中村茂弘メルマガ・シリーズ
【第４回メルマガ】本文：

第４回：2013 年 12 月 15 日

「グローバル対策に見る戦略と無策に伴う悲劇の実態」

現在、大中小の企業の差に関係なく、グローバル化に関係しない企業の存在がめずらし
くなりました。しかし、海外生産展開を進める指導機関やサービスが増える現状の中でか
つて「安い人件費を求めて、
・・・という企業が 10 年で半数が撤退」という状況は「5 年で
撤退！」という状況です。JMA 経営課題実態調査 2013 年では ASEAN を中心とした事業
展開の注意を伝えていますが、無策で発展途上国に出て撤退に至ったさらに泥臭い事例を
紹介し、中小企業を中心としたグローバル化の注意点とさせていただくことにします。
これはある金型企業の例です。海外生産の理由は新聞に見る「親会社が移転、生き残り
をかけて」という内容でした。最初は安価な人件費で業績を伸ばしたわけでしたが、離職
率が高い発展途上国では、金儲けのため、会社を辞めた方が会社を結成してライバル化し
て行く状況が発生しました。そこで、
「高度な金型に特化！」という考えで日本からベテラ
ンを呼んで対策、しかし、
「10 年で 1 人前」には現地の方々の魅力は薄く、ライバルに技術
流出が続くだけでした。やがて、企業は倒産、日本のマザー工場は空洞化と赤字で廃業、
残った数名の方は日本に帰れず、日本の優良メーカーのつてを頼って商社的にほそぼそと
暮らすという例です。この国では撤退は許されない法が関与するため、やがて会社を売り、
帰国を考える状況です。・・という例です。要は、戦略が無いと、この種の危険になるわけ
です。
大企業のグローバル展開と注意点は URL：qcd.jp に掲載した各種の資料をご参考願うこ
とにして、ここで、新たな海外戦略の展開で成功、ある意味、日本の DNA を世界に示し、
国際貢献と共に、新たなグローバル展開の在り方を示す例を紹介することにします。
① 日本ポリグル：大阪の汚染水の浄化剤を製造する企業は BOP という最低所得層の方々
の健康回復・維持とビジネスを支援しながら水を売る事業化を展開中です。
② トメアス農協：アマゾンの森林伐採を防ぎ、緑を取り戻しつつ現地の雇用拡大につなげ
る努力をトメアスという健康食品栽培でジュースなどを日本に輸出成果を拡大中です。
③ 無印良品の海外委託工場：農薬や有害な化学染料産業の廃液などで荒れた海外農場で病
害に遭う方の対策を図るため、世界での伝来技能や廃材となる材料を編集、利用して、
オーガニック・コットンを販売成功させた例です。ここには、日本で伝説の染色職人・
森本喜久男さんの活動が特記されます。
「グローバル化は現地の経済活性化と世界の生産分担が本来のテーマであり、海外進出
も現地との融和と定着が無ければ発展はないわけですが、結局は、現地での発展は、企業
の国際的責任！という局目で戦略が必要である」という局面を例示させていただきました。
★

なお、本件に関しては、2014 年 1 月 16 日みずほ総合研修所主催のセミナーで詳しく
紹介させていただく予定です。詳細は下記 URL をご参照下さい。

http://www.mizuhosemi.com/?seminar_year=2014&seminar_month=1
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【お願い】
本メールマガジン停止の場合は、下記メールへ、ご連絡をお願いたく、よろしくお願い
申し上げます。また、メルマガを送る kqcdoo2k@fd.catv.ne.jp は、東急ケーブル TV のメー
ルですが、現在はメールの授受に使用していないので、ご連絡の場合は、下記メールの方
へお願いします。
〒153-0053 東京都目黒区五本木３－１０－７
(有)QCD 革新研究所 代表取締役所長 中村茂弘
メール：s_nakamura@mtc.buglobe.ne.jp
本メルマガは、製造業のマネジメント問題の対策シリーズの形で JMA にて多くの方々
と討論してきた内容のまとめです。以下に示した内容を上記のメルマガの内容にバックア
ップする形で、解説資料を掲載させていただきます。同時に、基本的な内容ではあります
が、読者の皆様のお役に立つことを願う次第です。
【第 4 回添付資料】

