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はじめに
書店に行くと間接部門の改革を挑発的な記述で売る書が多い。しかし、個々
人が一つの技術として、また、ご自身の人生を豊かにする目的で科学的に間接
業務を改善する書は少ない。そこで本書では、実際に筆者、並びに、関与した
方々が実施、語った内容をまとめ、Web による無料公開をすることにした。下
に示した対策を中心に、「工場において仕事を進める皆様が、自ら、ご自身の
仕事の価値向上に役立てていただきたい」と願うからである。
① 間接業務の仕事の質の向上とスピードアップを図る。
② タイムリーに良質の情報を関連部門に伝達し、スムーズな業務展開を図る。
③ 創造的、価値の高い仕事を創出し、個々の人材育成と人生の喜び、人格等
の人間形成に貢献する、といったテーマ追求の一助とする、
以上が本書の狙いである。読者の皆様には、是非、本書を利用され、お仕事
の価値をあげ、有意義な会社生活と共に、人生の幅をも広げ、自己育成に役立
てる一助としていただくことを願う次第です。
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第１章

間接業務改善への個人的ニーズ

１－１，間接効率向上へ向けた個人的ニーズ（過労死打破へ体験談）
企業が困ってリストラという最終手段で強制執行する対策は別として、筆者の実務体験
を基にすると、間接効率向上という仕事を科学的に改善する手法の適用は従業員の個人ニ
ーズ(本音)が前提となる。そこで、恥をしのんで、筆者が 35 歳頃、日立金属㈱本社・技術
本部に在勤していた話から、「自ら、なぜ間接業務を改善する必要があったか？」という体
験談を紹介させていただくことにしたい（なお、その要点は図 1-1 のような状況だった）。

「若手のホープ」と言われ
朝7：30～11：00まで毎日仕事

名医の宣告
「血圧、心臓負担で
10年持ちません！」

運動不足と、欲求不満で
食べ過ぎて、85Kgのデブ

ショック！
運動を開始

① いつもやるべき
と思っていた仕事が
机上で涙していた
② 誰もやらなくて良い
仕事は誰もやって
いなかった。
③ 誰かがやるべき仕事は
戻ってきた。

アキレス腱切断
初めての救急車
で外科手術

一体、私は何なのか？

図1-1 筆者談

当時、筆者のような年齢層を、産業界では「若手のホープ」とか、「企業戦士」という名
で呼んでいた。とにかく多忙、企業では中堅なので、「使い勝手の良い世代」という言にあ
るように、多くの業務を抱える毎日だった。ちなみに、抱える仕事は、懇親会の幹事、労
働組合の役員や職場長～本業である生産技術部の各種の仕事だった。また、就業規定では、
勤務時間が AM8:45～17:00 だったが、筆者の業務実態は、7:30～21:30 過ぎの毎日だった。
このため、若くても疲れ、土～日は疲れて貯め寝といった状況で、終日布団の中だった。
しかし、会社では「中村に頼めば、聞けば、何でも OK」という感だったため、本人として
は張り切って仕事をし、多忙だがやりがいのある会社生活だった。また、技術本部だけで
なく、他部門からの各種要請に対しても対応する仕事だったため、本人的には、会社で強
い存在感を感じ、仕事に没頭していた。
だが、1 日中会社づけ、しかも、運動不足のため 165cm の身長で体重が 85 ㎏（適正体重
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は 60Kg 程度）になってしまった。このため、高血圧と糖尿病の兆候が出て、医者の勧めに
より、あえて時間を割き運動をする決断をした。「中学生の頃に多少かじった剣道が良い」
という選択をして目黒の中央体育館へ通い始めたわけだが、3 回目の土曜日、十分な柔軟運
動をして稽古をしていたにもかかわらず、中学時代の友人が「中村君、もう 1 本！残業で
稽古を、
・・」という誘いで終了後の稽古を開始した矢先、アキレス腱を切断した。最初「誰
かが、後ろから私の足を竹刀で打ったのでは？」と思った。しかし、そのような状況はな
かった。この時、とにかく、頭の先まで衝撃が走る痛さで稽古は中断したが、この時はア
キレス腱の切断の自覚がなかった。足に違和感を覚えた状況で、友人には試合稽古を断り、
指導者室に向かった。当時、剣道を指導される先生にお医者様がお一人おられ、この先生
が「中村君、足を見せなさい」とのお言葉に「よろしく」と、見ていただいた。すると、
「中
村君アキレス腱が飛んでるよ！」との言に、頭の中は突然、真っ白となった。
早速、救急車手配、人生で初めての経験だが病院への救急搬送となった。当然、どこか
外科に運ばれると思ったわけだが、救急車におられた方が「アキレス腱切断治療に予約し
ている病院は？」との問いに、筆者は愕然とした。救急車が来れば自動的に救急病院に運
んでくれると思っていたためである。当時、土曜は、ほとんどの外科病棟が休日である。
このため、救急車のスタッフの方がいくつか電話で探していただいき、ようやく「N 病院
が受ける」ということで手術のため運ばれることになった。だが、とっさに気になったこ
とは「私のせいで月曜からの業務が止まる！」という思いだった。そこで、無理を願い、
救急車の電話を借りて上司へ連絡した。幸い、電話が通じた。上司もあわて、
「今から行く。
手術は待たせろ！・・」となった。このため、医者を待たせる形で手術、3 時間の引き継ぎ
の後、「安心して任せろ！」という上司の声と、いつも仕事を手伝っていただいてきた女性
の言で安心し、手術開始となった。なお、この時、待たせたお医者さん、「とんでも無い患
者だ、君は、自分の身と仕事のどちらが重要と考えているのか？・・・」と言っていた。
筆者は、仕事を引き継いだ安心感と麻酔で、意識がすぐに遠ののき、手術は終わった。な
お、手術後、食事に起こされ、何とか食事する以外、3 日間死んだように寝た。事後談だが、
後に医者に聞くと、「どのように準備運動をしても、寝不足がアキレス腱切断に最も大きい
影響を及ぼす」ということを教えて貰ったが、これは、納得のゆく状況だった。
このような処置と共に、ギブスをはめ 21 日後に退院となった。時は、4 月初旬である。
当然、松葉つえをついて出社した。よちよち歩きで、汗びっしょりで会社へ到着、自分の
席に向かい、筆者は机の上を見た途端、涙が止まらなかった。その理由は、図 1-2 に示した
ように、「人生は一度であり、いつか手をつけなければ、・・・この仕事こそ、私が人生を
かけ、未来の会社と自分のためになる対象である」という仕事が私に語りかけてきたから
だった。いつも帰宅前、
「今日も雑務に追われ結局手をつけられなかった。仕事が筆者に話
しかけたためである。明日は何とか」という繰り返しをしてきた仕事は「私とあなたの人
生をどうするつもりなのか？」訴えていた。この時点では、まだ関係者は出社ゼロだった。
このため、幸い、私の涙は誰にも見られなかった。だが、しばし、自分とその仕事の無言
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の対話をした。
その後、「やあ、戻ったな。頑張れよ。・・・」の言葉と共に皆が出社してきた。また、
かつて行っていた仕事も戻ってきた。だが、まず、多くのご迷惑をお掛けしていたことに
謝罪と感謝に巡回した。多くの方は「人生にはそういうことはあるさ、・・・頑張れよ」と
いう言葉の繰り返しだった。この時、「自分がいなければ会社で困っているのでは？」と考
えたが、その片鱗も無かった。この時、「冷たいようだが、会社というところは、俺一人欠
けても全く困らない活動ができる仕組みが動いている。『企業戦士』と言われ、「いなけれ
ば困るはずである」と思っていたのは自分だけだった」ということを知った。これは、当
然の状況だと思う。会社という組織は 1 人欠けて機能しなくなったら、何とかする組織体
である。そこで、「自分の存在とは？」と考えた。また、この考えで冷静に今まで行ってき
た仕事の状態を評価すると、①余り意味が無いと思っていた仕事は誰もやっていなかった
ことが判った。さらに、②どうしてもやる必要のある仕事は分担して関係者が処理してい
ただいていた。だが、③私が残してきた、価値ある、しかも私にしかできないと考えてき
た夢のある仕事は何も変動がなかった。図 1-2 は、過去学んだことを図化したものだが、
（1）
人生には 4 回の転機がある。四回目は墓場に入る時だそうだが、定年時に会社で価値ある
人生を過ごしたか？が企業生活では、個人として最も重視する問題になるという教えであ
る。
（2）この価値を決めるのは、
『自己責任』という言葉であり、
（3）夢と希望を持った地
図を若い内につくり達成した実績がその評価となる、という示唆だった。

人生模様

幼少期 → 転機

個人的に
価値ある
内容
見通し？

社会人生活

入学

→

転機

１日８Ｈｒ＋残業２Ｈｒ
＋勉強２Ｈｒ
＋行き帰り・交流２Ｈｒ
＋睡眠８Ｈｒ → 残２Ｈｒ程度

会社と
社会へ
の貢献？

内容 ：夢と希望

ゆとりと睡眠
仕事

図1-2 個人の仕事と価値評価
この図を反省材料に使うと、ケガで入院する前の私の人生は“多忙”忙＝心＋亡は「心
は死んでしまっているが、人が見ると活動が盛んに見える人」という状況だった。その後、
片足を引きる歩行が通常歩行になるまで半年ほどを要した。当時、体の回復は若さのため
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か？思っていたより早い経過だったが、しばらくの感、心はボロボロであり、あてどの無
い旅をしているように思えた。しかし、若い肉体は心も回復を見せた。また、筆者は仕事
に対する考え方を大きく変えた。体が思うように動かなかったことが、頭を使う工夫を促
したようである。特に、この時、「企業人生をムダにしたくない」と考え、「まず、時間は
仕事の影なのだから、ゆとりを生みだし、未来の夢の実現に邁進しよう」と思ったことは、
今も大きな変革だった。当然、現在の仕事に支障を来しては、皆に迷惑をかける。そこで、
そのための具体的行動を次の内容と定めた。
『高野のしら袴』という言葉がある。当時、筆者は製造現場のムダ排除を行う手法：IE
（Industrial Engineering ）の教育を進めていたわけだが、以下に示したように、
「IE を
自分の会社人生に適用する」という方式を採った。
① 意味の無い仕事は切る。もし、手を付けても、アウトプットを定め最小の工数で処理す
る策を駆使する。
② どうしても、やらなければならない仕事は半減以下の工数目標を定め、大改善する。
③ 自分と会社に価値ある仕事は、①、②に先行して 1 日何時間と先に決め、必ず実施する。
また、1 日の行動記録を取り、目標達成状況を評価～フォローして確実な成果を得る。
筆者はこの 3 点を行動方針に定め、ムダ排除により③の仕事の比率を高める策に入った。
「自分の人生は自分が責任を持つ。増してや、子供と女房の人生も受け持つ身である。そ
うなると、この種のことはバクのように姿の無い夢を食うムード的、具体性の無い取り組
みで行うべきでない」と考えた。当時、85Kg というデブから脱皮の課題もあり、ダイエッ
トのため、毎回行うカロリー計算と共に、仕事のダイエットは予定と記録を、表 1-1 のよう
な分析と共に進めた。自己管理を開始する活動である。ちなみに、図の時間分析だが、そ
の手順は、(1)帰社前に本日のアウトプットを決める。(2)自分の時計を基に、着手する仕事
は目標時間を決めて、実施内容を記録する。(3)仕事を進めながら改善を考える。(4)実施し
た時間と改善を記載する。(5)1 日の集計を行い、反省と対策を図る、という一種の目標＋
自己管理法である。
注記：当時、もうひとつ記録をする必要があった対象にダイエット対策手帳があったが、
このダイエット対策は、URL：qcd.jp に掲載しているので省略した。現在、体重は 61Kg
だが、対策後約 30 年間同じ体重を維持している。
先に解説のように、このような時間分析は、IE（Industrial Engineering）手法を自己管
理に適用したものである。その結果、その後、IE 他、工場管理技術の習得と実践が、現在
の仕事の基盤強化となったわけだが、もし当時、アキレス腱の事故が無かった場合、多分、
私は過労死で今のような仕事と発想を持たない人生を過ごしていた。
この取り組みと、3 ヶ月ほどの努力で、①の仕事に要する時間は 1/10～1/20 程度に改善
した。また、②のどうしてもやらなければならない仕事も合理化して 1/5～1/10 化した。こ
のため、③は 1 日 2～3 時間を確保しつつ定時帰宅も具体化させた。この体験から得たこと
は次の 3 点だった。
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(1) 仕事はアウトプットを決めてから、的確なインプットを図るべきこと。
(2) 時間が掛かる仕事は「技術が低い」という評価をして改善すること。
(3) このような項目の実践で、仕事に関しては記載した事実を基に語るクセとムード的、無
意味な抽象論は重視しない行動が習慣づいていった。
① 本日目標とする内
容や経過を書き今日
の活動意義を示す。

表1-1
図表５－９ 個人別時間分析表の記載例
個人別時間分析用紙
氏名：

月日：

8:0
9:00 0 （例）朝礼
10:00
11:00
12:00

電話対応

本日の方針：

メール整理

本日のアウトプットと時間値の目標

17:00
14:00
15:00
16:00

18:00

② 今日行う仕事の内容
とアウトプットを主要
項目として記載する

19:00
20:00

③ 自分の時計を用い
て掛かった実績
時間を記録する
同時に、改善点も
メモする。

本日の苦心と反省点

④ 仕事を見直して、
改善すべき項目と
要点を書く

上司コメント

改善点：

① 上司コメントと目標達成状況
の支援とフォローを願う。

⑤ 月間実績時間に日々の時間集計値
と改善内容を記載して改善効果を
把握しながら、更なる改善を進める。

多分、産業界では理の当然とされることだが、
「自分の人生は 1 回しかなく、価値と責任、
有効な送り方をするか否かは自己責任」とある先輩の教えや、「どのように有能で親切な上
司を得たとしても、多くの間接業務において、他人のコーチや指導の下で仕事をする例は
稀である」という教えを、身を持って学んで行くような気がした。さらに、
「間接業務とは、
この自己管理集団の集まりである。個々人の時間管理が組織の生産性を決め手となる」と
いうことを悟ったような気がした。
以上、筆者のつたない体験談を紹介させていただいた。ここに、恥を忍んで、あえて間
接効率の題材として記載した理由は、①真に個人的なニーズが無い方に間接効率化の話を
しても意味が無いと考えたためである。また、②間接効率化の対策は個人の発想転換や自
分の人生を大切にするという、基本的な条件が無い限り着手する動機付けにならないと思
ったからであり、③個人や間接効率化の対策を進める前に、「会社における活動の中で個人
と会社が進展するためには、『自分が達成したい理想と目標が先に明確化しておく必要』が
あるということや、企業が期待する両者の要求のマッチングが重要！」と考えたからであ
る。
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１－２，目に見にくい『間接業務の生産性』を国際評価
間接業務効率化は技術向上とムダな仕事の低減が中心となるが、ここで、IE が提唱する、
「時間は仕事の影である」という内容を詳しく解説することにしたい。図 1-3 がその状況を
図化したものである。この図が意味する内容は、時間は結果であり、その大小を決めるの
は、①技術の高さと、②仕事の手順がその要素である。従って、一生懸命に仕事をする前
に、我々は間接業務と仕事の中身を直視して、①と②の状況を分析し「同じアウトプット
であれば、技術を上げ、ムダを省き、短時間で仕事を仕上げ、ゆとりの増を図るべき」と
いう示唆である。

時間とは？
技術の高さ

時間は仕事の影である。
改善対象は①技術向上と
②仕事の手順の改善です。
ムダ
ムダ
ムラ

原価改善
成果

ムリ
ムダ

結果として
得られる原価

図1-3 時間と仕事・技術の関係
「日本人は勤勉だ！」という言葉がある。だが、時に、これは注意すべきである。筆者は
この言を否定する気持ちは全く無いが、冷静に、「仕事の生産性は？」と問うと、国際的に
一流では無いためである。
（（財）社会経済生産性本部が調査・公開したデータ 2004 年の国
際比較でも、日本の間接の生産性は 19 位であり、とても一流と言えない状況だった）。で
は、その内容を解析したマンデル博士提唱による、解析の一例を紹介することにしたい。
先に、筆者の体験談を紹介したが、先の体験から、筆者は間接の効率化対策に関心が高く
なった。また、「では、どのような切り口から間接業務の生産性向上を図るべきか？」につ
いて模索する日々が続いた。幸い、このような時に、日本における製造現場の生産性向上
に的確な示唆を与え、日本の生産性向上のご指導に当たられた師として有名なマンデル博
士に質問する機会を得た。マンデル博士は日本の製造現場改善する方々を指導して「4 倍の
生産性向上対策」をご示唆された師である（この内容は URL:qcd.jp に紹介中『IE 手法』
図 3-13 と共に解説済み。関心がある方はご参考下さい）。このため、1980 年代には「日本
の製造業の生産性は世界に勝る状況になった」ということで有名になった著名な指導者の
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お一人である。このマンデル博士が、1980 年の末、名古屋で講演され、筆者も参加の機会
を得た。当時、生産性向上に指導的な活動をされていた名古屋大学教授・熊谷先生がコー
ディネータとして参席されておられたが、筆者は「マンデル先生、製造現場の生産性は、
先生のご指導で短期間に国際的レベルを達成したようである。だが、似た形で日本の製造
業における間接部門の生産性向上策をご指導いただけないでしょうか？」と質問をした。
この質問に対し、マンデル博士は、熊谷先生と共に答えられて内容が図 1-4 であり、その内
容は驚異的なご指摘だった。「間接は情報を処理する工場としてとらえると、４つの切り口
で評価しなければならないが、欧米・一流企業ビジネス関係者の仕事の仕方と比べ１／５
である！」という驚異的な数値を提示された。

仕事のプロは
材料と手際を見る

材料の吟味

結果が生まれる

調理の手順（プロセス）

原因があって
マンデル博士と熊谷教授の解説：２０年前名古屋の講演会で
良い課題
課題に
仕事の
時間利用法と
の
× 取り組む × 早さ
× 道具の活用法
選び方
手順
準備~会議
ＩＴ化を含めて
１
１
１
１
＝
×
×
×
１．５
１．５
１．５
１．５

生産性 ＝
１
５

図1-4 「間接業務は情報を料理する工場」という視点
その後、筆者は KT（ケプナー・トレゴー）法の指導資格を取得する研修で、NASA で同
じような解析を進めてきたことを学んだ。KT 法は NASA でアポロ計画を策定開始時に『思
考と意思決定の生産性』を社会学者と心理学者が担当になり開発に当たった手法である。
読者の皆様には既にご承知の通り、NASA における間接効率改善に対するニーズは故・ケ
ネディ大統領時代、旧ソ連が米国に先行する形でソユーズを宇宙へ打ち上げ成功に伴い、
軍事的な勢力バランスが崩れ第三次世界大戦の危機があったためである。要は、ペンタゴ
ンを中心行う意思決定の遅れが危機を招くという判断から、宇宙開発が精力的に進められ
た一環に KT 法の開発も進められた（意思決定の効率化対策手法については、再度、後の章
で詳しく解説することにしたい）。
NASA における間接部門の業務解析は図 1-5 であり、この図は、先に「間接部門は製造工

7

場に似た形で情報を加工する部門」という考え方だった。また、その後、情報を加工して
使って行く中にあっては、図 1-6 のような概念が必要であることが企業で研究されていった。
経験・習慣・社内基準・システム～第六感

まとめる・
示す準備をする

考える・
判断する

整理し、使いやすくする

集め
しぼり込む

情報を
集め
考える

行動に役立て、成果を得る

よい情報・
必要・
重要・役立つ

加工する（ 付加価値をつける ）
必要な情報を
必要な時に必要なだけ集 める

社会の変化
顧客のニーズ
需要
ライバルの動向
・・・
技術の変化
・・・
法の変化
地球環境
・・・
その他

反応が
フィードバックされる

図1-5 「間接業務は情報を加工する工場」という見方
仕事には３つの見方と
３つの区分がある！
【仕事の３つの見方】
①正味＋②ゆとり
＝仕事の時間

大切な考え、
「仕事の３つの区分」とは？
③ 改善しないで
無理を押し込む行為を
「労働強化」 と言う！

① ムダを省く
対策を
「改善」
ムダ
と言う

③ムダ（排除すべき）

取り

改善すべ
きムダ
50%

正味
50%

問題対策の方法
① 事前検討（ゆとりが必要）
② 発生時点対策
③ 事後処理
事前検討は事後処理工数の1/10！ ② やるべきことをやらない行為を
「 手抜」 きと言う！

