多かったヘリコプターの改良となり、救助ヘリに留まらず、米国では軍事にヘリへの

適用へと発展しました。航空関係者の言では「電線に積もる雪対策でヘリコプターが選ばれ

なければ、今日、ヘリコプターが空を飛ぶことはなかったかも知れない」という言が残って

います。その後、もう一つ、②の「火喰い鳥に電線をなめさせろ！」というアイデアは、ヘ

リコプターが飛べない地域で活用されるアイデアとなりました。具体的な対策は、電線に加

熱コイルを巻いた電線の開発でした。豪雪になると、加熱コイルに電流を流して雪を溶かし

ＶＥ＋アイデア発想法を用いた本質追究法

VEの基本「名詞＋動詞」でアイデアを求める
アイデア発想ルール
① 自由奔放 ② 質より量（件数が多いこと）を求める
③ 他人のアイデアに便乗歓迎!
④ 批判禁止でアイデアを求める

米国の例
雪で送電線が切れる！

【アイデアの例】
・・・・・・・・・・ 困った末！
火を食べる鳥になめさせる！
電線の上を鳥にはばたかせる！
・・・・・・・・

普通は×

その本質は？
鳥の羽ばたき
→ 振動で雪落とし

ヘリの利用！
火の鳥がなめる

→ 熱で溶かす
被覆熱線利用

採用！

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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て落とす方式です。