「グローバル対策に見る戦略と無策に伴う悲劇の実態」

筆者は日立金属㈱時代 1990 年までに 3 年の米国赴任の後、現在の仕事に就きましたが、
当時は海外生産への展開が過熱し始めた時代でした。また、専任講師や JMA 関連のコンサ
ルを進める方に海外経験の無い方が多かったため、企業経験者と共に、研究会のような形
でグローバル対策研修を盛んに行いました。その経過は下に示した書籍にし、時間の経っ
た今、産業界にお役立ていただくため無料公開中です。
海外生産対応をまとめると、そこに①手順があること、②同じような問題で関係者は悩
むが体験者の問題解決法を知っていれば苦労が少ないこと、③日本の体験は海外では特殊
と考えて、現地文化や歴史、環境条件を十分配慮した取り組みが必要であることなどが判
りました。要は、海外生産も問題解決技術の利用が有用という状況ですが、今もこの繰り
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返しが続く状況です。
現在、グローバル化が過熱中ですが、十分に検討した中長期的な戦略に立った展開が必
要です。海外展開には、空洞化対策が欠かせない状況です。この問題に対し、先般、ある
企業からプロジェクト・チームを編成して支援を頼まれたことがありました。その企業の
専務様は、
「国内が空洞化する。海外生産は重要だが、日本人の指導者を早く戻す方式を確
立したい！」という要請だったわけでしたが、かつて、多くの企業では赴任期間を先に定
めて人を送る方式を指導内容というアウトプットを明確にした後、最良インプットを定め
て現地の人材育成と技術移管を図る方式をつくり成果を得ました。その一例、スタッフの
伝承内容を、下に例示させていただきます。
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この対策の後、現地指導の皆様の赴任期間は 1/3～1/5 化したわけですが、空洞化の対策は
グローバル展開企業に極めて重要です。その理由は次の例が示しています。
① モノづくりに支障が出たケース：数年前、中国生産が盛んになり、ある大手複写機メー
カー（K 社）が大半を中国生産に移行する中で SARS という風土病が発生したことがあ
った。K 社は急遽、日本生産側で対応しようとしたが、日本側に人も技術も失われてい
たことが顕在化したため国内回帰を進めた。
② 段階的に進める新製品開発に支障が出たケース：コスト削減の切り札ということでアジ
ア生産に 95%をシフトした結果、過去、現場提案を受けて新製品が創出されるデザイ
ン・インの機能が失われ、やがて、研究所中心の新製品開発だけでは、他社や海外に遅
れを取り、次々と新製品を出す状況に支障をきたした企業が多発している例が報告され
ている。
③ 海外指導に優秀な人材を投入した結果、国内が手薄になったケース：技術進展に必要な
人材不足で、国内が多忙となり、仕事の消化が出来ず、新製品開発や技術伝承に支障を
きたしている。
空洞化に加え、2003 年頃から日本では国内回帰が盛んになりました。その例は、海外生
産で原価を安くつくる目的で日本から中国やフィリピンに生産の主力を移した T 社の例で
す。2002 年の不況時に現役への影響は少なかったわけでしたが、PC は市場が回復したの
にかかわらず、大きく収益を下げる状況が露呈してしまいました。
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この例では、海外生産で原価は一時的に安くしたのですが、新製品の販売状況を量販店経
由、20 日締めで把握して、それから海外生産に注力する方式と、船便で 1.5 ヶ月、その後
に店頭に製品を出すシステムが、製品ライフサイクル短命化の時代に合わなくなった例で
す。以降、このような対象品は『国内回帰策』採られました。その理由は、次のページに
示したように、トータルコストで見ると、海外生産は固定部、変動部を国内生産で対応し
ない限り大損出となることが判ったためでした。
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今回のメルマガでは新たなグローバル展開の例を紹介しました。世界視野からグローバ
ル展開を進める例です。以下、多少詳しい内容を記載することにします。その理由は、地
球環境問題を中心とした取り組みが、国際的に発展国に属する日本企業の世界的使命と考
えるためです。「なぞ解きには先例を学べ！」という教えがありますが、下に示した例はあ
る意味で新たなグローバル展開の戦略展開例にしていただきたい例と考えます。
① 日本ポリグルの活動：大阪に位置する日本ポリグルは納豆菌の洗浄力をビジネス化した
企業です。世界には 40 億人年収 30 万円以下の最低所得層がいますが、も BOP（Base of
Pyramid)というビジネスモデルが要求されます。この取り組みは、「本当に海辺の住民