図1-6 間接業務における仕事の扱いと“ゆとり”の大切さ
以上、概念的な内容で恐縮だが、間接業務の捉え方と国際的に見た生産性、並びに、生産
性向上の要点を例示した。
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１－３，個人と企業(集団)、組織における仕事の機能
工場間接では、人が集まり（または、集められ）、組織を構成して企業が目指す目標の達
成へ努力する機能を持ち、活動している。ここには、お客様や工場で生産する方々や関連
企業の方々など多くの方の関与が関係する。なお、この種の「組織の構成論」に対する解
説は別の書をご覧願うこととして、本書が目的とする『間接業務の効率化』に限定する範
囲で、個人と企業と、そこで活躍する方々の仕事の機能を整理することにしたい。
（１） 組織と個人
団体スポーツに例を見る通り、強い集団、大きく価値ある成果を示す集団は、必ず、下
に示したような条件を持っている。
① 勝つ(高収益を確保するに足る)戦略と戦術を立て、達成に絶え間ない努力・活動を
進めてきた。
② 適材適所で役割担当を担い、人と技術力を駆使してきた。
③ 顧客を含め周辺から賛同を得る活動と成果を示す各種の行動を実践し、納得の行く
活動と各種の成果を産物として具体的に提示・産出(アウトプット)してきた。
また、特に間接部門においては、次に示すような活動が背面に存在し、その程度が上記
①～③の要因になっているとされてきた。
(1) 間接業務（仕事）の質の向上とスピードアップを図る。
(2) タイムリーに良質の情報を関連部門に伝達し、スムーズな業務展開を図る。
(3) 創造的、価値の高い仕事を創出し、個々の人材育成と人生の喜び、人格等の人間形
成に貢献する。
そこで、以下、読者の皆様には釈迦に説法的な解説で恐縮だが、この種の組織的な活動
の円滑化のために、「組織と個人」の関連を『和と同』という言を整理することにする。
日本には『和すれば彊し（強の旧字）』という名言がある。この言葉は、数学では１人＋
１人＝２人だが、組織体の成果が 3 倍にも 4 倍にもなる例を意味し、これが『和』である。
だが、この言葉は正しく理解しないと『烏合の衆』に変化する。人の集まりはあるが、何
も成果が出ない状況である。人は、これを“同＝同化(相互にキズだけをなめ合い、もたれ
合って成長にチャレンジしない集まり)”という。『和』と『同』は似て非なる活動である。
『和』：実力ある者が徹底的に意見をぶつけ合うことを理解し、話し合い、協力しながら 1
つの結論を得ていく取り組みである。3 本の矢が折れない！という毛利家の伝えも、
「強い矢が 3 本助け合うから強い」という教え。
『同』：論争や勘定の争いを恐れるあまり、他人の意見や感性の動きに気を使い、正しい結
論、チャレンジブルな目標達成よりも仲よくなることを主として、下のレベルへ同
化する現象を言う。このような組織体では、関係者が意見の衝突を避け、常に楽し
くなることのみに気を使う行動をとる傾向が強く出る。
和／同は、一見、似ているが、全く別物である。工場の間接と団体スポーツ競技は異分
野である。だが、側面から見ると、活動の性格はここまで記載した内容に似た特性が発揮
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され、どちらかというと、スポーツの集団特性は素人にもとらえ安いため、企業における
集団特性を評価する際に“たとえ話”として用いられる例は多い。では、そのような一例
を紹介することにする。
スポーツにおける優れた集団競技に例えると、「良き監督と課題・目標を持ち、一人ひ
とりが高い実力を持ち参画し、有効なマネジメントシステムが発揮することが高い成果創
出につながる」という内容になる。また、この要件と構成は企業における組織的活動にそ
のままあてはまる。そこで、図 1-7 に個人と企業の関係を示し、以下、多少の解説を加える
ことにしたい。
一体化して活動

お客様
のため
会社の
発展のため

高める

家族と
自分のため

仲間
仕事を
見直す

力量

改善する

個人
経費のムダ

コミュニケーション面のムダ

事前検討不足のムダ

仕事のやり直しのムダ

仕事の手順のムダ
モノづくりで一流を追求する！

仕事停滞・待ちのムダ

図1-7 個人と企業
『企業は人なり』という言葉がある。この内容は「一人では何もできない。だが、一人
が始めなければ何も起きない」という個人と集団の活動の在り方を示す言である。「では、
その具体策を」となるが、 その要件を、かつて JMA では、数年にわたり『小集団マネジ
メントの研究』ということで関係者が調査～検討し、結果を以下のようにまとめたことが
あり、そこで結論づけられた内容は以下のような要件となった。
① 個人の成長：自主性を尊重し、個性と創造性を発揮して、自己啓発・相互啓発により個
人の成長を図る。
② 活 力 あ る 職 場 づ く り：集団としての相乗効果を生みだし、楽しく生き生きとした、活
力ある職場をつくる。
③ 組 織 体 の 目 標 達 成：仕事の改善・改革により、仕事の質を向上して、組織体の目標
達成に寄与する。
この要件は、企業活動において、組織の成長は重要だが、そこに“個人の成長”が大き
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く関与することを意味する。「実力向上とは、なかなか人ができない課題をこなす力量をも
っていることを意味するわけだが、同時に、このような方が属するグループに課題を委託
すると、必ず良い方向で解決できる！」ということを促す内容である。日本の産業の良さ
は、お互いに話し合い、悩みを共にしながら考え、創造しながら運命共同体として会社と
共に個人が伸びる点にある。多分、このような方式は今後も変わらないと考える。また、
このようなつながりを“絆”と呼ぶ。そこで、古い話だが、この種の特徴をよく示した内
容を例示すことにしたい。
例は秀吉が清州城の城壁をたった 3 日で完成させた話である。小田信長が戦乱の世を抜
け出すために必死の戦いの最中、築城が必須の条件となった時、この命令を受けた秀吉は、
6 人 1 組に作業者を分け、責任体制と築城の場所を区分けし、目的を話し、各グループで十
分に事前検討して作業に入った。その結果、従来では不可能と思われていた「築城がたっ
た 3 日で出来た！」という快挙を果たした。以降このような組織力は、その後、海外で解
析し『小集団マネジメント』いう名称になった経緯があるが、1970 年代の初期に次のよう
な内容で、適用事例が日本に紹介された。また、この事例が後述する小集団マネジメント
の活動の基になった。
（２） 仕事の機能
では、企業と個人の相互に価値ある仕事とは何を示すのであろうか？このような解析に
は、仕事の機能（役割）と果たすべき価値というものの見方が必要になる。そこで、筆者
が関係した企業に存在する職制を挙げ、期待される機能とアウトプットを検討することに
したい。
① 経理という仕事の機能は？
「税務対策以外に、企業における経理という仕事の機能は何なのであろうか？税務対策
だけなら税理士事務所にアウトソースできるはずである！」これは、極めて常識的な見解
であり、誰もが理解する内容である。このような疑問に対し、筆者が、ある企業における
仕事の夢づくりを、上記の考え方で討論し、業務改善に当たった時の事例を紹介すること
にさせていただくことにする。ここでは、少ない間接部門で仕事をする工場だが、大手企
業並みの管理組織だった。そこで、先の、表 1-1 を使って、現状の経理の仕事を分析した。
その結果、その大略は以下のような業務内容になった。
① 予算に対する日々発生する費用の品目毎の仕分けと収計、収計結果に伴い各部門の予算
管理（制御）状況に対するコメント
② 税務対策上の金額の区分、検討、評価
③ 設備投資利益率、回収期間計算など各種設定がなされる稟議書のチェックと相談
④ 系列会社の経営上の相談、資金の貸付、融資の企画、提案と決定後の処理
⑤ 月、期の収支、資金バランス計算（締めと言われる業務）
⑥ 各種税法や経理規定上の指示、伝達
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⑦ 銀行より借入金の相談、依頼、返済など資金繰り業務に対する対策
⑧ 税務調査のための資料、株主総会、有価証券報告書作成や自社の経営体質評価のために
各種分析資料（含、トップ判断を促し、安全な経営を進めていくための提案資料）作成
⑨ 個人への貸付金の手続き、入金管理、社内預金サービスなど
これが全ての項目を網羅しているわけではないが、ご覧のとおり、これらの業務の大半は
専門知識を必要とするが基幹業務である。このため、経理部門の方々は専門的な研修を受
け、経理業務を問題なく進める技術を学び、中には、税理士を取得し、定年後もプロとし
て活動しようという意図で努力されておられる方がいる。
だが、「数字を基に会社を良くする企画や提言をする」という目的で経理部門を見ると、
この種の創造的な活動が見あたらない。このように思う時、この企業のトップの方が「企
業内に位置する経理の機能とは何か？」
「夢は何か？」と筆者に経理という仕事の機能を質
問された。また、「業務分析の結果、反省したことだが、このような仕事だけが経理の機能
なら、社内で行うだけの意味が薄い。経理全体を外部の税理事務所に委託しても同じ内容
になるし、関係者全員に税理士資格を取っていただき、定年後に職をつけていただく養成
所に今の組織があるのなら、益々、経営に寄与しない組織的な活動になる。何とかしたい」
という改善要求がなされた。そこで、筆者は、世界で一流、同種の職場で同じような職域
で行う仕事の調査を進めた結果、以下に記載したような項目に整理した。
(ｲ) 企業における活動の金銭評価システムの確立と運営
企業活動を金の流れとして見ている部門は経理をおいて他にない。金の流れをインプッ
ト／処理／アウトプットで見て、仕事に対する評価という一面より、各部署への業務改善
提案を行う方式をつくる。または、技術革新要求を提示する。このためには製品の工程分
析や解析を担当部門と一緒になり行うことが必要である。開かれた経理としての取り組み
の活動だが、同時に、金銭評価から、各種の改善や実力向上を指揮するという機能を持つ。
(ﾛ) 活動の良否を関連部門に早期、かつ、正確に伝えるサービス
経理の業務は一般に月単位、期単位に結果をまとめた内容を見て、事後分析に基づき各
部門の評価を行う方式をとっている。ビジネスサイクルがスピード化する時代、また P－D
－C 管理という基本から見て、少なくとも週単位に、各部門がとった行動の良否がすぐわか
り、次に手を打つべき行動の評価や実施した内容の喜びを高める金額的評価を提示してい
く環境整備が必要である。ID 野球で有名な、データ解析結果が練習や試合に即座にフィー
ドバックし勝ちを得る策へつなげる、という重要な活動がある。
(ﾊ) ゼロ・ベース予算管理による原価低減対策
一般企業では、実績予算という予算制度で各部門の活動がなされている例が多い。この
方式を運用すると、時には、「予算がないから」という理由で重要なプロジェクト活動をし
ぶり、問題となる形態や、逆に声の大きい部門長の力があるからと言いムダ金を使うケー
スが発生する。部門別管理は自主性を重んじるためである。だが、時には、本当に必要な
資金運用形態となっているか否か？が疑問となる例がある。このような状況を分析して最
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適な資金追加や配分を行い、各部門の活動をより効果的に奨める支援やサゼッション、各
部門の調整を、検討数値を前に行う仕事は企業や部門間全体を見る経理以外にできる部署
は無いはずである。逆に、企業において、歴史的経過から、やたら管理過剰となり、役立
たない書類の発生を多くしている例もある。このために多くの事務作業が発生してしまう
例などは、全体と個々の管理を見て、改善の提言が可能な部署は経理だけである。加えて、
世の中では、既に、ゼロ・ベース予算制という考え方が提案されている状況である。だが、
「予算が残っているので、この際使おう」という部署もある。このような時、この種の問
題を指導、調整するのも経理部門の機能である。この方式は一種の内部干渉に見えること
がある。だが、企業の金庫をあずかる役目として無駄な費用の流出対策に欠かせない活動
のひとつである。
(ﾆ) キャッシュフロー・マネジメントシステムの運用管理
一般企業では、経理は企業活動内容の結果として生ずるお金を出口で見て、とらえるだ
けの仕事をしている例が多い。そうなると、どのように有効な提言を行っても、事後にサ
ゼッションをする形態となり、時には、死亡診断的な提言になってしまう。これに対し、
資材・購買は入口でお金を扱っている部門であり、この両部門は、出口でお金を扱う経理
と、切り離された組織で活動する例が多い。だが、キャッシュ・フロー(資金の流れ)という
局面から見るといかがであろうか？本来、両者の業務は、仕事の性格が異なるように見え
る。要は、キャッシュ・フローというお金の流れを管理し、資材・購買は入り口、経理は
出口で見ているのである。製造・販売は入り口と出口の中間を受け持つ部門であり、生産
管理システムをキャッシュ・フローシステムに統合すれば、一部門で統括できるはずであ
る。そうなると、組織を一体化させ、キャッシュ・フロー管理部門にして、資金の活動面
から企業全体の活動を管理すれば、資金の流れという分野から各種サゼッションが各部門
にできる。すでに、この種の管理は、先進的な一流企業では行ってきた例だが、資金運用
だけでなく、生産計画（Plan）＝予算という扱いで、予算－実算＝１に持ち込む活動によ
り（Do）、その差異を管理（Check）することにより、最適な計画を順守してムダを発生さ
せない活動や、常に、高い目標達成が可能になるように各部門の活動評価と改善指導を、
数値で(コスト評価と共に)行うという活動は、営業、製造・・各種間接部門の改善・向上活
動(業績評価)を的確・活性化する面で極めて大きい環境を提供するわけである。
以上の方式は、既に多くの一流企業が適用してきたことであり、調査で判った内容であ
る。そこで、この企業トップに提示した。すると、
「この 4 点は、経理部門として、枠は越
えるが理想的な活動である」となり、部門間でダブり作業、余計な工数を喰っている業務
の改善や、部門の統合による省力化が大きく進んだ。特に、この企業では、もう 1 点、新
製品開発に当たっては“顧客が考えるターゲットコスト”達成を目的に、経理担当者がプ
ロジェクトリーダーとなり、技術改善、VE を進めた結果、競争力が高い多くの新製品を世
に先駆けて創出していった。図 1-8 はその種の取り組みをした例だが、ここでは、経理課長
が新製品開発のプロジェクトリーダーになり活躍された。リーダーのお話しでは、
「私は原
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価計算が出来る。だが、プロジェクト・メンバーの皆様のように、技術改善は素人です。

① 販売価格設定 ← 顧客アンケート調査
② 原価達成可能性の見積り ← 与件として設定
③ 目標達成度確認 ← 全社の知恵を結集

企画構想の検討

① 採算見込みとﾀｰｹﾞｯﾄの設定
② 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ設定

企画会議
金型発注

原価検討会議 繰り返し 目標達成度確認

製造打ち合わせ、製造移管
第１ロット発注
目標達成度確認
量産試作

思案は初段階
に集中審議

ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの明確化

原価検討会議 繰り返し 目標達成度確認
上記の確認
売値の正式設定

1台5万円の
ビデオ・プリンタ ー

実績原価の確認
量産

図1-8 ターゲット・コスト追求のステップ例
そこでお願いです。私には「・・・の理由でこの部品や製造方法は限界です。従って、
原価低減は苦しい、とか、できない話はお持ちにならないようお願いします。私には、こ
うすれば原価が下がるはずだ、計算して確かめて！・・として下さい。原価低減を具体化
するのは皆様の本業なので、・・・」と言い続けて活動した、という話しだった。「その結
果、当時としては破格の原価低減目標の達成となった製品を世に出すことができた」とい
う事例である（JMA・生産技術革新大会で発表された事例を紹介した）。
これは、事後談だが、このような活動以降、この企業では「受け身の経理、事後評価の
経理より、攻めの経理、お金を先読みする経理へという方針で過去の経理とは様変わりを
した仕事を進めた」というお話しをいただいた。ちなみに、先の新製品だが、「従来の売値
の 1/3 で商品が出来た結果、製品は大きな市場をつくっていった」とのことである。また、
当然のことだが、この企業では、経理と資材・購買は組織が統合され、多くの面で業務効
率とキャッシュ・フロー対策に的確な手が打たれて行った。このように、間接業務を機能
という面で見直す対策は、一般企業で行われてきた縦割り組織による業務の障害を取り去
ったり、個々人が持つ能力向上に大きな役割を果たす効果がある。

② 商品クレーム／アフターサービス部門の仕事の変革
次にクレーム対策部門を機能としてとらえ、大きく改革へ向けた例を紹介することにす
る。今や「クレームを生かす行為は新製品、新市場の開拓そのものである」という言が一
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般的である。時に、「品質保証部」とか「クレーム対策係」～「コールセンター」という部
署の仕事は、会社が生んだ不良品の対策と保障、苦情処理対応を早く図り、顧客が被った
被害の早期解消と同時に企業における信用の失墜の回復する努力に傾注することが業務と
なっている例がある。しかし、よく言われるように、「クレームの中に顧客の真の要求があ
る！」という言を正確に活用することにより、新製品の開発に大きく役立てた例は多い（下
に紹介する企業は、産業界で知られる、有名な取り組みである）。
(ｲ) クレームから真の顧客要求分析
クレーム自体の対策に加え、使い勝手の面で新たな要求を把握し、新製品の改良、バラ
エティ化、使用分野の開拓に役立てるという常識的、基本的な活動の内容を実施する。
(ﾛ) クレームをきっかけに顧客コンタクトを増強、真のマーケティングを図る。
顧客は一般に他の製品との比較を行い、知人・友人とのコミュニケーションを通してい
る。そこで、お客様を巻き込み、他社クレームの状況を知り、製品改良に活かす。
(ﾊ) 購入後の顧客の活動分析を基とした製品改良
顧客が購入された商品の意外な活用方法（メーカーの発想とは異なる使用法）や、商品
の理解、例えば、家庭ではテレビが物置の台として活用される例がある。A 社のビール、ス
ーパードライが飲む方のポテトチップ、枝豆とピーナッツの味に合わせて開発されたこと
は有名である。ナイキというスポーツ用品のメーカーは社長自らが有名スポーツ選手と会
食をしつつ、靴や衣類等のクレームを聞き新製品創出に役立てている話も有名な話である。
これは顧客の立場に立った商品開発のアプローチだが、この種の対応は、企業内の研究室、
マーケティングでは聞けない本音、統計を用いたアンケートではつかめない内容が時には
大きな市場形成となるという事例を基にクレーム対策を負の遺産から攻めの遺産に転じた
例である。
以上、製品クレームを受ける部門が正しく職制の機能をとらえ、前向きな対策を進めた
例を紹介した。では、この種の要件を具体的に適用した企業に話を移すことにする。
企業は 2 社、ひとつは国内の金型生産～販売企業、もうひとつは UK の航空機用のケー
タリング積み込み設備を製作～販売する企業の事例である。では、金型メーカーのクレー
ム対策を紹介することにしたい。
筆者が対策を依頼されお邪魔した集まりは営業部門だった。ここでは、不況の中での対
策だったため「クレームを出しては売れない」
「売値を下げれば売れるのに・・」という要
求が、営業関係者の主な訴えだった。当然、コンプレイン（お客様の怒り）に当たるクレ
ームは工場関係者を指導してゼロ化した状況での対応だった。なお、販売量を増加するた
め、ライバルと競い合って相互に、安易な値下げを図る策は、多くの事例に見る通り、企
業の存亡に関わる意志決定となる。際限なくライバルと価格低下のスパイラルに入ること
は共倒れを意味するからである。そこで営業関係者に値段が高いのに売れた事例の自慢話
をお願いする策をお願いした。これは「逆転の発想」の利用例である。営業の皆様に自慢
話は歓迎された。だが、この取り組みを開始するにつれ、
「価格が高い」という理由以外に、
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金型が売れない理由が明確になっていった。そこで、全ての話を聞いた後、図 1-9 の上部に
示したように、この企業を信望する企業を左に、これに対して、苦労して売り込みを掛け
るがライバルに受注を取られてきた企業名を右に並べ、縦軸には売れるキーファクターと
いうことで、営業活動のノウハウを項目として並べた（なお、この表現法は SWOT 分析（S：
強みを伸ばし、W：弱みを消し、O：チャンスを生みだし、T：驚異を減らすというマーケ
ティングで有名な解析をまとめる手法）の一例である）。
このマトリッス上で、各項目の評価と共に、売れる企業の囲いとライバルが得意にして
きた差別化要件を丸で囲む形で図化していった。すると、
「なぜ、値段に関係なく、売れた
か？」「なぜ、値段やサービスを強化するが売れないのか？」が目で見て判る形で明確にな
った。要は、リクエストという形で顧客クレームの中に隠れていた内容と営業ノウハウが
明確化したためだった。そこで、販売強化策として、①顧客をしぼる。②顧客毎に購入に
強いニーズを持つ要求項目に応える対応を図る。③ライバルとの差異を明確化しながら、
②を強化するという策を展開を進めた。この解析で判ったことは、ご要求内容を縦軸、横
軸に顧客をマトリックス化させた表に、購入先の購入理由を記載し、ライバルと比較して
行く内に、『営業ノウハウの見える化』という形で、①~③の内容が、より明確にしていっ
た点にある。特に、金型販売の多くは、購入されるキーマン（重要意志決定者）が各社に
おられ、この方の決定で、値段の前に決定がなされること。また、常日頃のコンタクトで(1)
ご無理なご要求を聞く、(2)販売後、売りっきり、一過性のアフターサービスではなく、木
目の細かいアフターサービスを図り、長寿命で精度良い金型メンテナンスを支援する。(3)
営業部門でお応えできない要求は、技術者を動向、または、別途送り込んで、デザイン・
インの形で相互にメリットの高い金型製作を設計段階から支援するという内容が明らかに
なったからである。そこで、ここでは、ここまで記載の項目の早急な対策を進めた。する
と、9 ヶ月後には、収益性の高い製品の注文の増加と共に、売上高・利益とも 1.5 倍を得る、
という驚異的な成果となった。同時に、筆者も「クレームを生かせということは、隠れた
お客様のニーズを金型＋αで具体化させることであり、値段が高い、他社と比較して品質
面で劣る。・・・・という要件に対応するだけでは不十分である」ということを学んだ。産
業界には、
「お客様が製品をお買いになるのは、この会社に対する投票のようなものである」
という言葉があるが、筆者は、期せずして、この言葉を実体験したわけだった。
次のケータリングの対策も解析に図 1-9 を用いた例である。ただ、先の金型と違うのは、
飛行前に食事を積み込む製品を製作・販売するという対象であり、海外の企業、という差
だけだった。改善前、ここでは、航空機の会社で機械故障が起きると、クレームが入り緊
急呼び出しが入り緊急対策を進める形態を取っていた。このような状況だったため、設備
を使用する航空機側では、設備事故発生と共に、食事の積み込みの遅れ、飛行の飛行時間
の遅れになる。そこで、その対策にバックアップしていた機械を緊急入れ替え~動かし、対
応してきた。だが、この手間はお客様には多大な負担となっていた。また、再度の故障に
対する不安もあり、製作メーカーに緊急呼び出が来る状況だった。また、このような対応
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のため、ここでは、(1)緊急呼び出しに出張費がかかる。(3)緊急故障対策時の要員は確保し
ているが、何もなければムダに時間を過ごす。人件費もムダになる。加えて、(3)緊急修理
は限られた時間での修理を強いられるため、どうしても不十分な状況を残した復旧に留ま
り、再発の不安が残る（メーカーとしては不安をかかえる）、・・・といった状況だった。