筆者は、当初、「この事例が日本で起きる豪雪時、雪が電線に積もる、現象と同じかな？」

と思っていました。しかし、米国では、電線に積もる雪は日本で見る状態と大きく違ってい

ました。筆者は、この事象を米国・オハイオ州に赴任する中で初めて目にしましたが、書に

は“雪”としていた実態は、『フリージングレイン』でした。これは、零度以下に冷却され

た雨です。液状で降るフリージングレインが物に当たると氷になります。フリージングレイ

ンの時、畑などを見ていると、ディズニーのアニメ映画で見たシーンのように、瞬く間に銀

世界に変わります。地面に氷の膜ができ、それが鏡のようになる現象です。この雨が発生す

ると、突如、高速道路には警報が出て、融雪車が走らない限り停止となります。さらに、筆

者が走る車のヘッド付近についていたラジオのアンテナが棒のように氷の塊になる現象に

は、恐ろしさを覚えました。この種の現象が起きれば、当然、高圧電線が重みに耐えられず

切れます。従って、切れる前にヘリコプターの緊急飛行や被服電線の融雪が必要になってい

たわけでした。

以上、新郷先生の書

だけでなく、アイデア

発想には、多くの対策

があり、具体策を仕上

げてゆくためには、多

くの展開法が必要であ

ることが判ります。こ

のため、筆者は、この種

の体験から、右側に示

した表のアイデア発想

法を作って、使って来

ました。これも、新郷先

生の書を学び、自分な

りに工夫してきた例です。

５．アイデアには殺す判断と生かす判断が必要である！

新郷先生は、「独創というものは大切にすべきである。何事もそうだが、初めて、その事

象や問題～アイデアを気づくという努力は重視すべき！」とおっしゃっておられました。逆

に、「人は歳をとると、また、経験や同じ仕事を続けると批判が増し、創造性や新たな変化

にチャレンジが少なくなる傾向が強くなることがある」とされ、先に記載したコロンブスの

卵の話と共に注意をされてこられました。さらに、「頭が柔らかく、問題意識が高い、発想

が豊かな方は若い。この理由は脳の中にある、前頭葉を駆使するからである」と記述されま

したが、「先に記載したアイデアを探る方式は、ある意味、前頭葉を活性化する引き金の一

筆者が用いてきた実務的な発想法
Ｎｏ． 手法名 実 施 概 要

１ ｱｲﾃﾞｱ・カード

ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ法

① 自由奔放、他人の意見に便乗歓迎、批判禁止、質より量でｱｲﾃﾞｱ収集

② 一般には捨てられるｱｲﾃﾞｱを再度本質追求するカード方式

２ ツアー法 カタログ、文献、特許、・・・・見本市、東急ハンズやﾃﾞﾊﾟｰﾄ、トイザラスを見学

機能という見方で、目的集中してｱｲﾃﾞｱのヒントを探す。

３ 図化・繰り返し法 ① ポンチ絵程度のｱｲﾃﾞｱで加除・追加しながらメール交換ｱｲﾃﾞｱ改善する。

② 全く、幼稚な絵を出して批判とｱｲﾃﾞｱをいただく

４ 模型発想法 モデルをつくり改善して行く（ロボット選手権のようなもの）

５ モノマネ法 異業種で類似する機能を対策している企業見学などをする。

例：鋳物製品の扱い（熱い） ← 食品の扱い（衛生上、手を触れない）

６ 責任分担法 ひとつの目的だけを定め、分担、集中して四六時中ｱｲﾃﾞｱを求めるやり方

７ イモズル法 その道のｷｰﾊﾟｰｿﾝを見つけ、その方の紹介～紹介を繰り返して最良案を得る

８ チョット

他力本願法

機能定義を定め、異業種、その道の権威者に丸投げ方式で依頼して対策や
案を得る。

結論は・自ら求め行動し、自ら発掘が基本にるようです。

© QCD Shigehiro Nakamura ：URL:http://qcd.jp/
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部ではないか？」とい記載され、「アイデアには殺す判断と生かす判断が必要である！」と

いう結論を示されておられました。では、この考えを活用した例の紹介が書にあるので、紹

介して行くことにします。

下に示した図の例は、ある企業の訪問時に新郷先生が指導された例です。ここでは、ドリ

ル穴にタップでネジ切をし

てました。穴は閉じた構造

です。このため、問題は、中

に残った切り粉の除去でし

た。当時、作業者の方は加工

部品を床にトントンと叩き

つけて振動と衝撃で落とす

（除去する）処置をしてい

ましたが、この処理は、時間

と手間、さらに、完全除去に

問題が残る状況でした。そ

こで、先生はエアーで吹き

飛ばす案を出され、早速、作

業者が図の左側を実施しました。しかし、直ぐに、「ダメだった」と言いました。この時、

この対策を見て、先生は、この行為を『殺す案』としました。次に、「注射針の方式を利用

しては？」と話し、図の右下のようにした結果、この対策は成功しました。このように、良

い策を受けた時、「何とか他人から受けたアイデアを具体化させよう！」という取り組みで

成功させた場合、先生は、『生かす判断』と説明されておられます。このように、アイデア

を具体化してゆくためには、このような視点と努力が大きな差を生みます。

今回の事例は、ある意味、ここまで何度も紹介してきた『コロンブスの卵』現象です。既

に対策事例を知っている方にとっては「なぜ、いまさら！」となるわけですが、仮に、自ら

解を得る努力を図り、対策案を発掘した方は、「良いヒントを得た」という状況に変わりま

す。また、この種の取り組みをされ、苦労して対策を得た方は、異口同音に、「①先駆者の

努力と改善にたどりつく努力が理解できる。②他の問題に直面した場合、苦労した努力が必

ず役立つ。③このような経過と努力は多くの面で応用が効くため、物の見方が鋭くなり、難

問に直面してもチャレンジを止めないため、他の方に役立つ多くの改善例を示す先駆者に

なる可能性が高くなる」と、話します。だが、逆に、誰かがコロンブスの卵を立てる解を待

ち、コピペする方式だけを重視される方に対し、この種の努力の価値と感激は無関係です。

    次に続く

タップ時の切り粉除去

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

タップの切り粉とり 新郷先生がある職場に行くと、図のようにタップで
ネジ切りした深穴に残った切り粉処理に大変困って
いた。トントンと図のように穴を下に向けて、切り粉を
落とすが、油と付着して落ちて来ないものがあった。

床にトントンと打ち付け、振動で取る。そこで、
注射針のようなもので、吹き飛ばしては？と指導

エアーで
吹いては

入り口だけ
吹き飛ばす
だけ！
【殺す案】
＝不採用

中から
吹き飛ばす
方式で
【生かす

判断】
＝採用～

成功！

現在はタップに穴を設け、取り出し時に
研削液と共に切り粉処理の方式も！