を救うには、援助金をいつまでも与えるのではなく、漁業や魚の食品過去を教えるべき
である」という格言にあるように、現地に適合した有効な産業の振興支援です。
日本ポリグルでは、2008 年にバングラディシュに小田会長がサイクロンで被害にあっ
た地で、池の飲料水にする水は汚染生活排水で汚染されているのを見て、ボランティア
で対策しました。ここでは、飲み水にヒ素が混入。現地に合った浄水システムを完成、
村人から歓迎を受けましたが、8 ヶ月後には、浄水システムに設けた蛇口が総て盗まれ
るという状況に陥りました。「一時的な利益欲しさに蛇口を盗んだ」というものでした。
そこで、小田氏は、水を管理販売しながら、浄化システムを守る対策を進めた結果 BOP
化も成功、今や、現地では水ビジネスと共に、小田氏の努力は神様的な扱いです。以降、
各国へ方式が知られ、水道事業が出来ずに困っている国を支援中です。
② トメアス農協の活動：地球温暖化が進む中で、近年の工業化で、アマゾンの森林伐採は
1970 年に比較して 2011 年には 18.2％・日本の国土もの 2 倍もの森林が消えるという、
深刻な事態が進行中です。そのようなアマゾンの物づくりを通し、森林を回復させなが
ら進める対策の一つがトメアス農協ワタル・サカグチ氏の活動です。対策は、単なる森
の復旧に似た形で農法を進める方式ですが、森林の中には一般樹木に交じってパパイヤ、
コーヒー、カカオなどと共に、アサイーという果実をつくる、森をつくる農業：アグロ・
フォレストリーという農法です。当然、緑と自然体系の復活はあるわけですが、市場側
がこの自然農法で出来た製品を歓迎しなければ単なる零細企業に終わるわけですが、フ
ルタックル社の長澤社長が参画、例えば、アサイーをジュースにして日本のコンビニ販
売を成功させ、508 万本もの販売を成功させつつあります。健康飲食ブームに高いポリ
フェノールが歓迎され、ジュースを飲めば飲むほどアマゾンの森の回復に貢献する仕組
みです。だが、森の回復に 30 数年の年月が掛かることを考えると、地道な取り組みと
言える例です。逆に、ある意味で緑を伐採しながら工業団地を造り、緑を減少させる工
業化は、世界的に物余りの時代を迎えた今、戦略的に産業の見直しが求められる内容の
一例と考えます。
③ 無印食品の海外委託工場：この取り組みは、農薬や有害な化学染料産業の廃液などで荒
れた海外農場で病害に遭う方の対策を図るため、世界での伝来技能や廃材となる材料を
編集、利用して、オーガニック・コットンを販売成功させた例です。具体的な内容は、
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無印良品がオーガニック・コットンなら 10％高い製品を買うことを約束、農薬を使わ
ない農家の増大を商品戦略の中核に置き、従来品からの切り替え進めた対策の一環です。
要は物づくりの現場と市場を結んで商品開発～従来の物づくりを変革してゆく戦略で
すが、オーガニックとなると、技術的に多くの問題の解決が必要になります。例えば、
ジーンズの草木染の対策には工場で出る廃材の利用が有効ですが、色落ちの対策に日本
で伝説の染色職人・京都で友禅を進めてきた森本喜久男の活動がありました。森本さん
は既にカンボジアでオーガニックの織物工場の支援を行ってきた方です。ご承知のよう
に、1970 年～93 年まで続いた内戦で、カンボジアの伝統技術も途絶えかけた状況でし
た。森本さんはこれを救うため現地に住み、伝統技術の存続と育成に努力してきた方で
すが、バナナの木を乾燥後、燃焼した灰を染色の色落ち対策に使う対策に活用して色落
ち対策を成功させるなど、多くの課題解決を国際的に編集した結果がここに結実した例
です。
以上、海外生産＋地球環境対策を進める新たなグローバル戦略となる成功事例を紹介し
ました。まだ、産業界の一隅を照らす明かり程度かも知れませんが、広がりを願う次第で
す。なお、大手企業にも新たな技術開発を手掛け、やがて、ここに記載した内容に似た形
で展開が進むことが期待される例を紹介することにします。同時に、この種の内容がグロ
ーバル対策の主軸になって行くことを願う次第です。
(1) Panasonc の CO２から燃焼ガス（メタンなど）の生成、光触媒で既に実験は成功。
(2) 清水建設の会場都市構想：2030 年には浮島、10 万人が住居可能、全エネルギーと食糧
だけでなく、漁礁も付加してやがて沈む南太平洋キリバスで適用が進みつつある。
(3) 藻から石油精製を進める企業：筑波大学・渡邊教授、デンソー、他
その他、太陽光発電と基地、各種の風力発電、植物工場、バイオ技術、医療、ナノバブ
ル利用オオマサガスの利用などが、この対象になるのではないでしょうか？ご関係の皆様
には、今後、早急に、技術開発、並びに、日本で育った世界と地球環境改善に役立つ技術
のグローバル展開を大きく願う次第です。
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A 社様