当社の売上
比率 大

ﾗｲﾊﾞﾙの売上
比率 大

顧客名
セールス
ポイント

顧客Ａ 顧客Ｂ

顧客Ｃ

顧客Ｄ

顧客Ｅ

・・・・

価

◎

◎

○

△

・・

△

◎

○

○

△

・・・

×

使い勝手 ◎

○

△

×

・・・

×

故 障

◎

◎

△

○

・・・

△

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ
コスト

◎

◎

○

×

・・・

○

・・・・・
・・・・・・

◎
◎

△
◎

△
△

○
△

・・・
・・・

×
△

格

ｱﾌﾀｰ
ｻｰﾋﾞｽ

お客様の評価

ﾗｲﾊﾞﾙ
の領域

取得可能性が
高い領域

◎：極めて高い。 ○：普通。△：落ちる。 ×：極めて低い

図1-9 ライバル比較分析による製品販売と対策の例
そこで、先の図 1-9 の解析を進めた。すると、
「小細工は止めたい。メンテナンス・フリ
ーにしたい」という結論になった。要は、①モニターリング機器（故障診断装置）をケー
タリング機械につける。②故障の前に発する異常の余波をつかむ。また、この情報は GPS
と衛星通信で、この企業で一括情報管理する。③故障が起きる前に中央統括の PC に情報収
集～アラーム連絡する。④故障までお客様に余裕がある状況で事前連絡する。⑤事前対処
の形で計画的に顧客をまわる、という対策に切り替える対策とした。その結果、突発故障
は皆無となった。このため、お客様の信頼を大きく受けライバルを押しのける形で販売を
伸ばした。ちなみに、ここでも、9 ヶ月で売上高・利益の 1.6 倍化を得たわけだったが、現
在、この例に似た形態は、IT 化の進展と共に、日本ではエレベーターやエスカレーター、
建設機械~エアコンのメンテナンスなどに用いられている。だが、その数年前にこのサービ
スを成功させたことは、当時、日本の産業界で高い評価を得た（1995 年 JMA の TP 大会
で公開した内容を記載した）。
③ 工場における工程管理部門の仕事の変革
工場生産に直接関与する工程管理という職制の機能について解説することにする。一般
に、工程管理や生産管理部門は生産を実務的に行う直接部門と区分され、工場間接、裏方
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的存在と解釈する企業が多い。筆者も、企業で実務を進める中でこの職務を担当したこと
があった。なお、この部署の担当の仕事を分析すると、顧客、営業からの督促を受け、工
場で物を追いかけ、生産の特急割り込みを指示し･･･製造現場で欠勤者が出ると、生産計画
を変更するなどと、日夜、時には休日まで出勤し、対応に追われている例が多い状況が明
確になっていった。このように、近代化されていない工程管理部門では、担当者が席を温
めることがほとんどない！状況が発生する例が多い。そこで、機能分析という視点で大き
な改善を図った。「まず、工程管理という仕事が持つ本来の仕事の機能は何であろうか？」
となるが、筆者の体験から推して、その機能は以下の項目となった。
(ｲ) 工程管理部門はキャッシュ・フロー・マネジャー！
部品や材料の手配は工程（生産計画）が策定されたと同時に活動が開始される。現金を物
に交換し、工程で製品をつくり込み、生産終了、納入の後に入金となるわけである。この
ように、生産管理とは、お金の流れ(キャッシュ・フロー)を生産という物づくりの場で扱う
仕事であり、生産上の仕掛をかかえることはお金の流れを止めることを意味する。従って、
不良や手直しの発生による再生産はムダ金の投入であり、工程の負荷編成のまずさはその
まま人件費、設備費のムダを生む。生産計画をつくる行為は予算を日々つくっているとい
う行為となる。このように考えると、工程管理という業務は正にキャッシュの流れ（フロ
ー）をマネジメントする仕事をしており、ムダのない生産計画をつくる仕事に集中する重
要性が浮きぼりとなる。
(ﾛ) 生産計画の策定は最適予算設計～管理！
生産計画の策定という仕事の機能は、予算策定に他ならい。製品のプロセスと各プロセス
で 1 つ製品をつくるのに何秒かかるか？という時間が基となり、負荷を計算したものと、
設備の稼働時間が処理能力とのバランスを見て、各種の与件の調整の末、生産計画が作成
される。また、この努力は、ムダの無い予算策定そのものである。従って、ここで、仮に、
製造工程へ出て物を追いかける行為は、このような値を用いて計画した製造計画が予定通
り行かないことを意味する。要は、トラブルや生産上の未達を認めたり、放置するところ
に、しっぺ返しのように事前検討不足の問題が発生するわけである。従って、この種の問
題をキャッシュ・フロー・マネジャーの立場で眺めれば、まず、工程を管理する者が、そ
の任と考えて、数値と共に問題を明らかにし、製造部門長、技術スタッフ、小集団活動に
テーマを与え、改善を促すべき対処が必須の仕事(果たすべき機能)、ということになる。
かつて、筆者は、「工程管理業務とは、キャッシュ・フローの面で工場長代行の仕事をし
ている！」と教えられてきたが、正に、ここに記載した内容はその状況を示す内容だった。
このように工程管理の仕事をとらえると、工程管理業務を製造の裏方ととらえ方は、経営
的に誤りとなり、裏方より表部隊で活躍すべき仕事となる。その意味は、図 1-10 に示した
ように、キャッシュ・フロー管理を、工場長の代行として行う任を持つ者は、仕掛減のた
め段取り改善時間の縮減、不良対策のため、トップに対するプロジェクト活動の要請、ボ
トル・ネック工程の標準時間圧縮、標準時間を守るための製造部門長が行うための部下育
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成、責任体制づくりなどのテーマを工程管理部門が目標値と共に課題を現場に与え、進捗
をフォローすべき役割があるためである。また、ここに記載した内容を実現することが工
程管理部門の機能である。
(ﾊ) 工場の将来像づくりへ向けた貴重な情報提供（データベースを持つ）！
昨今のようにコンピューター化が工程管理の仕事を助けてくれるようになると、工程管理
の仕事は、正に生産の作戦部隊という機能が重視されることになる。日々の生産計画とい
う作戦以外に、どこを、どのように改善、革新すれば納期遅れゼロ、生産リードタイム世
界一・短納期対応、原価が安く、人が育つ製造ラインとなるか？を考える仕事を意味する。
工程管理担当者だけが、このようなデータと変化を実務でとらえ、知っている。しかも、
営業を通じて顧客のニーズや受注活動、時には顧客の在庫量の変化と予測を感知する環境
下で仕事をしている。そうなると、データを利用～公開して工場の関係者を動かすべき役
目を持つ。その具体的対策のひとつに、今日的な対策と、将来の製造ライン構築に生産技
術スタッフの方々が取り組む内容に多くの情報を与える、という仕事がある。この中には、
特に重要な内容は平均値計算ではつかみ難い工程上のフレ、変化、また、表面化しにくい
現場の声や問題などがある。そこでは、工場やライン建設の DR（デザイン・レビュー）と
いう事前検討段階でこれらの情報を公開～検討願って対策へ向けていただく活動も大切な
工程管理業務という機能となる。先の解説に、物を追いかけ、現場を走りまわってきた行
動や営業からの要求にいろいろな対応を図ってきた内容が記録として将来に活かされてい
けば、工程管理部門は立派に夢のある仕事へ向かって行動しているはずである。
以上、経理の機能と重なる内容を例示した。資材・購買＋経理が企業の入り口と出口のキ
ャッシュ・フロー管理を行う立場とするならば、その中間、すなわち、生産管理とは入り
口から出口に至る間でキャッシュ・フロー管理を分担して受け持つ機能を持つ部門(含む、
相互の組織の連携) と見るべき機能を例示した。ちなみに、ここに示した部門では、業務形
態が守りから攻めに転じ、工場のムダ排除 30％の目標も、見事！1 年で具体化させていっ
た。このような体験から、「仕事は機能でとらえ、企業経営に大きく貢献した組織運用と共
に、未来を創造する仕事を明確にした環境で個人の育成を図ることが必要である」という、
工場間接部門における重要な要件を、ここに紹介させていただくことにした。
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目的：企業の競争力を維持・向上してゆくため、顧客との約束を確実に果たしてゆくため
直接、間接に関連部門と連携・調整・指示・管理を進め、他社に優先して、有利、
かつ、信頼性の高い納期、生産、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ管理と提言を図る役割を持つ。

定義：『広辞苑』

基本要素

「企業活動において、生産の
予測・計画・統制なの、生産
活動全体の適正化を図ること

「財・サービス・生産に
関する管理活動」

状態管理

経営管理

日々管理

（競争力管理）

（QCD管理）

（オペレーション）

顧客要求内容の
達成状況管理
・ 納期管理
進捗・動態
・ 要求品質の
実現程度
・ コスト目標
達成度管理
・ 部材過不足
ｱﾗｰﾑ管理

受注～顧客納入
・ 設計納期管理
・ 購買管理
・ 製造工程管理
・ 品質状態把握
・ 物流管理
・ 発送・納倉管理
・ 在庫把握
・ 納入納期管理

業界・一流他社比較
による生産管理ﾚﾍﾞﾙ
向上評価～改善提言
・ リードタイム評価
・ 営業・顧客対応
各種要求対応力
評価～改善
・ 在庫回転率・仕掛
削減程度
・ ＩＴ活用ﾚﾍﾞﾙなど

・ 変化対応力
・ JIT・SCM力
・ 新ニーズ
把握～
展開力

事前検討対策
事前検討対策
重視の体制づくり
重視の体制づくり

厳しい顧客要求：

IN

守るぞ納期・
品質・原価・
安全・約束を！

OUT

内部で何があっても

異常情報の早期把握
～リスク対策

（質・量・コスト・タイミング
の遵守！です。）

営業→会社→お客様
営業→会社→お客様
との約束を守る納入！
との約束を守る納入！
が、ＣＳ（顧客満足）を
が、ＣＳ（顧客満足）を
実証する！という鉄則
実証する！という鉄則
を工場の代表として
を工場の代表として
各種活動に努力する！
各種活動に努力する！

生産管理部門の使命

部門間調整

図1-10 生産管理業務の機能と責務
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第2章 超・時間活用術と仕事の評価
２－１，仕事の効率化と時間活用術
人生は 1 回である。後戻りもできない。このため、個人にとって時間の活用は重要であ
る。そこで、工場間接業務を対象に、技術を高め、仕事の順に内在するムダを排除し、同
じ時間でも仕事の価値やアウトプットを数倍にする対策法を紹介することにしたい。
（１） 「一生懸命？」仕事にかかる時間、だが、その理由は明確ですか？
一般論で恐縮だが、図 2-1 に例示したように、現在、多忙が企業の間接部門の日常用語と
なっている。このためか？「お疲れさま」が午後からの日常用語になっている。

男女約3,400人のアンケート 50%が「仕事が増えている」 働く意欲「低下32%」「向上23%」だった。
あなたの仕事量は２~３年前に比べ増えていますか？

仕事量増加？

少し増加

管理職への問い

あなたの働く意欲は２~３年前に比べ高まっていますか？

大幅に増加

大幅に減少

変わらない
少し減少
わからない

余り変わらない

意欲？
高まっている

0%

社員が感じる働きがい Ｎ＝3,400

20%

40%

60%

低下している

80%

100%

忙しい＝心を亡なった人（死人）
忘れる＝まだ死亡するのを心が下から支えるので
救いようが残されている姿

図2-1 管理職の仕事と問題を示す調査の例
だが、注意すべきは、
「仕事はアウトプットを決めてから必要で効果的な最小のインプッ
トを投入すべき」点にある。よく、先に筆者談を紹介したように、「一生懸命仕事をしてい
れば、成果はいつか実る」という方がいるが、この方式の場合、事前準備面の評価を無視
する傾向が生まれやすい。また、最悪のスパイラルに入ると、時間投入は無制限となり、
仕事上に無駄があっても気づかず、1 日が短く感じながら過ごす危険に落ち込む状況になる
ことは、先に紹介した筆者体験談が例示する通りである。世間には『おかめ八目』いう言
葉がある、この注意は、他から客観的に仕事のやり方を見ていると、
「あの方は、なぜムダ
なことをやっておられるのだろうか？」という評価である。そこで、この種の問題に体験
を持つ著名人のお話を紹介することにしたい。
(ｲ) 21 世紀に入る前、ブラザー工業の再生～伸長させた安井会長をなさっていた頃の体験
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談（ブラザーの再生と進化～価値創造へのあくなき挑戦～安井

義博

生産性出版

2003

年 12 月 18 日出版に記載の内容：原文の一部を転載）。
「当時は夜 9 時、10 時まで残業するのは当たり前だったが、私は早く帰りたいのでなる
べく残業を減らしたいという気持ちもあった。しかし、それ以上に、与えられた仕事をや
るだけでは飽き足りず、余った時間で自分のしたい仕事をしようと思った。そして、それ
を行動に移してやっていた。例えば、設計図を描く時には、いろいろと細かい計算をしな
ければならないのだが、当時は今のように高機能の計算機はなく、設計者が手廻し計算機
で計算していた。しかし私は、設計者が計算に時間をかけるのはもったいないと思い、設
計でよく使う計算をしてそれを表にした。正に、今で言う標準化である。・・・・そういう
自分なりの工夫をいくつか進めた。
」
(ﾛ) 「インクス流！
ンド社

驚異のプロセス・テクノロジーのすべて」山田眞次郎著

ダイヤモ

2003 年 8 月 7 日より(原文の一部を転載)

「設計の描いたいいかげんな紙の図面をもとに（設計者の方は誰でもこのことを自覚して
いるはずである）、試作や金型を作ってくれる世界一の職人さんが一体となった協働体制が
できているからこそ、日本の製造業は強いのだ。・・・しかし、光造形システムとの運命の
出会いが、有頂天になっていた私に冷水を浴びせた。IT は、
「日本の強み」を一瞬にして「日
本の弱み」に変えてしまうだろう。
・・日本の設計者は、構想も練り、技術計算もし、外部
との打ち合わせも行ない、図面も描くのである。面倒くさい三次元 CAD 操作を OJT で自
習するより、やり慣れた二次元図面を描き、それで打ち合わせをする方が心地よいのであ
る。しかも、いまの日本の設計者にとって三次元化で職を失う危機はない。この甘えが、
日本の企業において、いつまで経っても三次元化が進まない最大の理由である。
・・」とい
う危機感で仕事を見て、3D を導入、携帯電話の金型設計～製作に当時は優秀な匠の手を介
し、最短で 40 日だった期間を 2002 年には 10 日、2003 年には 3 日、2007 年には 46 時間
という驚異的な製作期間短縮を実現させた！」
(ﾊ) 日本電産

永守社長の活動（ある講演会でお話しされた要点を記載）

ご承知のように、日本電産は小型モーター分野で急進展した企業のひとつある。短期間で
今のような大企業に発展した活動の中心に創業者、現・社長の永守氏による多くの驚異的
な活動がなされた。図 2-2 は永守氏の活動思想を示したものだが、永守氏は小型モーター開
発・生産である程度の成功を収めた後、さらなる急進展を続けるために、自社に無い技術
に対し、M&A 策を選択した。この策は、一から学び技術や製品開発を進める方策だけでは、
時代の急激な進化を先取りできない危険性があったためだった。このため、永守氏は、必
要に応じて、自社が求める技術を持つ優良メーカーを M&A で買収・育成する策を進めた。
その結果、異業種の最先端・優良技術を早期に自社の技術と融合させ、時代を先取りした
技術向上に役立てていった（日本電産は、新規参入ながら、短期間に大手企業をリードす
る大起業家を果たした代表的な企業である）。
以上、経営最高トップの方々が重視した時間活用術と成功具体化の要件を例示した。では、
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企業で働く一般人を含め、仕事と時間の関連を個人的にどのようにとらえ、『超・時間活用
術』に代表される、効率化を進める手法の紹介に入ることにする。

M ＆Aで、ある精密機械メーカーの赤字対策
従業員は始業開始ギリギり出社。おもむろにロッカーで着替え、それからお茶
工作機械のスイッチはアイドリングが必要、ということで、8：30始業だが、実際は
9:00過ぎスタートとなる。だが、お茶とタバコ、雑談で，具体的なスタートは？
その後となる。更に問題は、終了時間の30分前に機械を止め、帰る準備！
そこで、「出勤時間を15分早めて欲しい、着替えの前に機械にスイッチをいれる
こと、5時まで作業すること。・・・ということを5S＋１S（作法）として願う。騙された
と思ってやって欲しい。1年後に黒字に好転しなければ、つばをかけて、会社から
私を追い出してくれ！」という要請と共に、①仕事のムダの総点検、②購入資材
のVE・目標管理、③新製品への集中体制を進めた結果、1年で黒字化した例は
有名な対策事例である。最初、抵抗勢力は頭で考えた内容で反発した。だが、
この種の環境整備は仕事始め，段取りの大切さを示す例である。
近隣企業に波及していたのでは？

ある，お役所仕事 怠惰な仕事
① 定時ぎりぎり出勤、最初の仕事はお湯を沸かし、同僚とおしゃべり、コーヒーが沸くとおもむろに
コーヒーを入れ、今度はタバコ、その後は、まず、机上の整理から仕事？の開始（儀式？）
② そうこうする内に昼の準備はチャイムの前に、早めに買い物へ、また、一服
③ 仕事が多いときはアルバイトを依頼。
④ 昼は碁と将棋、人によってはマラソン（健康管理？）昼を過ぎても止めずに続行。
⑤ 定時前には、当然のように仕事を中断、帰宅待ち、または、遊び友達へコンタクトして雑談
早期帰宅は特権？

図2-2 日本電産・永守社長の「時間活用」への視点

（２）仕事の見直しの初段に行う 20 項目テスト
工場の管理・間接部門で仕事する方々に対して、時間活用の大切さとムダ排除に対する気
づきを与える上で有効な『20 項目のテスト』を紹介することにする。この方式は、
「同じア
ウトプットを得るのであれば、もっとよい仕事の仕方をしよう」とか、「仕事の価値をあげ
よう！」という対策を意識面で高める効果がある。なお、この方式は問題意識を持ってい
ただくための導入口的な手法だが、20 項目テストの進め方は簡単である。だが、あくまで、
この面の対策の初段に行うものであり、正確性は乏しい。従って、このテスト後、是非、
後述する自己時間分析法に移行をお願いしたい。
このテストに入る前に仕事の捉え方と価値評価を行う準備が必要である。先に、仕事はア
ウトプットを決めた後、最も有効なインプットを投入すべき内容を示したが、このような
評価を具体的に行うには下に示した VE の式を知っておく必要がある。次ページの上に示し
た式は仕事の評価式だが、この算式の活用状況は、下に示した式と矢印の挙動が示す対処
となる。すなわち、「同じアウトプットを得るのであれば、インプットを有効な内容に絞っ
て投入すべき行動様式を求めるべき」という対処である。要は、同じアウトプットを得る
ために、無用な努力や時間、情報や資源の投入をすることはアウトプットを得るための行
動の価値低下になることを意味する。この種の例として、例えば、時間が切迫する中で、
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東京から大阪へ移動する場合、「費用低減第一！」ということで、自転車を購入し、日夜ペ
ダルをこいで移動する方式は歓迎されないのではないだろうか？新幹線を利用して早く着
いて、効率良い仕事をした方がアウトプットは大きくなるためである。なお、単に打ち合
わせや資料検討、会議など、短時間の情報交流なら電話でも良い。TV 会議（Skype を使っ
た無料インターネット会議）でも良い。費用が掛からず同じ価値のアウトプットを得るた
め方法は多数ある。以上、例を示したが、このような評価法が『間接業務の VE（Value
Engineering：価値分析）
』の利用法である。

V（仕事の価値）＝

V を挙げる行動

O（期待されるアウトプット＝修正なしの良い仕事）
I（投入時間）

V（

O（

同じアウトプット）

）＝
I（

、方法改善して、インプットを減らす）

時間分析に当たっては、『間接業務の VE』を念頭に置いた解析が前提となる。では、こ
のような準備の後、『20 項目テスト』における解析手順を紹介することにする。
【手順１】 まず、各人が 1 ヵ月程度を目安に自分がやっている（やってきた）仕事の項目
を挙げる。項目は足したり、分割したりして、丁度 20 項目にする。
（例）会議・打合せ、調査・研究、報告書作成、朝礼・連絡などといった項目をつくる。
【手順２】次に、20 項目の内容に対し、自分が働いているトータル時間（例：165Hr／月
～200 時間／月）を計算して記入の後、先に列挙した個々の項目毎に時間値を入れる。ま
た、合計してトータル時間と比較する（%は不可）。このようにして時間算定を行うと、
大略どれくらいの時間をかけているかが累計されるわけだが、最初に算定したトータル
時間と比較し、±5 時間程度で無い場合に、『時間感覚が薄い』という評価をする。
【手順３】その後、列挙した各項目が、「何を目的とした仕事であるか？」と、評価する。
評価項目は以下に示す記号であり、統べて、企業において、何らかの経営価値を生むこ
とに関与する項目である。この項目は、企業が期待するアウトプットだが、ひとつの欄
に数個の項目を入れて良い。
Q: Quality、C: Cost、D: Delivery & Time、S: Safety & Eco、M: Moral（自己研鑽や提
案など具体的なアウトプットに関する事項であり、やる気という抽象的な項目は除外する）
。