海外工場支援例

2013 年 11 月吉日
（有）QCD 革新研究所
代表取締役

中村 茂弘

拝啓
貴社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。また、この度は海外工場の管理者早期
育成に対しご相談をいただき、ありがとうございます。この面でお役に立てること光栄に
思います。さて、昨日のメールでは、M 様と、9 月 11 日にお客様とのお打ち合わせとのこ
とでしたので、「もし、実施の場合・・・」ということで資料を持参しました。また、要点
は、中村の紹介と、「何ができるか？」の内容でした。だが、お客様が支援ご希望の場合、
そのお話しの後、必ず、
「では、具体的にどのように進めるのか？」となります。このため、
折角、ご多忙中、10 月 11 日にお会いされるなら、
「原案」の形で、下記の内容を紹介され
る方式が、今後、お客様側でお話を煮詰める際に有効ではないか？と思い、下記をまとめ
ました。加除修正の上でお使い願えると幸いです（下記内容は、M 様の手元資料の形で下
記、送付させていただきます）。以上、参考資料送付まで、では、11 日のお返事をお待ち致
します。
敬具
記
１，

お客様のニーズの整理
アジアで 6,000 人（アウトソースを入れ 10,000 人規模）の企業を管理・指導される
現地の現場管理者の方々31 名のトップ・マネジメント力を早急に高めたい。

２，

ご紹介：本提案に対する海外工場の体質強化ステップについて
この対策はある意味でどの企業も同じ問題対策経過をたどります。その内容が以下
の内容ですが、今回の提案もこのステップの基本を踏襲する形で、原案を提案させて
いただくことにしました。その内容を簡単に解説します。まず、大切な点は、①企業
全体の活動に現地文化を生かし、
Materials（物＝設計段階の改善）

日本の良さを感じていただきな

改 善 積み上 げ
と技 術 向上 の状 況

がら、企業活動を進める。フィ
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

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

ロソフィ（社是の具体的理解と
活動とのリンク）です【人の気
持ちを一つにする活動】。これが

Methodsレベル（方法の段階）

できると②仕事の仕方を指導

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

（技術移転）と管理体質をスム

Men & Womenレベル（人のレベル）

ーズに展開するために必要な責

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

任体制と各人の仕事の役割と進

製造現場における積み上げ改善の手順

め方、コミュニケーションの強
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化【方法の段階】に進みます。今回支援する提案内容は、第 1 期という形（半年）でこの
①と②の段階です。これで、管理体質と共に、誰が、何を行うか？が進んだ段階で次に、
③仕事のレベルや内容を計測～定量的・科学的改善へ向ける対策という対処が必要です【重
点課題を日本のリーダーがお手本を見せ、現地の尊敬を得る対策】。これが、第 2 段階の重
点問題解決法の理解と各種改善手法の駆使と対策ですが、後半の半年はこの対策を支援さ
せていただく案にしました。なお、この手順は今まで支援してきた企業に共通であり、こ
の手順をたどらない企業は、必ず、手順前後で対策を後戻りさせて対策を進めてきました
ことを注記させていただきます。
提案は 1 年の支援です。その後は、御社のご事情により支援が必要なら相談させていた
だきます。したがって、④以降は簡単に解説させていただきます。④設備化の段階：原価
低減とノウハウ保護のため、ローコスト化を進め、IT と設備にノウハウを蓄積保護する対
策。⑤現地に向く新製品開発を具体化させると同時に、現地管理者を中心にグローバル対
応を進める。なお、同時に日本側の企業では、マザー工場として現地をはるかに超えた製
品づくりと、日本でお手本になる新産業展開に関係者の力量発揮を図るとなります。
ここまで、記載の内容を進めるためには、工場体質改善を系統的に進める地図が必要で
す。この資料が A1 版でお渡しした生産技術 MAP であり、中村が米国で 5 年は赤字で苦し
むはずだった企業を 1.5 年で黒字化した図です。構成を簡単に解説します。「地図なき航程
は彷徨である」と
いう言があります

② 生産性ダントツ化に必要な生産技術MAP
目的：中期計画を具体化するため、①各工場に適合する数値目標の見直し設定を図る。目標達成
具体化のため、②生産・製造・管理技術面でレベルアップが必要な内容と、最適手法選定を
行い、一流・異業種他社情報を参考に各工場に合った対処と一流化のための状態目標を設
定する。この対策の後、①②の具体化のため、全員参画目標達成体型を明示することにな
るが、このために必要な、③人材育成手法の抽出～体系化を図り、全体をＭＡＰ化する。

①

状態目標の設定

⑥
⑤

中期計画具体化
ステップの設定

でなく、トップ・
マネジメントは限
ら れ た 人 ・ 技
金、時間の中で最

中期計画
具体化策
まとめ
注釈：○Ｎｏ．は手順を示す。

JMA提供
一流企業情報

じです。海外だけ

術・・・設備と資
④
⑦

③

① 各工場の個性に合わせ
技術改善項目の設定
③
② 一流他社情報などを
参考に状態目標を設定
③ ベンチマークと達成内容
をＭＡＰに明示～評価・抽出
②

中期体質革新計画

① 各工場の個性に合った
管理項目設定
② 同業他社や他職場比較
③ 革新戦略の配慮設定

ベンチマーク具体 化のための
チームフォーメーションの策定

御社
事前検討
ご準備資料

数値目標の設定

が、産業界でも同

人材育成方式設定と全工場活動体系の整理
①②具体化のための手法と担当を決め組織的運営の基本案を策定する

良のアウトプット
を具体化させる対
策です。特に企業
においては、他社
にまけない経営指
標の具体化【数値

目標】、また、それを具体化させるための【状態目標】の項目とベンチマーク（現場管理力、
業務や生産性改善力など産業界のレベル評価と達成目標）、状態目標向上を誰に何を担当～
努力していただくことが企業という組織（チーム）力向上の具体化となるか？を人材育成
MAP で示して、個人の成長を会社への貢献度と共に「見える化」させる対策が必要です。
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当然、このガイドは中期（2 年程度）の企業体質改善＋儲かる仕組みづくりと共に進める策
が重要です。このため、今回は第 1 期（半年）でマネジメント力強化、後の半年で「部下
は上司の後ろ姿を見て育つ」の言を実現させるため、重点テーマを率先垂範という形で示
せる技術知見と指導力強化をメニューにしました。どの国においても、トップ・マネジメ
ント力とは、（1）儲かる仕組みと対処すべき重要課題を定量かつ具体的に示し、自ら先頭
に立ちブレないで日々、実現へまい進する。（2）（1）を達成するため最適な組織（職場の
壁や階層を超え、早期・具体的にアウトプットが出るチーム編成）を具体化させる。この
ために、（3）重点テーマの中から、お手本を示す形でトップ・マネジャー自らが活動して
実績を示すと同時に、仕事を通して現地マネージャー育成の実を示す（含む、信頼と尊敬
を得る）という内容になります。
３，