【手順４】仕事の性格を仕分けした後、 重要度評価の欄に数値を入れる。この評価は自分
にとって×会社にとって、という両面から行うが、評価基準は 5 点を最高点と定めて評
価する（4.5 のような小数点を用いた評価でも良い）。
5:極めて重要、4:かなり重要、3:まあ重要、2:余り重要でない。1:全く重要性なし。
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【手順５】最後は、仕事の見直しと改善案の列挙である。まず、企業人として(1)本来やる
べき仕事と(2)付帯的な仕事、(3)ムダに分ける。その後、全体として 30%低減を目標に低
減を考える。

表2-1
仕事の項目２０

２０項目テスト（分析記入表）
現状の時間

Q,C,D,S，M

重要度（５段階）

仕事の評価と改善点

改善値と集計値

【記入の手順】
⑤ 30％を目安に改善を考え～集計へ
② 見積もり
③ 何のために ④ 重要性を
① 13～４ヶ月
値を入れる
仕事をして
をモデルに１月の
評価する（5：極めて重要～1：全く重要でないまで5段階）
いるのか？
仕事を２０の項目
評価する（Q:品質、C：コスト、D:納期・生産性、S:安全・エコ、M：自己研鑽）
に整理する

以上の手順と、自己評価を、講師に当たる方が、参加者に 1 時間程度で質問しながら行
うテスト(演習)が『20 項目テスト』である。この解析を行うと判るが、（1）意外に仕事の
実態をつかんでいないことや、（2）記入した時間の信頼性に不安を感じる例が多く発生す
る。さらに、
（3）仲間と話すと、アウトプットから見て、
「果たして、このように多くの時
間をかける意味がどこにあるのだろうか？」と言った疑問や討論がなされることが多い。
また、20 項目テストの分析の後、得られる点は、
（ｲ）仕事に対する時間感覚が高まる。(ﾛ)
計画的に仕事をするクセがつく、特に、(ﾊ)アウトプットを見て、インプットを精査するな
どの活動が始まる。だが、この分析法は仕事に対する初段ともいうべき時間意識を持って
貰う処置に過ぎない。仕事の実態を正確に把握しないで改善に入ることは科学的ではない。
また、事実に基づかない解析を続けても、真の改善と効果が期待できないため、つぎに示
す自己(個人)時間分析に移る必要になる。
（３）個人の時計を持いた『自己時間分析』と、その進め方
『20 項目テスト』は間接業務の仕事を改善へ向けるための導入段階の手法であり、その
機能は「仕事と時間の関連に意識する」という動機づけ程度の機能である。このため、1 回
の実施で終了を願いたい。では、自己時間分析法を紹介することにする。なお、表 1-1 の記
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入関する説明は既に終了しているので、以下、その利用法を中心（表 2-1 を例）に、自己時
間分析の活用事例を基に、その活用法の解説を進めることにする。
表 2-2 個人別時間分析用紙

氏名：
8:00

月日：

本日の行動目的

12:00

16:00

13:00

17:00

10:00

14:00

18:00

11:00

15:00

19:00

12:00

16:00

20:00

（例）朝礼
メール整理

9:00

電話対応

本日の反省：

改善点：

では、以下、先の表 1-1 と、上記の表 2-2 を用いた時間分析~改善の進め方(間接業務効率
化対策の実務)について解説することにする。
① 実施期間の設定：この分析は期限を切って行うことが重要である。なお、日常発生しな
い特異な期間な分析は避け、平均的な仕事をする期間に測定をお願いしたい。期間は約 1
ヵ月程度として、表 1-1 を用いて各人で行う。
② 職場、一斉分析について：この分析は、個人個人の時間分析だが、関係者が期間を定め
て、一斉に行う。理由は、以下のような問題の発生を防止するためである。
(1)

1 人だけの活動では、やがて、やめる例が多い。

(2)

全員一斉に行うことが、仕事の内容と時間の把握～相互討論による改善点発掘に有

効性が高い。
(3) フォローがなされることで、単に時間を記録するだけでなく、時間は書くが、その前
に仕事を見直し、測定と同時に改善が進む、という効果が出る。
以上、(1)～(3)は経験的な内容だが、時間分析を進める上で重要な環境上の要件である。
③ 時計観測：時間測定は個人の腕時計を用いて行う。メモは仕事の切れ間に取るルールで、

26

時間単位は 5 分キザミ程度の粗さを推奨してきた。なお、電話など、ちょっとした対応
などで仕事を進める対象は、1 件を 3～5 分と定めて記録する。また、
「仕事上メモが取れ
ない時は、仕事の切れ目で思い出した時間と仕事の内容を記録すれば良い」という扱い
をすることが、運用上、個人に時間測定の負担を追わせない策となる。だが、このよう
な項目は 2～3 項目程度とすべきである。そうしないと、
「つい忘れてしまった」という
理由で時間値を止めたり、測定を不正確にする行動を発生させる例があるためである。
自己時間分析の時間測定は製造現場でストップウオッチ行う数秒単位の細かい時間測定
に比較すると、かなり粗い測定である。だが、荒さを保った状態で信頼性が高い仕事の
実情が示されなければ、測定する行為（実態調査）が無意味になることを、関係者に徹
底することが重要である。個々人が個々の仕事の時間をメモする際、単なる時間値の記
載に留めないようにするため、事前教育時、絶対に欠かしてはならない要件がある。そ
れは、「仕事を進める時こそ、問題発見がし易い」と事項の適用である。この種の改善の
積み重ねが、後でまとめる改善と効果に大きく関与するためである。なお、このような
改善案を書く時間はわずかである。従って、電話の対処と同じ扱いで時間値を付与願う
扱いにするが、1 日、数件の仕事を必ず検討願うタスクを最初から指導しておくことが、
後で改善検討を行う際に改善促進に大きな作用を及ぼす。
④仕事の項目の記載：仕事は分類記号を個人毎に決めて取って良いが、ここに、先の 20 項
目テストで用いた項目の利用を推奨したい。なお、この種の推奨内容はあくまでガイド
である。実際の時間分析に入ると、20 項目テストで想定していた項目と異なる内容や、
項目をくくったり、分解したりする必要が生じる例が発生することがある。この場合、3
日程度テスト的に行った後、実際に測定する項目と数をお決め願いたい。また、先にも
解説のように、常に、仕事の価値の評価と使用した時間の実績を Plan-Do-Check の形で
扱うと同時に、仕事を済ませた後に気づいた改善内容は少し詳しくメモを取ることをお
奨めしたい。時に、「実態把握は実際に掛かった実情を記録するだけ」と考える方がいる
が、「測定しながら改善を進めると、改善前の測定値の実態がわからなくなる」という心
配をする方が発生するためである。そのような時、指導者は「改善しないで仕事をした
場合の時間値は、ムダは低減可能な時間を基に、かなり正確に算定できる」ことを告げ
ていただきたい。この状況は 1 ヶ月のデータ収集後にテスト的に計算すれば判る。重要
な点は、自己時間分析による現状把握は、改善が目的である。改善を考えない測定結果
を基に、たとえ優美なグラフ化を図っても、その種のグラフが改善内容と効果に対して
何も語らない“単なる統計資料”になってしまうためである。また、現状分析＝問題の
発見、集計は改善案の効果を推定しながらまとめるという態度は、IE 手法における基本
精神を生かし、実践して行く活動そのものであるためである。ちなにみ、このような現
状把握方式は、単に、記録をとり機械的にグラフ化するケースに比べ、30 倍以上のアイ
デアと工数低減の基盤となる。
⑤時間値のまとめ：④まで示した活動で分析した間接業務時間と改善は図 2-2 のようにまと
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め、時間値の転記～集計を行う。なお、もはや解説する必要は無い事項と考えるが、こ
の集計表には、日々の時間収計と共に、1 日仕事をして、気づいた改善点を細かく書き残
しておくことが重要である。要は、日々の実績と、個々に、目標時間を設けて取り組ん
だ記録～反省、改善点を時間値と共に詳細に記録する対処だが、このような取り組みで、
改善しながら具体的な仕事と時間内容が 1 ヵ月集計された結果、改善したい内容が大き
な改善対象としてクローズアップされる。

項目
月日

メモ

時間に追われる

１、朝礼
２、連絡(メール、打ち合
わせ)

10
10

20
30

３、会 議

４、日報整理

５、調 査

改善を進める

６、現場応援

７、現場指導

８、改善検討

ゆとりを生む！

９・・・・・

10・・・・・・

自己育成へ！
日々掛かった時間(分)

累計値(分)例１：1日目；
10分

2日目；30分＝10＋20

時間合計と
改善見積値

図2-2 時間分析結果集計

（４）自己時間分析活法事例①：

まじめな K さんの仕事、『時間分析』で思わぬ展開！

表 2-3 は、かつて筆者と共に仕事していた K さんの体験談である。筆者が特許部門の主
任だった時の話だが、部下の女性の方 K さんが「このままでは残業で殺されます。休みも
取れず、デートもままならないので結婚もできません」という不満と共に相談されたため、
時間分析を行ったことがあった。K さんは、筆者以外にも上司がいたので多くの上司の仕
事をこなしていたため、はっきり言って筆者は実情が判らず、仮に「改善しなさい！」と
いう一言では何も指導にならない状況だった。この時、K さんは中途採用から 3 カ月を経
過していた。また、筆者が見る限り、実に素直で仕事のできる女性だった。事実、他の方
も同じ考えで K さんに接し、皆が頼りにする状況で仕事を進めていた。このような状態も
関与してか？とにかく、仕事は頑張るので、残業が多い方だった。筆者に相談があった当
日は土曜日が半ドンというシステムであり、午前中仕事をして帰宅する状況で仕事をして
いた時だった。筆者は結婚した直後だったため、多分、相談がかけやすかったと思う。相
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談は、残業時間も過ぎた 3 時頃、突然、シクシクとなく状況で「中村さんなら真剣に相談
に乗ってもらえると思うので話を聞いて下さい」という切り出しで話は始まった。筆者は
兄弟や親戚に女性陣がいない。このため、この種の相談は正直いって苦手である。だが、
この時は逃げるわけにも行かす「どうしたの？」と聞いた。すると、
「残業でデートに間に
合わなくなる！」という話しだった。このような環境で、筆者が 1:1 で話を聞くこととなっ
た K さんの話は、
「今度は本当に良い方に巡り合ったが、破談になるかも知れない！」とい
う訴えであり、
「とにかく仕事が間に合わない」ということだった。筆者が頼んだ仕事が「時
間内に終わらないためデートに支障をきたす」という悩みだったため、この時は、彼女の
仕事を手伝って済ませた。これで、何とか、その日のデートの時間には間に合ったようだ
が、筆者は 20 時過ぎの帰宅になった。これはこれで済ませる策もある。だが、この時、筆
者は「私は K さんの仕事の内容が判らない。基本から仕事の見直しが必要である！それを
行わない限り、この状況の繰り返しが続く。加えて、他の上司だけでなく、K さんご自身
にとっても不幸な仕事の継続になる！」と、その時に思った。要は、
「今回のような処置は、
K さんの問題に対し一時しのぎはできても、何も本質的な問題解決にはならない」という
ことである。
翌週、筆者は人事関係を担当する上司の一人に相談をかけた。だが、その方の意見は「あ
の人はマジメだが立ち話が多い、･･･」という注意点を指示される程度であり、「君に任せ
る」の一言で終わった。考えれば判ることだが、この時、筆者が相談をかけること自体が
無意味だった。筆者は、
「この上司も筆者と同様に K さんの仕事の実態を把握していないた
め、良いサゼッションなどできる立場では無い。このため、思いついた改善例を筆者のこ
とを心配して話した程度である」と判断したためである。
いよいよ根本的な対策に入った。翌週、まず、K さんに仕事を頼む方々を集め、実態を
話し、実態把握を進めた後に、再度、皆で仕事の改善に対する相談を進めることにした。
一般的に言って、この種の問題には、女性の上司の多くは触れたがらない性格の問題であ
る。このため、この時も 10 分ほどで、「まあ、君が一番困るわけだけだから任せる！」の
一言で相談会は終了した。
いよいよ、K さんの仕事の実態把握に着手願う段階となった。誰が見ても、K さんは真
面目に仕事をしていた。従って、仕事自体を改善すべきであり、もし、ここで、先に紹介
した上司の指示に従い、単に、ご本人に文句を言う、「ガンバレ」という発言をすれば、明
日にでも「会社を辞めます！」という、仕事への無理解と感情的な衝突になる危険を感じ
た。今、K さんに辞められて困るのは私と、上司になっている仲間である。そこで、K さ
んに時間を割いて貰い話を開始した。話した内容は「君はまじめに仕事をしている。関係
する上司皆が認めてきた内容だが、残業で苦しんでいる。我々が困っていることは、仕事
の実態がわからないのではどう指導すべきかもわからない！点です。そこで、どうだろう
か？多少、ご負担をかけるが、時間分析で実情を明確にして貰えないだろうか？今のまま
では的確な改善点が誰にも判らないので、あなたも、上司陣も困るだけで解決の道が見つ
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からない。アルバイトを追加する手もあるが、本質的な対策にならず、下手すると同じ悩
みをその方に移植するだけの処置になりかねない。
・・・」という内容を伝えた。その結果、
先の表 2-2 による実態調査と、表 2-3 を用いた日々集計～改善見直しを開始した。

表2-3 個人分析結果の集計時間と改善指摘

再度の説明で恐縮だが、目的は、「仕事の実状を正しくつかみ、改善を加え、同じ、いや
それ以上のアウトプットを出しつつ、今より少ない時間で仕事が終わる工夫をしたいと思
う。ついては･･･」対策法の実践だった。このため、しばらくは、毎日、K さんの仕事が終
了後（定時後）、10～15 分程度の時間を設け、時間分析内容の扱いを検討した。なお、この
手続きは、先に紹介した方式である。すなわち、仕事の項目と内容が何であり、改善点に
どのような内容があるか？ということを実績データに基づき話す毎日が続いた。
時間分析は 5 月一杯だった。だが、実態調査を開始すると、先に筆者の上司が言ってい
た「立話が多い！」という理由は、項目と時間までが明確となった。その例として、K さ
んは特許部と生産技術を兼務していたが、当時、公開公報という特許制度の変化があった。
公報は新技術をつかむのに有効な手段だが、経費節減状況で対策案が運用されていたこと
が関与した。
「本社で全ての書類を整え、工場から要求のある時コピーをして配る」という
方式を運用していたためである。具体的なシステムは、本社で購入した公報を本社特許部
で回示した後、資料室に保管する方式で運用していた。これに対し、工場では目次のみの
回覧だったため、工場や研究所から本文入手希望の要求がくると、関係者の机上を探すの
だが見つからないことが多々あった。時には、広報を探す中で、意図しないまでも関係者
とあいさつが始まり、多少は雑談的な話をする。また、出張者の席には書類が机にたまっ
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ているため、支障ない程度に整理しながら探す。この時、隣の方に話しかけられて話すと
いう事象が発生した。特に悪いケースでは、室内に見当たらない公報を資料室へ取りに行
く。だが、資料室の棚が重要会議をやっている室と隣だったため、社員であっても、必ず、
資料室へ入る時に許可を得なければならない。このような事情が関与し、度々、
「○○時に
終わるので重要会議、資料室に入るな！」というドアーにかけられた掲示を見て、待ち時
間が少なければ待つ。だが、会議が延びると待つことになる。さらに、このようにして苦
労して入手した公報をコピーするためコピー機のところへ行くと、行列が出来ていること
がある（当時は、コピー機が高価だったこともあり、100 人ほどのいたワンフロアーに 2
台程度、コピー室という部屋でないとコピーはできなかった）。このため、仕方なく行列に
加わって待つ。しかも、女性がコピー担当をする例が多く、社交上からも、待つ間に話し
をせざるを得ないという状況を、時間分析の結果が示した。改めて現場へ行くと判るが、
この事情は歴然としていた。要は、立ち話という行為は、このような仕事の流れ上の中で
頻繁に発生する状況であり、この種の問題の重なりがムダな時間と、関係者から「立ち話
が目立つ！」と誤解される行為の原因だった。
この例から、誰が見ても叱咤激励による「立ち話」防止策は当を得ていないことが判る。
原因は特許公報の回示~コピー機を各部で利用するシステム上の問題である。先に図 1-3 で
示した「時間は仕事と技術の影である」という実態を思い出すなら、K さんの努力の範囲
では時間短縮は不可能である。すなわち、管理側が改善しない限り、このような公報サー
ビス・システムを運用する状況下では、ここまで解説した一連の問題は解消できない。そ
こで、当時マイクロフィルムでコピーする方式を検討していた話が、この時間分析データ
と共に具体化された。この方式は、公開広報の目次を回覧し、必要な公報に印をつければ K
さんがマイクロフィルムを検索してコピーを提供できるからである。要は、①各人の机を
見て、広報を探す。②資料室へ行く。重要会議開催時には資料室の前で待つ。③集中コピ
ー室へ行きコピーする、という 3 種のムダを、
「部屋でコピーまでできるので不要」とする
対策になり、統べて省略可能な方式となる方式だったためである。当時、全く、今回の時
間分析と関係なく、このマイクロシステムは検討していた。だが、導入メリットがムード
だったため移行計画は保留状態だった。だが、彼女の残業減の経費を計算すれば、2 年で十
分に回収可能な投資レベルであることが明確になった。このため、この計画は、
「即、導入
～実施」となった。K さんの仕事には、他にも、このような管理システムの改善テーマが
数件あり、同様の改善策が進んだ。その結果、K さんは、残業無しで仕事が進み、やがて、
めでたく結婚となった。この例は、当然というわけではないが、K さんだけでなく、多く
の関係者から大きく感謝される分析に終わった。
その後、技術本部にいた K さんを含めた 5 名の女性から提案があり、1 月、全員が自主
的に時間分析を進めたことがあった。「自分の仕事を関係者に正しく理解して欲しい。同時
に、改善を進めたい」という申し出で行われた。その結果、上司が部下にコピーを人に頼
む行為などは、コピー機 1 台を部屋に購入することで、本人がコピーする方式になった。
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また、技術本部員の行き先表示や連絡法の改善でムダになる時間の減、出張など、事務処
理システムを改善することによる手続きや時間の減など、１つひとつは細かい内容だが、
女性陣の提案を基に、全員が改善に協力する対策が進み、全員、仕事が楽になると同時に
残業もゼロ化した。加えて、この取り組みは、心情的に「女性の仕事を関係者が正しく理
解願うことになった」という評価と共に、人間関係的にも有効な環境をいくつも生み出し
ていった。では、その種の一例を紹介することにしたい。
このような自己時間分析を筆者以外の方にお願いして行う取り組みは、筆者に初めての
経験だった。だが、実施の結果、データにもとづく改善が上司だけでなく関係者の信頼を
大きく得たことは、自己時間分析法の価値を大きく意識した。例えば、先に事例紹介した、
立ち話に対する誤解である。筆者も、時に、関係者からこの種の話を聞くと、兄弟や親戚
に女性が少ないためか？「女性とはそういう特性があるのか？」と誤解していた。だが、
時間分析の後、技術本部では、この種の憶測的な発言は無くなった。ちなみに、K さん達
が立ち話をする時間は、連絡打合せや、雑用、その他の中に分散していたが、集めても全
体の 2～3％だった。この数値は、製造現場では余裕率として認められる値である。そうな
ると、男性がタバコ、お茶と共にくつろぐ、ゆとり時間（個人余裕）と何も変わらない内
容であり、女性にかこつけて、非難される事象では無いことを関係者は理解した。
その後、この職場に 5 名働いていた女性の方の 2 名が同時に退社する、という事態が発
生した。この時も緊急に時間分析を行い、男性も女性の仕事を助ける案を加えて、当面の
危機打開策を展開する策が上司から依頼された。期間は 3 ヵ月だったが、新人を雇用する
までの緊急時対策だった。この時、3 名の女性をその他の方が支援する形で、依頼する仕事
を計画化して、目で見る管理と共に、日々の調整や男性陣の支援策が駆使された結果、何
とかこのピークを切りぬけることができた。なお、この取り組みで、仕事の改善が進み、2
名の増員の必要性は無く、女性 4 名で仕事は十分切りまわせることが明確化した。さらに、
この時、女性の皆さんが行う行動の中で、興味深い事例が生れた。そこで、以下、先の事
例に追加する形で紹介させていただくことにしたい。
3 名の女性の方は仕事の伝承に際し、時間分析の内容を利用していった。過去、仕事の伝
承（引き継ぎ教育）は、それなりに行っていたようだが、ムード的という状況は免れない
状況だった。しかも、この件に関して、当時、管理層は丸投げだった。だが、時間分析の
後の事象は大きく違った。その状況だが、実際に引き渡す仕事の項目毎に対し、引き継ぎ
を図る項目を整理し、教育計画を作る。また、フォロー表を示し、当初の達成時間を 1、2
倍して仕事を教える方式を運用していったためだった。要は、P-D-C システムを使い、全
員が見える場所に教育計画を示してフォローする方式を進めていったわけである。また、
当然のように新人には時間分析を実施してもらい、日々の時間分析を見て「何をすれば仕
事上手になるか？」について、指導者と新人の討論が活発に進められた。このような仕事
の伝授と教育法は女性達が話して決めた内容であり、筆者には一切、相談も指導要請もな
かった。だが、女性陣が、個別業務に対し、個々に具体的な進め方を指導した結果、従来
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の引き継ぎに比べ 5 倍も早く仕事の習得(引き継ぎ)が進んだことは、誰が見ても判る内容だ
った。特に、習う側の新人の方が、
「自分が仕事を修得して腕をあげて行く状況までがつか
めるので楽しん！」という感性面での効果を語ってくれたことや、「仕事を早く任せられる
環境となり、上司からも誉められる」という上司の評価も得た。要は、短期間に新人だが
立派に仕事を覚え、活動する、ということが、会社のとっては価値を生み、本人の取って
も自信につながる仕事伝授法を具体化させていった。現在、この事例を紹介する時に思う
ことは、当時、職場で共に働く女性陣の自主性と能力伸長に対する敬意である。同時に、
この事例の中には、現在、多くの企業で課題になっている少子高齢化やゆとり時代の方々
に対する事務引き継ぎ、仕事の評価とやる気づくりだけでなく、習得する方の自己育成法
に関する要件が多く内在するように思う。もし、この種の問題をお持ちの方には、「是非、
この事例を参考に、ご関係者の知恵を集め、適用を、・・・」と願う次第である。
（５）自己時間分析法②：

研究開発・設計部門における短期間で 30％業務効率化

この事例は 50 名程が働く流体制御を行う、ある研究開発・設計部門の業務改善支援時の
例である。ここでは、改善前、
「残業を満杯の状況でやっている状況であるが、どうしても、
新分野に 30％程度の人材を捻出したい！」という相談を受け、早急な対応となった。ここ
でも、最初に行ったことは、自己時間分析の活用だった。では、以下、取り組んだ内容を
紹介させていただくことにする。なお、最初に効果を紹介するが、この企業の高いニーズ
とご関係の皆様の熱心さが関与して、4 ヶ月後には 30％の方々が新分野に投入されただけ
でなく、今まで行ってきた業務をほとんど残業なしでこなすようになった。また、この状
況を見て、経営トップの方々を含め、ご関係者の皆様は「いかに、今まで、仕事の内容（本
業）はプロとして活動してきたが、現状分析面に関心を持って無かったか？が判った」と
話された。この話しは、今も筆者の記憶に残る話である（現在、この例を紹介して、サー
ビス業を含めて数件、同じようなご要求を受けて支援を進めたが、結果は似たような内容
だった）。では、事例紹介に入ることにしたい。
ここでも、表 2-2 のような解析用紙を用意し､各人に自己時間分析という形で分析を行っ
ていたくことから解説業務改善を開始した。具体的な活動としては、間接部門名や人数が
異なるだけである。従って、同じような時間分析手法の適用となる。まず、行ったことは、
①「時間は仕事の影であり、時間は結果、技術向上と、仕事を進める手順の中にあるムダ
排除が重要！」という教育を進めた。同時に、②改善後にリストラはしない。むしろ、③
改善を待つ形で、増員無しに新分野に 30％の人を緊急に割く内容を伝えた。この種の改善
に当たって重要なことは、(1)企業と個人の信頼関係であり、(2)目的と目標の明確化である。
このため、(3)具体的に。いつ、誰が新分野に移るかという個人名と仕事を明確にすると同
時に、残った方々が、残され者という変な意識を持つと大変なことになるため、部門毎の
対話と共に、各人がプロとして仕事を進めるための目標づくりを願った。さらに、この種
の徹底度を確認するため、1 週間を要し、個人の時間分析開始と共に、1:1 で全員が人事ま
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たは、プロジェクト関係者と個人面談を進める対処を図った。これは、全員参画、誤解を
招く取り組みが内容に進めるための配慮である。
以上のような個人観測の環境が終了した段階で、先の取り組みと同じ方式で個人時間分
析を一斉に開始した。毎日、結果を個人でとりまとめ、何をすれば同じ仕事をしていても
時間短縮になるか？という疑問を持ちつつの調査をしながらのデータ収集と改善策の抽出
である。先の事例に加わった内容は、部門長が部門の集計と改善のまとめを日々行うとい
う取り組みだった。
表 2-4 個別時間、日々集計表(一部記載例を含む)
項目

月日

１、朝礼

メモ
10

10

20

30

２、連絡(メール、打ち合わせ)
３、会

議

４、設

計

５、調

査

６、試作工程フォロー
７、顧客打ち合わせ
８、出

張

９・・・・・
10・・・・・・
日々掛かった時間(分)

累計値(分)
例１：1 日目；10 分
2 日目；30 分＝10＋20

時間合計と
改善見積値

また、適宜、関係者を集め、各部門で 30％改善し、
「すでに新分野へ行くことが決まってい
る方がいなくても、残業なしで仕事をこなすにはいかにすべきか？」という検討が付加さ
れた。この検討のため、個人の時間と改善の集計は、表 2-4 の用紙に毎日集計願った。当然、
ここには、日々何をすれば時間短縮になるか？という改善や自己批判の内容を、個々の項
目毎に定めた対象に駆使して、1 月の時間値毎に低減値を見積もっていただくという取り組
みを進めた。
研究開発者は全員が「良い研究に早く着手したい」という課題を持っておられたため、
その目的達成をベースに仕事の見直しが開始した。彼らは、いつも深夜まで仕事をしてい
た。このため現状に疲れを訴える状況もあり、個人的にも「何とかしたい。このままの仕
事では数年後もたない。過労死する者がでる！」という危機感が自己時間分析を熱心に進
める基になった。自己時間分析は極めて協力的な環境で進んだ。この分析はたった 1 ヵ月
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という期間だった。当然、改善しながらの自己時間分析は大きく進めた。ここには、企業
が置かれた環境、個々の実務者に対する研究開発環境や、上司の働きかけ等多くのバック
アップ要因があったが、何より、実務者全員が、日々、大変忙しい仕事の中でこの分析を
進めていただいたことに、筆者は「水に魚を放つ」という手法展開を見る感がした。開発
関係者にとって、時間分析という IE 手法は本業でない。要は、「開発設計関係の方々は、
開発や設計業務はプロの域でも、仕事の仕方と改善、という局面では素人に近い人が多い」
と話したことに、関係者は強い興味を持ったようだった。なお、間接業務改善を進めるた
め 4 名のプロジェクトチームが専従となったが、彼らが頻繁に各部門に呼び出され、改善
の相談に乗る例が多発する状況で、各部門における実態把握と改善は進んだ。以上のよう
な解析法が進む中で、筆者は「効率改善が進むまで、一時的ではあるが、結果として研究
開発・設計者の方々にムダな負担をかけることになる。また、改善への取り組みが押し付
けになっては、まずい」と懸念した。そこで、適宜、場をつくり、全員に IE 手法の教育や、
他社で実施されてきた改善内容などの紹介を行った。内容は後で紹介させていただく無駄
の見方、各種改善のコツだが、この対処は、この改善発掘に大きく貢献したようだった。
いずれにせよ、分析＋改善記録の記載は快調に進み、多くの問題と改善が分析と共に示さ
れ、業務の改善は進んだ。では、一例を図 2-2 に例示することにしたい。
この図（分析結果）は、ある研究開発関係者（キーパーソン）の事例である。彼はこの
結果を見て、
「夢のある開発を受け持つ私が、本当の仕事、即ち、開発業務そのものの中で
創造的な仕事は 1 月 11％程度しかない！本当に創造性な仕事はその半分となると、たった
5～6％にしか過ぎない。これでは開発業務がうまく行かないのは当たり前だ！」という、
今も心に残る反省を語った。この方は、分析を通して、改めて自分の仕事の実態を知った
わけだが、忙しさの中に没頭してきた状況と共に、「やはり、仕事の内容はプロだが、仕事
の進め方を改善することは素人だった」という反省を持たれたわけだった。すなわち、
「“あ
るべき仕事と時間”という考え方で現状を見ると、その他 95％の仕事は、①自分の仕事の
ミスに伴う言い訳資料作成、②現場とのトラブルや調整のための資料の作成、③会議や打
ち合わせなど、④本来業務ではない仕事だった。また、創造性とは無関係ない、報告・連
絡・調整業務に時間が多く取られた結果、⑤前向きの仕事が出来ないという内容になって
いた」という認識だった。さらに、この方の話は「自分の仕事は感性的には判っている積
りでも、見えないものである。やはり、アウトプットを精査して有効なインプットが無け
れば、仕事の仕方は本筋ではない！」というものだった。これは、この方が本音として語
った内容だが。先に、筆者の体験談でも紹介したが、「人が仕事のあり方を真剣に事実とし
て実態と対比して評価すると、仕事に関係なく、大きな反省が起きるものである」と、こ
の時、筆者は思った。
誰でもそうだが、仕事に夢中になっていると当面の課題の処理に追われる毎日になり、
自分が仕事を進めている内容の良否が見え難くなる。いわゆる、ただ仕事に夢中になり、
目の前の課題とスケジュールをこなしているだけの毎日になるという事象は、間接部門に
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多く見かける状況である。

書類作成
会議
工程進捗
チェック
クレーム処理
計算
連絡・メール
打ち合わせ
マスター登録
製造管理
判断・創案
資料作成
標準書作成
使用解読
その他

１．２％
３．２％
３１．９％
６．１％

９．６％
９．３％
８．４％

何と、創造的な仕事の中味を？と見る
と、驚くことに１１％程度であった。
図 2-2

研究開発部門の仕事内容を分析した結果の例

これを、我々は「多忙！」とか、「日々追われる」言うわけだが、自己時間分析の結果、
また、定量的に自分の仕事の仕方を知ると、早急な改善が必要である、という反省が起き
る。なお、ここでは、この方が、この企業のキーパーソンだったことが、関与し、他の方々
も、同じ認識が高まった。また、このことが、その後の改善に大きい作用を及ぼす結果と
なった。事実、「現在、我々の仕事の仕方には改善点が極めて多い。後ろ向きの仕事は無駄
である。いつも疑問を感じていたが、ここまで問題が大きい状況であるとは認識していな
かった。早急に何とかしなければ、
・・・・」と関係者に話し、協力しあって知恵を出す多
くの取り組みが進んだ。その結果、先に紹介した、30％超の時間を改善する策が早期に案
出～強力に実行された。これは、図 2-3 の見方である。当然、仕事は機能を落とさず大きな
時間短縮結果を得たことは言うまでも無い。なお、ここには、部門間にまたがる改善は、
記載を省略した。この種の内容は経営会議の議題に取り上げ、プロジェクトチームが経営
トップに提示して進めた内容であり、実務を行う個々人が提案した内容と質が異なるため
である。その主なものは、(1)会社の組織の変更(統廃合)、(2)かつて計画していた IT システ
ムの大幅バージョンアップ、(3)意志決定の効率化(会議、打ち合わせ、・・・資料準備など)
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の大幅な近代化などだが、この種の内容は部門間の調整を取りながら、プロジェクトチー
ムが別途進めた。なお、30％の効率向上の効果を整理すると、部門間で行った個人時間分
析による仕事の改善が 22~23％であり、それを保管する形で、この 3 つの部門間にまたが
る対策が作用したという状況でこの対策は終わった。
ここで、部門間にまたがる問題の改善に対して、何も事例紹介を行わないまま留めると
概念的な説明になる。そこで、意志決定の効率化と組織改善に関する改善の一例を紹介さ
せていただくことにする。
あるべき
リードタイム

試作の減、やり直しの減、
無駄な会議の減、ITなど環境の悪さ

本来、やりたい仕事や勉強、
実力向上に使いたい時間

ＤＲをプラス思考で推奨する内容

ＤＲを強制する動き

① 失敗やクレームから逃れる。
② 結果的に設計者の工数
低減効果が大きい
③ 一流化・プロへの道を開く
⑤ 仕事に余裕を生む
⑥ 常に追われることからの脱皮

① 時間的に無理にでも
出させるしくみづくり
② 責任分担と管理強化
③ 監査システムの運用
など

図2-3 研究開発・設計者が行うべき仕事とは？
表 2-5 はこの事例に関与する設計・開発業務のムダ排除チェックリストであるが、改善の
一例を紹介することにしたい。
過去、ここでは、本改善前は『品質対策会議は製品開発者いじめの場』として悪名が高
い状況が繰り返されてきた。そうなった理由は、品質管理部門がクレームを起こすと、1 月
の間隔で集計して報告し、対策を模索する方式だったためである。また。会議では、問題
を起こした大半のゲインが設計者の検討ミスに関する内容だった。このため、品質対策会
議は工場長からの叱咤と、設計部門に対する強い要求になる。また、結論は、判を押した
ように「反省します。早速、標準書改訂を図る」という内容だった。それでなくても新し
い課題や、新規要求に応える対処に多忙な新製品開発者達は、このような事後処理的業務
を多忙な中で、それなりに標準化の改訂という形で進めてきた。だが、頭でわかり、理論
も納得するが、とても、その対策に充分な時間が取れない。その理由は新規の受注に早急
な対処を迫られる環境で仕事をしていたためである。そうなると、どうしても、品質対策
会議で指摘された対策が後回しになる。また、対策が後回しになるから、同じ問題の繰り
返しとなる（悪魔のサイクルの中にある）、というのが、当時の実状だった。品質会議は定
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例的に行う。だが、対策は常に事後処理であり、設計・開発者達は追われた。要は、新製
品で追われる。不良対策を強いられるができない、標準化対策には時間がかかるという 3
すくみ状態だった。このような品質対策会議は、時代遅れの大会社病に掛かった企業にお
ける『御前会議方式』であり、正に『死亡診断書的な不良対策』という状況だった。第一、
この方式は自己時間分析から見ても、アウトプットを先に決め、有効なインプットに精査
した取り組みになっていない。ムダなインプットを投入すれば『あすなろ』に似た形で、
花の咲かない樹木にムダな時間と資料の投入を続けているだけの行為となる。だが、IE 改
善のメスを入れると状況が大きく変わった。なお、この状況に対し、筆者は次のような対
策案を提示したことが関与したようである。
提案の内容は次の通りである。まず、①レイアウト変更：製品毎に品質管理者と設計者
の机を並べる。つぎに、②不良・クレーム内容は即時対策、標準図面に活かす対策を日々
行い、③改訂成功例と残余のものがあれば理由を報告して対処を検討する。この案は即日
採用されたが、実施すると、(1)品質管理部門に掛かってきた電話を開発・設計者が取るこ
とがある。この場合、顧客ニーズを受け、即座に標準化の改訂までを短時間に行い、次の
製品に生かす処置が進む。加えて、②品質管理部門の関係者が隣で新製品を検討する関係
者に過去のトラブルがどのように生かされ再発を防ぐ内容になっているかを開発設計の都
度、短時間で確かめる行動が生れた。さらに、③これ自体が、時にはデザイン・インの形
態になっていった。また、④過去の最適な標準化を活用しているか？を確認する活動にな
る、このため、⑤品質対策会議の場で設計開発部門に懺悔を乞う形のならず、対策が図面
に生かされ始めた。その結果、⑥開発設計タタキのための死亡診断書作成業務も無くなる、
という状況で不良問題の撲滅が進んだ。以下は事後談である。ここでは、「考えて見れば当
たり前だが、なぜ、大企業方式御前会議の催しに 50 名の小企業がお付き合いをしていたの
だろうか？」という反省が起きた。このため、今まで行っていた死亡診断書会議は廃止さ
れた。また、不良対策の質が大きく変わった。その例として、お客様からお怒りの対処を
要求される)クレームはゼロ化すると同時に、品質管理の人数の減、開発・設計部門の業務
効率化と質の向上は大きく変化した。また、販売部門は別の組織だったが、ここも、大幅
な業務改善となった（クレーム減で後ろ向きの仕事が激減した）。さらに、リクエスト(新規
の顧客要求というクレーム)を受けた新製品も生まれ、顧客ニーズにあった製品の登場が、
営業成績を大きく進展させていった。
このような支援と自己時間分析＋改善法の適用体験から、筆者は時間分析と IE 改善の大
きさを知ったわけだったが、現状把握と全員参画改善は、思わぬ組織活動の変化をもたら
すことを実体験した。
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表 2-5 設計の無駄発掘から得た改善チェックリスト
No.

ムダ対策のﾁｪｯｸ項目

現状ﾁｪｯｸ

1 類似内容の技術情報を知らずに新規作成している。
（情報の検索に大変時間がかかるため検索しない。）
2 類似・同一の技術資料を知らずに繰り返し作成する。
3 同じミスを知らず、忘れて繰り返す。
4 技術的な改善点を知らずに値段の高いものをつくる。
5 図面が出来てからﾃﾞｻﾞｲﾝﾚﾋﾞｭｰでミスを指摘、改善する
6 先行技術を調査確認せず、知らずに新規に開発している。
7 類似図面活用ということで修正されない図面を活用、同
じクレームを繰り返す、原価高になるなどの問題がある。
8 安い市販品があることに気づかずコストの高い製品や部
品を新規設計してしまう。
9 雑務と事務処理に追われ、忙しく、新しい改善やﾁｪｯｸが
おろそかになる。
10

本人の注意で防げる間違えを他人が時間をかけて検図し
ている。

11

製品仕様を明確にしていなかったため、ユーザーとの食
い違いが発生し、設計変更業務に追われる。

12

納期・日程を優先し、完全でないまま出図した後に再度
手間を掛けて事後対策する時間が掛かっている。

13

新規開発品、ライバル品などを投入・モノマネしてつく
ったものが後でクレームになり困る例がある。

14

回覧書類や指示書で徹底した内容を、担当者が時々忘れ
トラブルが発生している。

15

技術情報が登録・整理されていないので、有効な情報が
活用されないまま、新たな資料の登録、標準化のための
書類整備などが行われている。

16

機械化・IT 化できる内容を手作業で行っている。

17

CAD に類似設計、部品展開システムが組み込まれておら
ず、コマギレなシステムになっていて手間と注意が必要。

18

CAD の端末台数、スピード面の問題で設計者の手待ちが
多い。

19

GT(類似設計標準化)利用の CAD 方式になっていないの
で、部品・材料検討作業が個人ノウハウになり問題発生
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対策案

表 2-5 設計の無駄発掘～改善チェックリスト（つづき）
No.
20

ムダ対策のﾁｪｯｸ項目

現状ﾁｪｯｸ

CAD/CAM のつなぎに問題があり CAM 化に時間が掛か
っている。

21

３D・CAD では簡単に問題がﾁｪｯｸできる内容を 2 次元図
面で苦労しながらﾁｪｯｸしている。

22

協力会社に設計依頼した図面に時間をかけ、社内でﾁｪｯｸ
している。

23

図面作成納期、設計管理を勘と経験で行っているために
予定した日程が守れない、わからない、信頼性がない。

24

開発・設計部門の補助作業の人に充分に業務移管、指導、
権限委譲をしていないので設計者が業務を抱えている。

25

設計図面のミス、不明確さのため、製造現場からの呼び
出しや調整業務に追われる。

26

顧客からの設計変更を営業窓口で処理できず、工場の設
計者がいちいち対応しているので手間と工数が掛かる。

27

図面設計手順書、手本になる図などの整備が悪く、新人
教育や協力会社の仕事の引渡し、指示に時間がかかる。

28

開発・設計担当者の能力把握が経験年数のみの評価なの
で技術面、レベル面で問題が多い。

29

顧客仕様や仕事の引渡し内容が詳細になっていないので
担当者する方が悩み、ミスも多く時間も掛かる

30

相手の理解度を確かめないで一方的な教育をしているの
で、教育効果が少ない。

31

DR 時に資料の事前配布、具体的な役割担当とテーマを事
前に指示していないので会議時間はかかり、思いつきの
討論があり、ムダな会議になっている。

32

開発・設計者がやるべきこと、教えたことの徹底をフォ
ローしないで仕事が進む方式が多く、忘れた頃に同じミ
スを繰り返す例が多い。

33

複数案を同時に進められない方式、分割・分業して仕事
が進む形態であり、担当者に何か特別な事情が発生する
と仕事が中断してしまうことがある。

34

開発・設計図面の納期進捗がつかめないので、納期が迫
ってから遅れが問題になることを繰り返している。
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対策案

表 2-5 設計の無駄発掘～改善チェックリスト（つづき）
No.
35

ムダ対策のﾁｪｯｸ項目

現状ﾁｪｯｸ

対策案

特許面のﾁｪｯｸが不十分で製品販売後あわてて問題対策す
る例が多い。

36

技術面の検討や PL 対策が不十分なため、製品販売後に
市場で販売した製品の回収や修理、設計変更が多い。

37

製品開発や設計業務の思想、方針、各種目標や設計者の
評価などがコロコロと変わるので、設計担当者が右往左
往して仕事にならない。

38

トップの方針とボトムアップによる悩み解決要求の一致
すり合わせが不十分のまま仕事が進み、つまらぬところ
で問題を抱えている。

39

開発・設計の仕事の問題が定量的にとらえられていない
ので、思いつき、表面的な改善活動を繰り返している。

40

問題の本質をついた(原因)分析は時間がかかるので、放置
されたままになり、結局は川下で業務の混乱をきたして
いる状況が続いている。

41

開発・設計業務を革新する夢と理想、ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝがない。

【各項目の評価】問題の程度×事が起きている影響の程度を 5 段階評価し、重点分野から
順に、改善策を策定して下さい。
【5 段階評価の基準（例）】問題の発生程度

No

改善点

改善担当

×

事が起きている影響の程度

５：必ず発生している

５：事の影響は致命的

４：かなり多い

４：かなり大きい（顧客・関係者）

３：時々発生する

３：吸収可能

２：まれに発生する

２：影響は少ない

１：ほとんど起きない

１：無視できる

内

容
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スケジュール

期限

済

２－２，『間接５S 対策法』：仕事の「前段取り改善」の技術
昨今、書店では「段取り上手は仕事上手」と書が売れている。これは、仕事をこなすこ
とがうまい方と問題を持つ方の差が、能力の差より段取りの差であることを例示したもの
である。このため、『段取り術』や『超整理術』さらには『断・捨・離』といったような書
が『５S：整理、整頓、清掃、清潔、躾』の応用として販売されてきた。そこで、以下、
『間
接 5S』という局面から、段取り・整理術の内容と活用法について解説して行くことにする。
（１） 間接 5S の前に必要な『頭の中の 5S 対策』
まず、図 2-4 をご覧下願いたい。常識的な目で見れば、図に示したように、仕事が混乱
する状況で整理・整頓の確保を、誰が見ても納得行く形態に保つことには無理であること
が判る。