研修支援の在り方
この種の支援は次のスタイルが望ましいと思い、研修・支援の内容を構築しました。
① 短期間にアウトプット（成果）創出が具体化されることを先に決める。このため、
研修（案）は、その構成で提案させていただくことにしました。
② 土曜を使った１日集合教育の前日は、習ったことを実践し、課題などを持つ相談者
（グループ）に相談を持ち、習ったことの習得内容のフォローと進め方のコツなど
を実務指導する。
③ 研修の前に、自習願うビデオや書籍を提供、各人で勉学していただき、一般論や企
業事例は独力で学びながら、各人の企画・実行計画書を作成願い、それを具体化す
るツールに①と②を活用する。
今回、全体研修が土曜日の１日とすることを考えますと（研修日は当方への費用支払
は●●万円（税込、移動費、宿泊を除く）、②は、前日の午後を利用すればよく、内容
はコンサル的ですが、半額程度で良いと考えます。

４，研修内容：

次ページに記載させていただきます。

（１） 第 1 期の目的と実施事項
①

目的：海外工場管理に必要なマネジメント力を身に着ける。

②

実施事項：儲かる仕組みづくりを企画して、各人の役割と仕事の明確化する。

③

付帯事項：現地管理者を具体的に指揮指導する企業体制のリフレッシュ化を
図るため、各人の役割担当、コミュニケーション・システムの見直し機能の
純化を製造現場管理の 6 大能力具体化策として企画・実行計画化する。

（２） 第 2 期の目的と実施事項
① 目的：品質・コスト・納期対策を中心に企業の重点課題をリーダーとして具体
的に進める技術を実践～指導する力量を高める。
② 実施事項：５S によるムダ排除と改善意欲の醸成、不良・故障・ケガゼロ対策、
作業改善と標準化対策～スキル MAP 対策、生産管理
③ 付帯事項：率先垂範の形で成果を示し、尊敬される管理者像の具体化を図る。
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５, 研修支援メニュー（案）
表２：第１期（案）「海外工場管理に必要なマネジメント力強化」
回
１

２

３

研修項目

主要な研修の項目

企 業が 儲かり 発展 へ向

① ワンペーパーして使う BS/PL

海外経営者が全員知

けた企画・実行計画作成

② 経営数値ベース改善策発掘法

って駆使する経営分

（経営目標の明確化）

③ 全員参画予算達成の「見える化」 析の理解と活用

眼で見て示す、現地文化

① 現地人が抱く問題と要求一覧化

現地人がいだく問題

と日本技術融合対策

② 目に見にくい問題整理・対策法

や要求を図化の後、

（フィロソフィ対策）

③ 全員参画改善への指針融合対策

社是と一体化改善へ

管 理の 仕事の 明確 化と

① 管理部門の時間分析と管理業務

目に見にくい管理の

各 種コ ミュニ ケー ショ
ン対策
（現地文化の理解と、日

の役割・アウトプットを明確化
② 会議や連絡、教育など、コミュ
ニケーション・システム適正化

本文化の実務的融合化） ③ 企画・実行計画作成術習得
４

仕事の明確化の後、
職制の仕事、役割、
連絡指示体制の強化
を図る活動を企画

現場管理・改善のための

① 6 大能力の理解と活用

現場管理の基本を学

6 大能力の理解と活用

② コーチング技術による現地の方

び、実際の場で活用

の持ち味、自主改善・育成力強

可能な指導、問題解

化を図る。

決指導法を実務演習

（人間関係の融和対策）

５

求めるアウトプット

意思決定の効率化対策
（ ６つ の意思 決定 見え
る化対策～活用）

③ 現地の問題対策への活用

する

① NASA 開発 KT 法の理解と活用

NASA で研究開発し

KT 法：ｹﾌﾟﾅｰ・ﾄﾘｺﾞｰ法
② 会議や打ち合わせなどのワンペ
ーパー見える化対策
③ ３回②の中身のシステム化対策

た管理者の意思決定
を演習で学び、各種
の決定に権威を持っ
た指導と育成へ

【付加事項１】研修に関して各人が自習願う事項の例：
下に、紹介した書やビデオは海外生産のマネージャーの基本とされる書です。研修では
簡単に要点をお話しする程度で、自習をお願いしながら、上記 1 日研修の補完を願うこと
にします。
（１） 映画「ガンホー」
：海外生産に当たって現地人との齟齬発生～対策を学ぶ。ビデオは
提供します。
（２） 上杉鷹山の経営術・PHP：故・ケネディ大統領が米国蘇生のお手本にしたことで産
業界に知られるマネジメントの基本書、火種論と中期計画の策定と方針を貫く点が
海外生産で基本とされるため独習願う。
（３） 著書「もしﾄﾞﾗ」：ドラッガーの経営管理を実務でどのように展開使用するか？が記
載された著書を独習願い、産業界が手本とするトップ・マネジメント手法を学ぶだ
けでは役に立たない。どのように、使って行くかをサンプル学習願う。
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（４） 著書・稲盛和夫著「ゼロからの挑戦」PHP：JAL を 1 年で黒字化した内容を基に、
異なる企業から来たトップが実践面で何を進めたか？また、フィロソフィへ一体と
なって、現地の方が自ら考え、行動するようになるための誘導法を学ぶ。
（５） ニトリの海外生産：仕事学のすすめ（NHK）より、現地人を育て育成するコツと現
場管理の要点を整理する。
【付加事項２】研修のフォローと問題などの支援
研修は土曜 1 日であり、前日に移動するため、研修後に習ったことを実施した内容に対
し、フォローや、各グループ、各人の相談などがある場合に対応させていただきます。
表２：第２期（案）「品質・コスト・納期対策を中心とした重点課題解決・指導力強化」
回
１

２

研修項目

主要な研修の項目

海外工場の現場管理・改

① 経営直結型５S の習得

自分の職場を自ら改

善の基本「５S 改善の進

② 現場撮影・写真改善法

善して生産性、品質

め方」

③ 改善活性化対策の実務

向上の基礎とする。

不良・故障・ケガを出さ

① 事実分析の基本と原因の除去

問題の兆しが出た段

ない対策の進め方

② QTAT による即時問題対策法

階で問題の発生を防

③ ヒューマンエラー・ゼロ化対策

止する実務的な対策

と現場管理
３

４

５

求めるアウトプット

技術伝承と標準化対策

作業時間の分析と改善

総合的生産管理

法を習得・活用する。

① 戦略的技術伝承・教育法

習得術を中心に費用

② ビデオ利用とスピード改善

と時間が少ない技術

③ 標準作業と仕事・スキル評価

移管対策を図る。

① 工程分析による仕事の改善

ビデオを用いた標準

② 動作分析＋レイティング対策

時間設定法を基に、

③ 眼で見る標準化とノウハウ保護

効率化と管理充実へ

① 生産管理と現場管理

第 2 期１回～4 回を

② 多能化・変動対策

総合化して第 1 期の

③ P-D-C 管理と現場管理の見える

中期計画具体化の促

化～レベル向上対策へ

進に直結させる。

【コメント】今回のご要求は、短時間で 31 名の日本の管理者・キーマンの育成を図りつつ、
具体的な経営効果を挙げることが要点となります。このため、是非、アウトプットを
先に決めた手法投入が必要と考え、今まで支援してきた各社の取り組みで成果を得て
きた内容をモデルに案の作成としました。この種の内容は本来、お客様のニーズや問
題把握を見て作成するものですが、お客様がお抱えの問題の早期解決をご検討願う資
料（題材）としてまとめました。
以上
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