仕事は3年で半減、残業ゼロ、2割のゆとりを狙うと良い

① 仕事をかかえ過ぎて
いることに気づかない
（能力オーバー状態）

⑧ 働くと動くの区分
を知らない
（付加価値生産性
の意識欠如）
⑦ 自己育成感覚、
自分の夢と目標
達成管理を行って
いない
（自分の人生は
他人と会社任せ）

② 時間意識がうすい
（時間分析はしない）

③ 仕事術をしらない
（自己流、反省や
研究なし）
④ インプットすれば
成果が期待できる
と信じて活動する
（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ、期限から
インプット逆算計画
策定をしない

共通語：忙しい
仕方ない

⑥ 仕事の優先順位が
乱雑である
（どのような仕事も
馬鹿丁寧、全力で）

⑤ 人に頼りにされると、
断れない（意味の
薄い仕事や会議に
安易におつきあい）

図2-4 毎日、仕事に追われる人の特性
このような仕事の環境下で、形ばかりの整理を行っても、仕事をすれば、また後戻り、
目前の資料や機材の置き方などはたちまち乱雑になる（目に見にくい PC ファイルの中も混
乱状態となり、この種の５S 対策では、掃除の繰り返しになる）。したがって、
「整理＝不要
物の撤去は 1 回程度の必要はあっても、繰り返しはムダである」と考えて行動すべきであ
る。事実、図 2-5 のような５S は２~３時間程度あれば終了するからであり、この種の対策
にあえて『事務所の 5S 対策』といった名をつける程度の内容ではない。また、必要と思っ
てそろえた（購入した）器材や資料が使われないまま廃棄されること自体、お金を基に調
達したものを廃棄することを意味する（原価管理では、この処置を『不要資産滅却』と言
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うが、ムダに資産（お金）をドブに捨てる内容を意味する）。このため、断・捨・離を提唱
する著書では、下に示した行動を読者の皆様にガイドしている。
断：不要な書籍や情報は買わない。手元に持ち込まない。
捨：要らないものは、期限を定め、こまめに、また、思い切って捨てる。
離：捨てがたい書類や書籍は一端、職場や関係者から遠地に離して保管する。しばらくし
ても保管場所を訪ねない対象は、使わない事実を評価基準と考えて廃棄する。
過去、このような処置は、工場の間接部門では、常識的に行われてきた。そこで、本書で
は、日を決めて一斉廃棄を繰り返す『形の 5S』から離れ、工場間接部門の仕事そのものを
改善した結果、美化という現象を得る改善法を提示して行くことにしたい。

① 混乱する書類の山

分類・整理と
優先順序を
決め、処理
スピード化へ

② 増えるファイルと
探す時間の増加

検索システムと
ファイルの整理
頻度管理や
キーワード検索

③ 文房具や部品の
購入のムダ対策

共有備品
指定席化

④ 区分内ゴミ山と、
事務所の掃除

ゴミの区分
資源化対策
机上の
整理
~清掃

図２-５ ２~３時間程度で終わる、事務所５Sの例
先の例を含め、まず、
『頭の中の 5S』という視点から、5S の在り方について整理するこ
とにする。なお、産業界には、本書に示す５S 改善とは異なる５S がある。そこで、この種
の５S に『一般的な 5S』という名で５S 改善の内容を紹介の後“→”の後に、
「疑問に思う
べき事」と、いう記述を行い、本書が進めてきた『間接部門の５S 改善』のあり方を明確化
することにする。
① 整理：『不要物の撤去』→「不要物の撤去は資産をドブに捨てる行為（経営的には
不要資産滅却）である。常に必要な時に、必要な物、機器、情報を必要な
ところに必要なだけ置く処置をすれば、不要物撤去はやらなくて良いはず
である。」
② 整頓：『きれいに整理して置く』→「“後工程はお客様”という思想で、仕事の終了
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時に、次の仕事に必要な準備を図る。同時に、動作経済の原則に従う形で、
ムダの無い取り置きや、情報検索や授受に有効な処置を図れば、何も、特別
に時間や手間をかけた美化のための整理変えは不要なはずである。」
③ 清掃：『業務時間以外に行う、自主的、また、自分が働く環境整備のため、仕事を
する近辺の掃除は別として、日と時間を決めて工場間接部門が一斉に行う掃
除の徹底』→「良好な人間関係や働きやすい職場づくりのため、時間外に掃
除をする行為は仕事の時間に関与しないので、除外して、掃除をする＝何も
ないところに新たな問題が発生する。まわりに何も無いところへ問題が起き
るということは、発生時点に問題が顕在化した状況だから、早期対策～再発
防止を意味する。要は発生源対策という川上の対策をすれば、上から流れて
くるゴミの除去、すなわち、川下対策＝賽の河原の石積み行為はなくなるは
ずである。」
④ 清潔：『マナーの徹底、洗濯徹底で着装の美化』→「“清潔”という用語は、病院や
食堂、厨房で重視されるように、目に見にくい問題を予知、予防する対策を
示す。マナーは新入社員時に身につける技術、また、洗濯できれいにした着
装が汚れるということは、仕事上で何か問題が発生した結果として生じた事
象である。そうなると、予知・予防こそが求められるはずである。」
⑤しつけ：“仕付け”は子供の仕付け、仕付け糸に代表されるように、「意味を知らな
い方に厳しくマナーを叩き込む、手を打っておく行為が、やがて大人になり、
相手に理解される」という内容を意味する。→「5S の躾は「自分自身の“身”
＋美：何が正しいか？」の合成後であり、「自ら問題をつかみ、理想－現実＝
改善ギャップととらえた対策と、気づきを意味する。当然だが、職業人であ
る大人に必要な内容は躾である。」
（２）書類の超整理術
IT 時代の今は、ある意味で情報過多の時代である。個人的にも、あった方がよいと考え
る情報、いつか使うかもしれない情報、何かの参考になる情報といったものを冗長度とい
うが、保管しておくと 1 年で使わない情報の山に埋もれてしまう事態となる。筆者は技術
資料に思いが深いためか？「いつか使うことがあるかもしれないので保管しておくべき」
と考え、書類を大切に保管する例が多かった。そこで、期間を決め、棚卸しを兼ね、見直
しをした。すると、「3 年も経過すると、ほとんど使うという例がない」ということが判っ
た。その理由は、筆者が関与する技術分野では 3 年も経つと時代遅れになるからである。
また、必要な情報はどこかに記録され、活用されているから破棄しても問題無い。そこで、
また、古い例で恐縮だが、日立金属(株)在勤時代の 5S 改善への取り組みを紹介することに
する。対象は約 30 名程度のスタッフが仕事を進める技術本部で、書類低減の必要があった
時の話である。皆に書類廃棄の話をすると、「心配だから」
「もしもの場合どうするのだ！」
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ということだった。そこで、長期保管書類を、数名で、こっそり梱包して山奥の倉庫に持
って行く処置を進めた。
「必要と言われたら山奥の倉庫から 2～3 日かけて戻せば良い！」
という判断である。だが、保管した書類は全く使わず、仕事は何の支障もない状態で、3 年
間が経過した。その後、この事実を関係者に伝え、「社内秘を除き、もし、どうしてもとっ
ておきたい一般的な情報や書類は、個人別保管」とした。だが、全く利用が無いという事
実は、関係者の説得に大きく役立っただけでなく、その後の 5S 活動では、全社的な書類低
減に寄与した。要は使わない資料を統べて廃棄することができたためである。さらに、こ
の間に数名の転勤者が出た。そこで、ここでも遠地保管としたが、問い合わせも、利用も
皆無だった。このため、この種の書類も「転勤後 3 ヵ月経過したら焼却処分」としたが、
筆者が関与した期間、問題の発生は皆無だった。
その後、全社的に書類半減運動、「個人持ちの書類は 30cm 以内にすること」という社長
命令が出された。そこで、他の部門も類似の対処をした結果、各部門から、空になったキ
ャビネットが山のように放出された。同時に、机の上に満ち溢れていた書類も姿を消した。
社長は「ワン・イヤー・ワン・インチという言葉がある！」という講話をされた。この内
容は、「米国の軍艦が戦時の訓練に出ていくと、どんなに書類の持ち込みを禁じても、家族
の手紙、教材、隠して持ち込む書類で 1 インチはスピードの低下に大きく関係し、敵艦に
遅れをとる！」というご注意だった。そこで、本当に要る書類は、何らかの手段で保管を
する（現在はスキャナーで PDF ファイルになるようだが、当時はマイクロフィルムが推奨
されていた）
。だが、それ以外は、期間を決めて廃棄する策をルール化した。
世の中に超整理術なる本が多数販売されていて、大体、上述のような話をもとに、対策
をガイドする例が多い。現在、ハードディスクの容量がテラ・ビットクラスになった。こ
のため、映像を膨大に保管する方がいる。だが、多くの方が「結局は見ないので消した」
とか、「保管容量がどのように大きく、コンパクトになっても、結局、確実に見る目的と時
間がなければ気休めの記録行為に終わる」という反省をされる方が多い。そこで、図 2-６
のような処置をガイドに、書類の整理・整頓を進める要点をまとめた。
① 書類の扱い：処理と利用を目的にウェイトづけを行う。
(1) 今使用するものだけを手元に置く。当日使用分は、トジ不要の見出し付ファイルに入
れ、引き出しを引くと 10 秒以内に探せる仕組みをつくる。
(2) １ヵ月以内に使うと考えられるものは、机の下引き出しにファイルしておく。
(3) 以上の時間枠を出て、時々使うもの、共通ファイル化が必要なものは保管期限付の分
類別ファイルに入れる。または、会社のキャビネット保管とする。
(4) いつか使用するかも知れない、という書類は袋に入れ、見出しをつける。使用者は使
用目的と使用書類を記載する方式とし、室に置かず、別の場所に隔離する（担当者別に
保管する）。
(5) 保管した書類で使用実績のないものは、ルールを決め、必要に応じて処分する。
② 書類の保管スペースについて：１人○○cm と定める。
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Ｂ，取り出し頻度と姿勢

Ａ，机に持ち込む書類の管理

よく使うものは、取り出し易い
位置へ移動を！

処理は即座に処理して期限
管理の徹底を

Ｂ，保管書類は活用目的に応じてファイル化

ＩＮ

短時間の検索を目的にインデックスづけ

ＯＵＴ
停滞を防ぐ

図2-6 事務机まわりの仕事と書類の処理と保管法
⑥ 机作業まわりの改善
空いたスペース

Ａ，キャビネット類は、まず、不要書類
不要物撤去で棚やキャビネの数の
減で空間確保
と移動距離の
減！

Ｂ，必要時、必要品
のみセット持ち込み

ムダな移動

Ｃ，スライドテーブルや開閉式
テーブルで作業場所確保
（逆に使用しない時は机の
小型化を）
Ｄ，空いたスペースは
有効活用へ
固定式で万能の仕事
の消化ではなく、変動
式でゆとりを持ち有効
に仕事のスペースの
活用を！

図2-7 事務机のまわりの改善と収納法
書類は仕事を進めるための情報という名を持つ人が活動するための資源である。そう
なると、一応、図 2-7 をガイドに配置を考えた保管が必要になるが、人はスペースがある
と書類をためる習性が発生する。そこで、まず。(ｲ)個人別にスペースを決める。この状
況で、(ﾛ)書類の必要性のウェイトづけを行っていただく。(ﾊ)赤いファイルは最重要の高
いもの。黄色は重要。白色は保管指示待ちといった色分けをすると使う立場で見える化
が進む。IT 関連のディスクなどもこの方式で行う。これにより、個人的な整理が進む。
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③ 回覧書類はジャンボ回覧版でまわす。または朝礼や伝言板で報せる。書類も減らす。
ジャンボ回覧は H 社のある工場で実施した方式である。仕事が出来ないくらい大きな
回覧板に、書類を重ねず、並べて張り貼り回覧する。こんなものは来ると机が使えない
ので早く見て回すので、回示スピードも増す環境となる。なお、(ｲ)内容は重要なものの
みとする。(ﾛ)個人の手帳にひかえを取っていただき、ムダな書類は作らない。(ﾊ)どうし
てもコピーが必要な人は回覧板より書類を外し、自分でコピーする。(ﾆ)地図等必ず必要
なものは数枚コピーされたものを自分で回覧板より外すなどの工夫を施すことは有効で
ある。ジャンボ回覧板が便利な点は誰でも、一目でどこに回覧板があるかわかる点であ
り、何より回示が早い。
④ 書類はワンペーパー化し、発行元がオリジナルを保管する。
メールも同じだが、まず、発行元で書類を減らすことが必要である。次に、使用後の
書類は社内秘の資料同様に、オリジナルを残し、回収または処分することをルールとす
る。この処置で、受取側は気楽に書類が処分できる。逆に、発行元は保管責任上の管理・
メンテナンスが徹底する対策は情報管理上、重要な運用のルール設定である。
⑤ 個人用の書類で取っておくべきか捨てるべきか判断がつかないものは、場所を決めてお
き、一杯になったら廃棄する。
⑥ 電子ファイルを含め、オリジナル情報から作成した中間書類は、不要になった時点で捨
てる（作成時に廃棄を決め、扱いを区分することが重要である）。
⑦ 書類の廃棄はこまめにおこなうが、時には、5S 日を決めて一斉に行う。なお、この種の
対策は、回数、処理にかける時間の減、処理量の減に目標を持って行うことが重要であ
る。夏は暑いので書類の整理はイヤである。春、秋、冬がよい。時間をかけて一斉に行
う。だが、書類の整理が進んだ段階では、逆に、夏や多忙な時など、人がやりたがらな
い期間を選ぶ策をお薦めしたい。その理由は人にムダを教える面で、人的な印象を強く
与えるからである。時にはレイアウトや部屋替えを行うと、イヤでも不要書類が見つか
り処分となる。一斉に掃除の 5S だが、行うことも大切である。
（３） 検索容易術･････仕事の目的が決まれば数秒で必要書類や物が探せる仕組みづくり
書類の整理には、図 2-8 を参考に、検索（使うこと）を目的に保管方法の改善を行うこ
とをお薦めしたい。いくら美観がいくら良くても、必要な時、必要情報が取り出せないの
では「何のための 5S か？」わからなくなる。このために、筆者は、書類探しゲームを行っ
てきた。時計をもち、「1 つの目的情報が 1 分以内探せるか否か？」という監査である。例
えば、来週必要になる重要会議 5 件を選定の後、「１つの会議に必要書類を作成するため、
各 5 点づつ持参願いたい」としてテストをする。PC のファイル検索も同じだが、1 会議の
ための資料 5 点×5 会議の資料準備が 25 分以内に出来なければ「整理不備！」として保管・
管理・検索方式の改善を図る対策を促す方式である。
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共同保管はファイルへ，入れ
所在を明確に
超整理法の要点

縦積みは横ファイルへ
落とし込み分類
キャビネット保管はｱｲｳｴｵ
ＡＢＣなど検索容易に見出し
をつけて
ファイルは色別分類
緊急度は色で指示

① 横線を入れて有り無しを
明確にする。
② 見出しをつける
③ 個人使用の多いものは個人
の近くへ移動
④ 貸し出しは図書貸し出し
式を利用する（利用者
場所、返却期限、連絡先）
⑤ 利用頻度の多いものから
とりやすく、移動距離が少ない
場所に置く。
⑥ 利用頻度の少ないものは
しるしをつけて、遠くへ、
やがて、箱づめして別の保管
場所へ（廃却を考えて）
⑦ 一斉整理の日を定めて、
整理は合意を得て断行する。
⑧ 転勤や所属変更者の書類や
文献は利用を評価して⑥の
扱いへ

図2-8 紙ベースファイルの保管法（検索中心の超整理法）
特に共通ファイルは、誰でも探せることが大切である。だが、多くの企業でこのテスト
を行うと、興味深いことに、書類置き場が整理・整頓前の状況に戻ってしまう。この事象
を見て、「なるほど、使うこと(検索)を考えないで、美化を狙った書類の保管管理は定期的
に指摘された旧式の整理・整頓法に隠れたムダがあることを認識願うわけだが、この方式
は、関係者に「何を目的に書類棚やキャビネットの整理・整頓をすべきか？」と実務的な
反省を与えるという効果がある。
図 2-9 は書類整理法の基本だが、検索を目的とした書類保管と監査は、ISO9001 などに
おける監査手法の一例であり、今必要な最新情報を必要な時、短時間で入手する上で重要
なチェック法の一例である。以上、時計を利用した検索を目的とした監査法を紹介した。
では、この方式を用いた結果、得た点を整理することにしたい。
(ｲ) 書類は使うために整理、整頓をするという目的が再確認される。標準化という内容が仕
事の効率との関連で理解される。
(ﾛ) 一般論でなく、事実ベースで整理、整頓の方法研究が始まる。
(ﾊ) 今月と来月で仕事が大きく変わるのであれば、仕事をしやすくするための書類のリ・レ
イアウトが行われる。
以上は書類整理術のイロハである。だが、ムード的に書類の整理、整頓を行っている企
業や事務所は意外に多いものである（書類のファイリングの要点も注記しておくこととす
る）。
(ｲ) 書類には分類をつける。
(ﾛ) ファイルには見出しをつけ、保管、管理責任者を決める。
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(ﾊ) ファイル No.をつける。
(ﾆ) 書類は時系列で並べ、必要に応じて見出しをつける。
(ﾎ) 貸出しはファイル単位で行う。一部が必要なときはコピーしてすぐに戻す。
(ﾍ) 又貸しは禁止とする。

Ａ，書棚や機材棚などの上や前には、ものを置いてはいけません！

美化はもとより通路の邪魔
Ｂ，楽に手が届く
位置が、
良い置き位置
です(マグロの
トロと整理術
ではいう場所
です）。
Ｃ，倒れ防止にブックエンドを！

図2-9 書棚の整理、改善の常識
さらに、IT 化の進展と共に、各種の書類や文献が IT ファイルからの検索に頼る例が多い。
しかし、膨大な情報をかかえても、
「検索して利用する」という内容が充実しなければ、単
に膨大なサーバーに情報を保管しているだけの内容になってしまう。そこで、図 2-10 に示
した例と共に、企業ではファイルのアクセス状況を各ファイルにカウンターをつけ、利用
頻度を把握して、アクセス頻度の少ない対象はアラームシステムの一部に加える策の適用
法をお薦めしたい。先に、書類廃棄の判断に利用頻度が重要な判断基準となった例を示し
たが、同じ効果が出る。
（４）文房具や器材の置き場管理
整理術などの書を見ていただくと、図 2-11 のようなガイドと共に文房具や事務関連の機
材の収納に対するガイドが提示されている。だが、よく見れば判るが、文書や著書と対象
物と形状などが異なるだけであり、ここまで紹介してきた対策で５S を進めればよく、同じ
対策法の適用となる。
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ＩＴ検索
システムの活用

ITが持つ
カレンダー機能

セキュリティー管理と
ITアラームシステム

セキュリティー管理を前提に
必要な時に、
必要な情報だけ
必要な場所で使う！

ＩＴの機能と条件

ITが持つ
時計機能

図2-10 書類の５Sに有効なIT化対策
① 断・捨・離の利用
② 指定位置収納の例
Ａ， 断とは？：
不要な機材、薬品、書籍
収納物は、一目で員数や
や情報は買わない、書棚
保管状況・期限管理可能な
や保管場所などに入れない。方式を運用するこｙとが重要！
Ｂ，捨てとは？：

③ スペースの利用
棚と同じく、常に空いて
いるスペースはマッチ箱
スライド方式や収納ボッ
クスで有効収納

要らないもの、当面使わ
ない物や情報は、思い切っ
て捨てる。

捨てがたい書類や書籍は、
一端、職場や関係者から
遠地に離して保管する。
この処置で、全く使わない
ものは、使わない事実を基
に捨てるか否かを決める。

薬剤保管箱を
収納改善
した例。箱の中の
小分け化には箱の
中を仕切る工夫を、

ビジネス・ホテルなど
では、ベッドの下 は
収納をガイド

Ｃ，離とは？：

図2-11 文房具、器材を中心とした収納術

（５）仕事の出来栄えの差を標準化へ
間接業務は目に見にくい仕事の代表例である。そのため、同じような仕事で大きく差が
出る例が多い。筆者が若いとき生産管理関連の IT システム開発のプロジェクト・リーダー
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を担当したことがあった。この時、プログラム関係者を部下という形で 10 名ほど抱えて仕
事をしていたことがあったが、驚くことに、同じような仕事を頼んでも P さんと Q さんで
はエラーや生産性が 3 倍以上の差だった。学歴や経験はほぼ同じ、同じように教育してき
た方にこの差が出ていたわけだった。両者とも真面目に仕事をしていて、特別な能力を必
要とする内容ではない。そこで「なぜ差が出るのだろうか？」と仕事の仕方を観察し、進
め方を見ると、大略、図 2-12 のようになった。例として、No.3 に示した「同じような仕事
に対して標準化した資料を作成して活用するという内容があり、No.1 のアウトプットを決
め、No.2 の P-D-C スケジュール管理と共に、その良否を判定しながら仕事を進める、とい
う手順の中に差がある。そこで、生産性が良い P さんの手順を分析し、チェックポイント
を明確にしてもらって Q さんに伝授すると、ほぼ同じスピードと共に、エラーも大きく減
った。

ゆとりを持つ人の行動
１、最初にアウトプットを
決めてインプットを精査
する。
２、常に、時間意識を持って
活動する。
３、仕事をしながら短時間
で同じ成果を得るため
工夫する。
特に、似た仕事は標準化
してつぎに役立てる。
４、時間短縮の勉強をして
取り入れる時間をつくる。
５、寝る、趣味、遊びの時間
を確実に先に見込む

ゆとりの無い人の行動
１、残業や努力が自分の誇り
と考え、やたら、理由なく
インプットをに終始する。
２、人の注意は聞かない
健康は無限と思っている
３、残業と遅くまでの仕事が
習慣化、美徳化している。
４、時間意識が少ない。
仕事の評価もしない
５、「残業やむなし」として人生
を受身的に過ごす。

図2-12 ミスと生産性に差が出る仕事の差異
その後、同じこれに似た内容が無いか？と調べた。すると、海外に似た例があった。当
時は、まだコンピューターが今ほど小型化し、ポピュラーではない頃の事例だが、A 社（国
内大手メーカー）と B 社（米国）にシステム開発の相談をかけた時の事例である。
A 社：販売部長以下ズラリと 10 数名、質問が来ると担当者が次々と立って答える。
B 社：1 人の担当セールス・マンがすべて答える。
両者のコンピューターの性能もレベルもほぼ同等であるにもかかわらず、このような状
況だった。この差は何なのか？と見ていると、B 社は顧客の質問を過去の経験をまとめ標準
化していた。A 社はその種のノウハウが個人の頭やノートの中にある。そこで、10 名もの
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人を揃えなければお客様の質問に答えられないわけだった。常識的な判断に立つと、A 社の
製品は間接部門の費用が売値に大きく加算され、高くなってくるはずであり、顧客の質問
に対し、時々、「持って帰って検討の後お返事します」となる（実際に、その例が多く発生
した）。これに対し、B 社では、お客様が疑問に思われる内容は、すでに標準化されていて、
似ているので、答え方を整理していた。要は、今まであった質問を統べてカード化して整
理し、答えを用意して対応していたわけである。この事例では、このような情報の段取り
の差が、営業関係者の人数の差になっていたわけだった。以上、段取りの差コンピュータ
ー販売の相談に当たる営業者の参加の差になる例を示した。
1990 年代、小林忠嗣著：ダイヤモンド社発行による、DIPS（：知的生産性向上システム）
という書が産業界を騒がせたことがあった。ここには、間接効率化の多くの進め方がルー
ル化されている。その前に意志決定の効率化を NASA で研究した KT 法に似たルール化を
提唱していたが、この種の著書は統べて仕事上手な方々の仕事と一般人の仕事の仕方を観
察し、そこに生産性向上の法則を見つけた内容を「間接効率化の秘密」という名称で標準
的な仕事の仕方を提唱した。近年、この種の内容を金型のソフト開発に関与そのまま適用
し、人事考課とリンクさせてアウトソースの方々の IT 業務生産性開発と管理に適用した例
がある。事例は、2008 年、JMA・生産革新大会で当時のインクスの山田眞次郎社長がお話
しされたソフトウエア関係者の管理方式の一部だった。
読者の皆様は、すでにご承知のように、インクスは携帯電話の金型生産に対し、過去、
匠の技量を要して 44 日かかっていた製作期間を 2002 年には 10 日、翌年には 3 日、2007
年には 4 時間と、IT 活用で驚異とされるレベルを具体化したことで有名になった企業であ
る（リーマンショックで倒産）。筆者も山田氏の発表をお聞きしたが、
「PC の前に座って仕
事をしている方に、アウトプットを明確にしてお仕事願っているが、同時にソフト製作時
間の管理も行っています。達成レベルに応じた支払いをしていますが、3 倍もの差がある状
況です。・・・」という内容と、「効率化を進めるには、仕事の手順の改善を常に求めてき
た」という事例は『仕事の手順の改善』と標準化の活用を示した。「特に、ソフト開発は段
取りです。この勉強をしないで長時間 PC の前にまじめにいる。キーボードをたたいている
からという評価はしていません。・・・」というお話しは IT ソフト開発でも変わらない状
況となることを学んだ。
以上、筆者が最初に間接業務の改善を段下り面から改善を開始した時代と今の情報処理
は隔世の感だが、時代は大きく変わっても、人が仕事をする。そこに、品質面・生産性の
面で大きく差が出るという経過と要素は変わらない状況であることが判る。また、問題意
識の高い方、仕事の生産性の高い方を見つければ、そこには必ず、早くて良い仕事の進め
方(コツ)がある。従って、その種の内容を標準化して活用する取り組みの有無が、製造現場
同様、工場の間接部門においても、集団を組む組織や企業間格差となる例を示した。
【とんだ失敗から標準化】電話メモの話
筆者を含め、人生において失敗をしない人はいないのではないだろうか？だが、人が失
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敗で落ち込む状況を助ける言葉に、
「失敗は人を育てる」とあり、オリンピック金メダルの
覇者を見ていると、正に失敗との戦いが成功につながるきっかにしていた。2012 年のロン
ドン・オリンピックは、筆者には別世界だが、大きな勇気と人生観、努力と失敗にめげな
い精神力を学ぶ題材だった。
以上のような『失敗を活かす技術』とは別に、企業で起きる失敗は、事後処置に大きな
ムダを生む。表 2-6 はその種の例である。そこで、筆者の体験談で恐縮だが、どこにでも置
きがちだが、誰も誉めない、ビジネス関係者なら当然問題なく行うべき例として電話メモ
のトラブルを例示させていただくことにしたい。

表2-6 間接業務でトラブルや遅れとなる要因と対策
管理項目

主要な要因の例

主要な対策

計画時

①無理な計画を承知で立てざるをえなかった。 ①リスク（回避策と緊急時）策対策の
準備～発動 ②ＤＲの実施
②作業手順の検討が不十分だった
③標準時間の信頼性向上対策
③負荷/能力算定にくるいが出た

設計時

①計画変更や追加が入り各所が混乱した
②設計でトライした技術が未完成だった
③設計～工数見積もりが大きく狂った

①②ＤＲ対策とＬＴ短縮を進め、変更を
ぎりぎりまで受ける体制と余力対策の
充実 ③テスト生産による事前確認

品質面の ①上司が指定した内容を実行に移した際、担
トラブル
当者の力量不足で問題が多発した
発生時
②試作では問題が出なかったが量産時に問
題が多発した

①試作時に問題の洗い出しと量産テス
トの充実
②工程能力の把握と対策～標準化、教
育訓練・評価方式の見直しと対策

設備的な ①仕事の目的や理解が不十分だった
問題
②仕事の変更と飛び込み業務が吸収できな
かった。
③新しい業務や特殊業務に関与する人や設
備が限定され能力的にネックとなった
④仕事が始まると各種トラブルが発生して本
来業務ができなかった。

①②③の対策：量産試作ＤＲの実施
④６つのムダ排除
・無付加価値業務の低減
・集中業務のチョコ停（断絶）対策
・立ち上げロス ・やり直し対策
・整理・整頓～スピードアップ対策
・IT・多能化と段取り時間対策

人的問題

①欠勤者問題、②新人教育問題、③その他

①余力対策、②多能化対策、③標準化
～スピード教育・・ナレッジマネジメント

筆者の失敗談で恐縮だが、企業へ入社して 3 年経った頃、オイル・ショックがあった。
各社ともエネルギーの確保が重大関心事だったが。このような中で、1 人で残業をしていた
時、突然に電話がかかってきた。筆者も新入社員研修時に「電話の対応は 5W1H が大切で
ある」と教えられていたため、メモを持ち電話を取ったわけだったが、重職の方からの電
話のようだった。この方、名前を言われ、すぐ要件に入って言った。内容はかなり重要と
感じ、部長へ伝えることを急ぐ内容だった。そこで、早口のお話だが確かめつつ、メモを
取っていった。相手は、伝え終わると、次の方に電話する状況だったようで、「では、伝言
よろしく！」
「ハイ」ということで電話が終わった。しかも「お名前を！」と確かめる瞬間
に電話が切れた。筆者は「しまった！」と急ぎ受話器を取り直したが･･･。ツーンという音
で電話回線はすでに切れていた。筆者は呆然とした。「サー困った。どう伝えようか？」と
悩みつつ帰宅した。当然のことだが、不安な夜を過した。日曜に部長に連絡は取れなかっ
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た。当時は緊急連絡網が未整備であり、この種の対処がまだ、企業文化になっていなかっ
た。当然、月曜日、筆者は会社へ早出した。相手の方は部長をよく知っていて、
「昨日会合
でお会いした」と親しげであったことだけが頼りだった。
このようなことを思い出しつつ、早朝から部長を待っていたわけだったが、部長の「お
はよう！」の後、メモを見て、筆者に「用件はわかった。だが一体誰が TEL をくれたのか？」
と問うた。今でも思い出すが、筆者は背筋に冷たいものが走った。「来た！」である。しか
も、会社のエネルギー事情を大きく左右する話である。「あの～、○○のような声で･･･」
といろいろ説明したが、わかるわけがなかった。「君、会社生活何年になる！ペナルティー
だぞ！」との話に、答えようがなく、ただただ立ちつくすだけであった。当然の事ながら
部長は少ない情報を頼りに名詞を出し、次々と電話をしていった。しかし、内容が内容な
だけに、世間話で要件は済ませ、次々と電話すること 2 時間！「中村君、見つかった！」
の声にホッと胸をなでおろした。筆者は入社時にビジネス・マナー厳しいが親切な上司に
恵まれたため、これ以外の失敗は皆無だった。従って、これが初めての電話失敗劇である。
筆者のこの状況を見て、同僚や仲間は冷ややかだった。当然、サラリーマンとして、やっ
てはいけない、初歩的な凡ミスだったためである。悔しいが助け船は無い。女房にも話せ
ない失態である。そこで、筆者は「私が犯したと同じミスは起きる危険がある。他の方も
同じミスをさせない対策(標準化)こそ、私に与えられた仕事だ」と考えた。
当時、コピーの裏紙にメモを取る方式をとっていたが、5W1H を書いた専用用紙をメモ
に印刷した。電話メモの標準化である。これは、大変に便利であった。ノー・ミステイク
というだけでなく、モレなく、早く用件が書けるためである。第一「５W1H に注意」と言
って、毎回復唱する必要がない。メモに書いておけば手続きの中で行うことが出来る方式
にしたためである。さらに、緊急・重要要件は赤色、注意を黄色、その他を白とした。こ
れも、その後、部内の伝達に大きく貢献した。
その後、転勤や職場を変わる毎にこの用紙を作成配布してきた。自宅でもこの用紙を使
っている。このため、家族からの伝言もモレなく、早くメモがとれ、好評だった。この種
のメモは、今やどこの企業でも実施され、新入社員の演習題にもなっている（当時は、ま
だ、利用が少ない良い改善内容だった）。同時に、この失敗が基になり、どのような小さな
失敗も見逃さないで標準化の活用というルール化でしのぐ習慣がついたことは、間接業務
効率化の基盤になったように思う。
「段取り上手は仕事上手」という対策は、この種、身近
なムダ排除から進め、「チリをまとめて山にする」ことが重要である。
つまないミスの防止を対策する有効な方法は、新入社員時に「つまらないミス防止策」
を身につけてもらう対策となる。20 年も前になるが、このように思っている時、生産関係
の新入社員研修の担当になったことがあった。現在は若手の講師に研修メニューをお渡し
たが、研修の場では、テキストに事例紹介は無いが、筆者の電話受信ミスを紹介してきた。
すると、感想文に、必ずといって良い状態で「単なる研修でなく、強く印象づけられたの
で、企業生活に入ったら早速チェックします。電話メモで失敗しない方式の提案です。失
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敗はムダ、誰も慰めてくれないし、無意味で嫌な感情だけが残ると、前向きに仕事ができ
ないことがよく判ったからです。頑張ります。
・・・」というコメントだった。無意味な失
敗やトラブルで仕事がスムーズに進まない障害は、入社時に防御してもらうことを願うわ
けである。幸い、筆者は演習題として紹介する下に示したような体験談を持たない。新入
社員時に研修で教えられていたためである。この種の内容は、企業人なら常識的に対処す
る内容だが、この種のつまらないミスを防止するため、最初から問題を発生させない予防
策を身につけて行動すべき例を記載した。

【演習題の例】 つまらないミス防止へ向けて
設問１

Ａ君は 課長 に報告 にい った。 最初 に経過 説明をし たが、 その うち課 長から、「もうすぐ会 議が始 まるので
時間がない。 結局ど うだったのか、 結論 だけ聞いておこう。」と言 われ た。

記入欄

設問２

Ｂ君は、 今日の ３時ま で に課長 から頼 まれ た報告 書を作成し ていたが、３時になってもできなか ったので、
４時ま で延ばし てもらおうと 課長の ところへ 行った。

記入欄

設問３

Ｃ君は、先輩 に会議室 の予約をし ているかど うかと 聞かれ た。「たしか、女 性が予 約しておい たは ずで
すが ……」と答 えた。 しかし、 実際 に会議 室の予 約はなく、訪 れた顧客を待 たせる 結果と なった。

記入欄

設問４

Ｄ君は、先 輩 に「さっき、○ ○商店 の××さ んから電話が 入っていました」と 大声で伝えた。
それか ら２時間して 、ま た○○ 商店か ら電話 があった。先輩 は電話を かけることを 忘れてい たの だ。

記入欄

注釈：この設問の解は極めて常識的なので、解答例は省略した。

（６）設計業務の標準時間策定
発明や特許を生む創造的な仕事は別として、よく見ると、工場間接部門で行う仕事のほ
とんどは似た業務の繰り返しである例が多い。どこまで、その範囲を置くか？という程度
の問題はある。また、確かに、毎回、適用対象が異なる。だが、多くの方は、周辺にある
情報や知見、経験や関係者とコンタクトして、IT を駆使した調査で得た情報を基に情報を
まとめる仕事を行っているため、産業界では、図 2-14 のような図と共に、「工場の間接業
務とは、最良・最適な情報をつくる工場」という整理をしてきた。「では、設計・開発業務
は？」という内容の解析を効率化対策と共に依頼され、改善に当たった事例を紹介するこ
とにする。

55
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計画を充実するには？
① リスクは何か？
② 対策は十分か？
ムダ、
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が良い
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収集

Plan

評価

重要・必要な
内容へ
絞り込む

選択

Check

Do

加工

いつか
役にたつ
かも知れ
ない

材料→

生産支援と管理
→製品
思考は情報加工の工場
づくりへのガイド

図2-14 工場間接部門の活動「情報をつくる工場」という
機能的な局面
この話は S 社における改善例である。この企業は 100 名ほどのエンジニアリング部門を
持ち、常に新しい製品を製作してきた。ビルや家屋、造船や大型装置に似た製品で、毎回
つくる製品が異なるため、頭を使って製作図面を作成する。その後は、製造現場で製作す
るわけだが、問題は、製作期間が短いことに加え、設計業務は頭の中の仕事なので見えな
い。この状況で図面が製造現場に渡される。また、ここでは「図面が現場に出る」という
言い方をしていた。問題は、いよいよ期限が迫った状況で図面が出てくるため、製作部門
では徹夜に近い状況でピーク作業が発生する。設計部長は設計開発の実務者なので、設計
者の状況は概ね判っているようである。話を聞けば、その種のピークが来ることや、図面
が出来上がる期日は判定できるようである。だが、これも余り頼りにならない。
「1 週間に
1 回程度の設計部門と製造現場の会議での実情把握では、常に不安な状況で製作指示を待つ
例が多い。各種業務が IT 化される計画が進んでいるが、この問題も何とかして欲しい！」
という改善要請だった。
筆者は対策を図 2-15 にまとめたものだが、設計 ST(標準時間)の設定を中心に、製造現場
の生産管理と似た形態で設計業務を管理する方式の適用である。ここでは、生産現場のよ
うに細かい時間単位ではないが、個々に担当者に依頼している図面製作時間を見積もり標
準時間とする(負荷という時間)。担当者毎にどの程度の時間が投入可能か？を能力値として
登録する方式を投入した。図面が設計される過程はひとつのプロセスとなるので、工程を
明確にして、負荷：能力算定を行い、カレンダーを基に日程設定を行い、納期対策を図
る。・・・・という設計管理方式は、製造現場における生産管理そのものとお考えいただく
と、読者の方に、この方式がご理解願える内容になる。
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図2-15 設計・開発業務の日程、負荷/能力管理
この方式を実施すると面白い事象が明確になる。例えば、取り扱う技術の種類によって、
設計者間に能力差があるということが定量化される例だが、同じ図面を処理するのに 2 倍
も処理能力が異なるといった例が出る。「なぜ？」という内容と共に、技術教育を図りレベ
ルアップすれば差は無くなるはずである。そこで、仕事の中身(手順と処理内容)を分析した。
すると、その差の内容が仕事の進め方にあることや、蓄積された情報の活用の差にあるこ
とが判った。これで、テーマとレベルを決めた育成が具体的するわけだが、同じような仕
事は、人によるばらつきが少ない状態で仕事が進むようになる。さらに、管理面では、製
作現場が見ても納期遅れになる対象品は、設計部長に早めに申し入れをすることにした。
ここには、図中に示したアラームリストが貢献したわけだが、設計者が早めに休日出勤す
る。内容によっては、設計外注する、・・・・といった問題に対して事前検討が進んだ。
頭を使う仕事を分析すると、そこに手順があることが判る、例えば、顧客からの注文を
受けた対処の過程を追うと、ニーズの解析に対し、①過去の類似図面を参考に変更部を洗
い出す。②変更部の難易度を色分けする。③難易度の高い要素に対し、何をすればリスク
軽減が図れるか？調査資料の種類と検討法を示す・・・・という手順がある。顧客や製品、
使用する情報などは、個々に異なるが、この企業では、この手順を進めて過程は同じ、ま
た、使用する情報も同じだった。違う点は意思決定と出来上がった図面が個々の顧客要求
を満足する図面という形で異なるだけだった。また、本当に新規で創造性を要求され、各
種の試験やシミュレーション、他社事例の調査や業者提案を含めた技術検討を要する対象
は 7％を超えない状況だった。このため、先に紹介した「工場間接部門は情報を加工する工
場である」という考えに立ち、仕事の中身を『見える化』へ持ち込んだ結果、頭脳集団の
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生産管理が目で見て判る内容の具体化を図った。IE 手法の特徴は、①定量的に問題を解析
する。②問題を具体的に『見える化』させる。③改善前後で数理的に示した内容を基に、
確実性、再現性の高い未来の仕事の現出を確約する、とされてきたが、この事例は、管理
の粗さはあるが、間接部門にもそのまま適用できる例であることを示す例である。
（７）

研究開発部門の生産性研究

5S 改善のように、各人が仕事に問題意識を高め、小さな改善を進め、ボトムアップの形
でベストウエイ(最良の仕事術)を探求する方式は、工場の間接業務の効率化におきても極め
て重要な対策である。加えて、頭脳労働を中心とする新製品開発部門において、高所対処
からベストウエイを追求する策はトップダウン的な見地からの改善上、極めて重要な改善
アプローチとなる。その対策の一例として、ここまで、「段取り上手は仕事上手」というコ
ンセプトで各種改善法を事例と共に紹介してきたが、ここで、研究開発部門における仕事
の効率化を図るため、この種の要素をトップダウン的、体系的に進めた例を紹介すること
にする。対策内容は、各種のリスクを防止して市場が要求するタイミングで的確に顧客ニ
ーズに対応した新製品を生み出して行く研究プロセスの改善である。なお、この種の対策
法には多くの研究があるため、世界的に有名な研究開発のスピード化に大きな効果を発揮
したことで産業界に知られる DR（Design Review）手法面の対策である。
① コンカレント・エンジニアリング（CE）に見る『段取り改善』
コンカレント・エンジニアリング(以降は CE と略称)は、1980 年代に自動車業界で、欧米
の新車開発期間が 7~8 年を要したのに対し、日本が 3~4 年であり、米国製自動車のシェア
ーを大きく奪われる事態に危機感を持った米国が作成した新製品開発スピード化手法であ
る。対策には、当時、品質面でも大きく差を生じたため日本から導入を図ったトヨタ・JIT
とゼロックス社の各種開発プロセスを細かく解析したそうだが、
「平行同時に新製品開発(オ
ーバーラップ設計・製作)を進めていることが欧米と日本優良企業の差である」という点着
目して体系化させ手法化したのが CE である。
注目すべきは、図 2-16 に示したように、新車開発に当たって、製造、品質、組立容易性
を技術的に標準化して設計開発者に事前段取りの形で情報提供~チェックの確実性を図っ
た。同時に、関係者に大幅な権限委譲を進めた。CE では、このような体系と共に各種の対
策を進めたわけだったが、具体的に新製品開発のスピード化を図るためには図 2-17 に示し
たように、製造現場の改善に用いた JIT を、米国流に解釈して用いた。このような手法化
の要点は、新製品開発プロセスを細かく分析し、個々の要件に製造現場の改善で効果を挙
げた点にある。また、JIT の要件を応用展開した末に理論的な体系化を図った方式はある意
味で「研究開発プロセスという情報処理工場の改善を進めた」というアプローチ法である
ことが判る。
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支援技術
・ ソリッドモデル
・ IT＋ネットワーク

ツールと原則
・DFM (製造容易設計）
・DFQ（品質機能展開）
・DFA（組立容易設計）

継続的ﾌﾟﾛｾｽ改善

CE

・流れ化(小ロット化）
・ﾚﾋﾞｭｰのｼｽﾃﾑ化

組織革新
・適宜機能別ﾁｰﾑ制
・大部屋体制と
壁を越えた活動

JITの活用

リサイクル性も
配慮

図2-16 コンカレント・エンジニアリングに見る
設計開発検討段階の段取り要件
同時進行による
ｵｰﾊﾞｰラップ
① ﾌﾟﾛｾｽの同時進行
② 情報の共有化
③ ﾌｫｰﾏﾙな手続きの
簡素化と削減
④ リスクの分散化
⑤ 抽象度の高い情報
の段階での検討の
促進（判断の権限
を委譲）
同時化率 LT
米国 74% 18ヶ月
日本 99%
7ヶ月

JIT原理の製品開発への適用

JIT

製品開発

① 小ロッ ト生産
② 製品別ﾚｲｱｳﾄ

① 小ﾛｯﾄの情報処理
② ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 方式

③
④
⑤
⑥
⑦

③ 同時開発
④ 自律化ﾁｰﾑ運営
⑤ 部品ﾒｰｶの参画
⑥ 設計変更の低減
⑦ 情報の流れづくり
(目で見る管理・IT化）

工程間の連携
分散管理
部品ﾒｰｶとの連携
品質の造りこみ
物・情報の流れ
づくり・一元化
⑧ 短LT・少い仕掛

⑧ 短LT・少開発仕掛

同時率が大きくLTに
寄与することを発掘

図2-17 コンカレント・エンジニアリングに用いた対策
② GE における 6 シグマを進める中で生まれた DMAIC
形態は異なるが、1990 年代に、当時の GE・ウエルチ会長が CE と似たコンセプトで進
めた顧客ニーズに直結した製品を早期、かつ、効果的に世に出す新製品開発プロセスを
DMAIC という名称で紹介した。６シグマという品質エクセレント化を目指す過程の中で生
み出した手法でだが、DMAIC は、図 2-18 に示したように、新製品開発プロセスを進める
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ために必要な各要件の頭文字を集め、名をつけ新製品開発手順である。

Define
（定義）

Measure
（測定）

Analysis
（分析）

Improve
（改善）

Control
（統制）

①定義： これから取り組む課題が何か？を明確にしてプロジェクト・チームに示す。
②測定： 取り組む課題に対して定量的、定性的なあらゆる事実を偏見なく、あらゆる切り口から
調査して、現状把握結果としてまとめる。見える化した図化が必要。また、重点と個々
の問題のつながりも示す必要がある。

③分析： 問題の原因を事実として示し、解決方針を企画化して、大まかな解決への投入
と算出内容を示す。

④改善： ③を題材に、具体的な解決策を詳細に至るまで練り、リスク対策を検討
して具体化に至る企画内容を具体化させ、実行計画書の内容で示す
同時に、各プロジェクト間との調整を情報公開・一元化の形で進める。

⑤統制： 誰が何をいつまでに行うか？また、タスクと貢献度、リスク対策内容を
示し、成果創出への全員参画活動の制御を図る。

図2-18 DMAICによる問題解決手順

特に注目すべきは、100 万個に 3.4 個以下を意味する 6 シグマという手法が持つ科学的ア
プローチが、仮説設定、分析、総合、評価、創案、テストと証明という手順を進める内容
だった。なお、これは一般に用いられてきた科学的アプローチでは無く、6 シグマでは考古
学が用いてきたステップを投入したことによる。6 シグマの測定は、企業の立場で新製品ニ
ーズを探るのではなく、しつこいまでの現状把握を基として、徹底的に古代人の生活を古
墳に残された土器や生活用品、ゴミや廃棄物の小片をあつめる方式を顧客の動向分析とい
う形で行う点にある。考古学では現在の概念を入れない。古代人にとけ込み、つなぎ合わ
せ、実態を明確化した後に当時の生活や活動を明確にするが、GE では、このアプローチが
顧客志向に最適な調査と考えたわけだった。このような試走で GE では DMAIC のステッ
プを進めたが、顧客ニーズにあった製品の創出を果たしている。それまで、多くの企業は
『メーカー発想』とされる考え方で製品開発を行ってきた。だが、お客様の立場に立って
新製品開発を具体化すべき内容を強制的とも言える新製品開発プロセスに定め、研究開発
者が、この手順を守る制約が自然と顧客志向の新製品創出になる仕組みにしたわけである。
その理由は、図 2-19 に示したように、先に CE で検討対策してきた内容を組み入れた上で、
顧客志向という新製品開発プロセスに欠かせない要件の検討を進める手順化が必要だった
ためである。なお、このため？かの有名なマネジメントの研究で有名なドラッガー氏は、
次のように解析して、DMAIC に対し、次のような評価をしている。
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目的、ゴール期限の確認
必要な施策と資源投入を
基に、成果物の明確化
重点実施事項と
着手手順を決める
課題毎に責任と担当、期限と
実施事項を詳細に決める
個々のリスクを想定して
対策に向ける

① スコープの重要性
期限内に大きな所定の成果を創出する
要点は、一つひとつのタスクに必要な時間
を積み上げて行くのではなく、まず、押さえ
なければならないマイルストーン（節目）と
大まかなゴールを決め、イメージした上で
改革チームのベクトルをあわせ、実行計画
の策定を図ることが重要である。ここには
相互支援や、無駄な取り組みはできるだけ
カットすべき調整も重要になる。

② 森と木のバランス
各人の活動は全体と個々の関連を明確化して、無駄なく目標
達成を図ることが必要である。このためには、現物と問題対策
が見える資料を題材とする。リスクと対策内容が見える化する。
個々人の計画と進行・貢献度と成果が見える化する活動資料
がプロジェクト運営の要点となる。

③ 成功体験の公開と勉強
プロジェクト成功の影には個々人のゆる
やかな競争と独自の学習（熱意）、気づき
が必要となる。もたれ合いは危険、この
意味から成功から学ぶ取り組みを進める
ことが重要になる。

情報共有・見える化
をはかり活動を統制する

成果を得る

図2-19 DOMICが示す実行手順と目標達成率向上の要点
新製品開発プロセスには、以下の要件の盛り込みとステップ化が必須だが、満たしている。
(1) 戦略的意志決定には、絶対に状況把握が必要となる。
(2) 問題の定義と分類なくして、事実を知ることはできない。
(3) 全体像を押さえたら、限られた時間と費用を有効に使うため、取り組みの優先順位を
決める。
(4) 各種の課題実践に当たって、経営は常に資源（人、金、技術、時間など）の限りがあ
る。従って、ここに選択と集中が重要になる。
(5) 何に取り組むか（目的と対策方針）が、決まったら、ゴールを決める。目標が決まら
なければ、そこに至る道程と軸がはっきりしない。この手順と解析がマネジメント具
体化の手順であり、関係者に、この内容を明示することで問題解決の意義、情熱貢献
度を生み出す！
以上の要件はドラッガー氏による DMAIC に対する評価だが、産業界でも、「この種の必
要条件が DMAIC にはバランスよく整備されている」という評価をしている。
③ トヨタ自動車のGD３
2000 年に入り、新製品開発は更なるスピードアップと顧客重視が切望された。また、三
次元CADやCAE（Computer Aided Engineering）というシミュレーターなど、バーチャル
的な検討を含め、ITの進化とその利用に加え、不良ゼロ対策は時代を策取りする製品開発
対策に必須の道具となった。この課題に対し、トヨタ自動車はいち早くFMEAのステップ
を改善して、変更部分に集中した評価を図る手法を展開した。図 2-20 に示したように、歴
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史を持つ企業における新車開発は、先の技術を改良する形で積み重ねた結果である。ここ
で、「過去、既に安定化した問題の無い技術を再検討する必要は少ない。新規に取り込んだ
技術的不安を集中的に検討して行けば問題の無い新車開発が可能になる。もともと、新製
品は最良の技術知見と情報を集め製品実現を図る行動を取るのであるから、①良い設計技
術：Good Design＋②良い検討：Good Discussion＋③最良の設計評価：Good Design Review
の駆使が重要になる（GD３はこの３つの検討内容を示す）。」このような思想(コンセプト)
で、トヨタでは、図 2-21 に示したような変更部分に集中した新製品検討プロセスを進めた
結果、短期間で新車開発競争を先取りする活動を果たしていった。

設計とは？：「機能」を「形」にする「技術」
設計とは？：「機能」を「形」にする「技術」
全く世にない
新製品開発
以外はここ範囲

③ 全くの
新規
発明を世に出すには多くのテスト
と実験、証明などが必要！

③ 変化：あらたな追加事項

② インターフェース
① 固定：技術的に安定

図2-20 固定、変化、インターフェース、新規の区分

何を変えましたか？

一般に企業で行われている新製品開発のパタン
DRBFM
基本手順

新製品化
の過程

心配な点はありますか？
他に心配点は？
心配が実際に現れる場合は
どのような場合ですか？
他に原因はないか？

変更部分に集中したDRを実施した結果
← 課題の数

お客様にどのような影響を
与えますか？
他に影響はないか？
あなたは心配点が出ないように
どのような対処をしましたか？

DRBFMで対策 従来方式：DRで多くの課題を
設け、実証テストを繰り返す
した課題
方式

他に対処すべき事はないか？

新製品開発LT を低減

新製開発品リードタイム →

図2-21 DR段階にDRBFMを利用した効果
FMEA →

DRBF M（Design Review based on Failure Mode)
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筆者達も同種内容をN-TZD研究会(新製品開発段階からの不良・クレームゼロ対策研究会
の略称)で、同種の研究を進めた。その時、トヨタGD３に出会い、筆者達が進めてきたデザ
インレビュー方式と組み合わせて新製品開発を進めたが、新製品創出に至る総工数は 1/2 化
され、新製品開発期間が 1/3 縮減することができた。
以上、新製品開発 DR 対策に関する著名な手法を例示させていただいた。今後、この種の
開発は、さらに各社で大きく進展すると考える。また、この底流に流れる要件は、①情報
を集め、加工する工場と見て、②研究開発や意志決定プロセスを改善する。③情報処理技
術である IT を「段取り上手は仕事上手」の形で的確な対処をして行く基本を効果的に進め
ることが重要であり、図 2-22 のような、紙と会議で新製品を創出するプロセスをいかに近
代化するかがテーマとなるはずである。

代表的な研究開発ステップとDR・検討課題
製品企画
製品企画
過去受注ｻﾝﾌﾟﾙ
過去クレーム
新技術・評価技術
・・・・など

②構造図
のDR

①企画内容
のDR

基本設計構想
設 計

③試作図面
のDR

試 作
各種試験結果
変更要求内容
・・・など

設計変更
評価

量産準備
量産ﾃｽﾄｽｹｼﾞｭｰﾙ
設備管理基準
標準化と教育
ﾏﾆｭｱﾙ・・・
検査指示書・・など

⑤量産化
のDR

顧客要求の確認
ライバルの動向
技術の推移・・等

④試作完了品
のDR

DRチェックリス ト
設計標準・検査基準
試作・試験ｽｹｼﾞｭｰﾙ
・・・・など

量産ｽｹｼﾞｭｰﾙ
QC工程図
各種標準書
・・・など

量産化
新規要求事項
改善点のｸﾚｰﾑ
販売関連情報各種

製品販売

【注釈】
本書には、ビジネス教育と資格取得として有名な MOT：Management of Technology
のような理論に優れるとされる学問的な対象は除外し、実務的に企業が活用してきた DR
を中心に、「段取り上手は仕事上手」に関与する新製品開発事前検討手法に限り紹介した。
また、新製品開発プロセスの改善については、N―TZD 研究会報告が URL：qcd.jp に公開
（無料ダウンロード可能）しているので、ご興味を持つ方は、別途、この種の内容の補完
をお願いしたい。
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２－３，ワン・ペーパー化と書類の削減
IT 化された時代とは言え、工場では書類の使用有無にかかわらず膨大な資料や長文で解
説する方がいて、内容の本質を判別することに時間が掛かるケースがある。特に、発表や
説明時間が 20 分/人と決めると、写真 1 枚で解説すれば済む内容に、下手なジョークまで差
し込み事件一杯を使ったムダな説明をする例がある。この種の例はゆとりが有り余る時代
なら受け入れることができた。だが、現在のような多忙な時には時間のムダと見るべきで
ある。そこで、この種の対策に、
『ワン・ペーパー化の技術』の名をつけ、5W1H を活用し、
アウトプットを定め、インプットを精査して資料作成を図る対策を紹介することにする。
（１）ワン・ペーパー化対策に必要な 5W1H 活用法
工場においてワン・ペーパー化が必要な書類の代表的な例のひとつに稟議書や企画書が
ある。表 2-7 は稟議書の例である。通常の意志決定にはこの資料で十分役目を果たす機能と
構成である（この種の書類の場合、記載事項の詳細を実証する必要がある時に、追加資料
を用意するが、ほとんど、この 1 枚で済む）。

表2-7 海外生産の戦略と主要事項検討表の例
ﾃｰﾏ名：

投資金額合計 実施期限
年 月 日

１、企画提案理由(背景、目的、 新製品 販売戦 略など）
(1) 背景 (例） 受注量が見込まれる ○○分野への参入

提案元事業所名

２、計画の要点（重要施策、技術、陣容､設備、金額、など ）
①施策
項

(2) 目的・目標

(例）シェ ア-○％→□％、利益率○％
売上：○○百万円／月確保

目

１、合理化・・・
２、LT短縮・・

対策の要点

技術ﾚﾍﾞﾙ

成果

省力○○名(現在→計画）

○○
□□

IT活用、SCM対策・・・

②投入設備

(3) 戦略

(例）○○材料の適用拡大、
品質・CSサービ スNo.1作戦展開

３、販売・設備投資計画の骨子
（１）売上

（2）製造ライン構成

項

効果

○○
□□

ITネットワーク・単品管理

投 資利益 率＝
投 資回収 期間＝

80
大阪
名古屋
東京

40

台数・金額

仕様の要点
24時間・ハイ スピード加工

４、利益計画

100

60

目

１、○○・・・
２、□□・・

120

５、スケジュールとリスク対策

20
0

販売責任者 生産責任者

1月

2月

3月

4月

項

(3) 早期立ち上 げ対策

(4) S CM対 策

目

１、販売・・・・
２、立ち 上げ・・
・・・・・

担当
○､○
□□

リスク対策

スケジュール
・ ・
・ ・

・
・
・

・

・

・・・
・・・・・
・・・

６、 特記事 項、添 付資料 の解説

では、図 3-23 に示した 5W1H の活用法を示し、文章簡素化の要点を解説することにする。
読者の皆様には釈迦に説法となるが、どこでも、新入社員研修時、
「5W1H は新聞記者が入
社後、徹底的に鍛えられ手法」ということで教えている。5W1H は伝えたい内容を結論か
ら示し、それを解説する形で解説を行うため、短時間で適確に必要な情報を伝えることが
できるためである。
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What, Why, Who, Where, When, How to, How many, How mach
階層と情報の興味
階層と情報の興味

5W3Hの中から、結論（結果） を示すものを
示した後、理由を解説する方式が効率的！

経営トップ： 方針との適合
の興味
決裁・収益性
戦略・・・・・

具体的な記述法：What 何がどうな った。
と書き、Who, When, Where,How machと
記載の後、 例えばWhy,How to を書く。

中間管理者：
重点・緊急課題の
対策～目標達成

What:
結論を先に示す

その後、状況
に応じて
理由や説明
データを示す

実務担当者：
詳細・具体論への
対処（調査・研究
・創案～各種対策）

図2-23 書類や文書を簡明化する要点
多忙な時代にあって、「伝えたいことは何か？」をつかみ、示してから相手が興味ある情
報の選択に化いることは、情報過多、多忙な時代には大変に重要である。加えて、読まれ
る方々のためにも親切な対応となる。企業で活用される情報の種類は実に多い。そこで、
以下、その種類を例示させていただくが、いずれの場合にも 5W1H の活用はコミュニケー
ションを的確に行うための基本技とすべきである。
(ｲ) 自分の行動とは何ら関係ないが知っておくことが社会、企業の常識として有効な内容
（円の動き、他部門の活動、ニュースなど）。
(ﾛ) 何かの活動のため許可や了解、指示を受けるためのもの（見積書、申請書、稟議書、プ
ロジェクト計画、購入依頼書、・・・お詫び状まで）。
(ﾊ) 一応、何らかの関係が発生するかも知れないので報告されたり、配布されたり（資料）、
伝達されたりするもの。
(ﾆ) 心配だから、一応データ、資料をまとめておくもの（株主総会の資料、予算書追加資料、
発表会資料の想定質問）
。
(ﾎ) 記録として残すもの。
(ﾍ) 情報を集め、検討し、行動を起こすためのもの（仕事の指示書、命令書、クレーム対策
書、研究開発やマーケティングの調査資料～請求書、生産計画書～受注案など）
。
(ﾄ) その他、個人的趣味や将来のため集められたもので人的な融和を目的に集めて使うもの。
（２）情報を受け、使う側のニーズ把握の必要性
情報は送り手と受け手があり、相互にコミュニケーションをつかさどる媒体として必要
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な対象である。当然、コミュニケーションには、笑顔や態度など多くの補助手段があるが、
工場で何らかの意志決定や、行動を取るために必要な活動を進めて行くための主役はドキ
ュメントである。また、簡明で誤解を招かない記載が求められる。そこで、以下、この対
策に『ワン・ペーパー化』という手段を使い、効果的に仕事を進める具体策を例示するこ
とにする。なお、その前に、多少くどい説明で恐縮だが、作成する書類の機能と、もらっ
た情報のかたまりである書類の位置づけを使う立場に立って解説することにしたい。その
理由は、「使う立場に立った内容が網羅されていない書類は、受け取った側に価値が低いた
めであり、作成者にとっても、努力したことが無意味になる」ためである。繰り返すまで
もなく、文書作成に当たって重要なことは、アウトプットに応じて必要な情報を投入して
加工する点である。
情報を加工するという意味は、図 2-24 に示した通り、素材のままでは魚でも食べにくい
ので料理して食べやすく処理を意味する。ここで、注文に対し、間違ったものを相手に押
しつけることは、クレームの対象となる。また、不具合な書類は、味付けが悪い料理を手
直ししたり、廃棄したりする対処に似て、ムダな行動の誘発となる。

単純動物アメーバーの活動
好物

行動

計画

単純な情報系

危険物

判
断

仕事の内容を
伝えるコミュニ
ケーションとは？

理解と
納得！

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
基本：必要な情報を必要な時、必要なだけ提供する

ムダな情報
必要なものを
ウェートづけして
絞り込む
気になるが、今は必
要でない情報も除外
する

緊急かつ重要
な情報を伝える

復唱願い
確認する

活動内容を
フォローする

意思決定は情報をスムーズに加工する工場です

必要なら事実を

任せる
～成果
を得る

確かめる

図2-24 情報の科学にみる情報の役割
時に、まずい料理を我慢して食べる人がいる。だが、「仕方ないな！料理人が下手クソ
で！」と考えて受け取っているだけであり、提供された作成品を歓迎しない行動が潜在す
る。これが料理や商品の場合、つまみ食いで済ますことがあるが、書類の場合、一旦は受
け取るが、目前に情報提供者がいなくなると廃棄する例が多い。以上の解説から、「情報を
料理して提供した書類のやり直しは立派な不良」と考えるべきである。たとえ、作成者が
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どのような努力をして作成しても、受け手が何のために、なぜ、いつ使うかをつかみ作成
していない作成資料はムダな料理と同じである。以上、情報加工に当たって、最も重要な
ことは、相手のニーズに合っているか？であり、これが、最初のチェックポイントとなる。
そこで、以下、【原則】の形で情報を受け取り満足、または、感激を得るためのチェックポ
イントを『情報の理論』を利用して解説することにする。
【原則１】工場における情報は行動を取るための資源である。
既に図 2-24 で示したが、情報は、それを受けて活動するための題材である。アメーバー
の活動はこの最もプリミティブな構成と言われるが、餌を得て生存と繁殖を繰り返すアメ
ーバーは、P：予測して行動する。D：餌を得た場合、C：良い行動と認め、さらに先へ進
むが、D：危険物に当たった場合、C：回避する行動を取る。万物の霊長である人の場合も、
この一連の P-D-C という行動は似ていて、受け取る側が好む情報は取る。逆に、好まない
情報は避ける。このため、「情報を提供する側も相手が期待する内容を網羅した情報を提供
しなければならない」という要件が情報の理論の第一原則である。
【原則２】情報の価値が無ければムダな情報提供に終わる。
図 2-25 は情報の価値を示した例である。左側はジョハリ博士によるジョハリの窓理論
猫に小判現象

ジュハリの窓
ジュハリの窓
提供する側の行動
あり
↓
望む→

素晴
らしい

未知→

希望→
しない

▲

満足？

無駄
余計

▲ 期待

少し高いレベル

歓迎
歓迎

外れ

？何も
起きない
適合

知っている
ﾚﾍﾞﾙ
既に知って
いるレベル

レベルの高さ

受け手側

適合

かなり
高いレベル

なし
↓

確認程度
余計・
不要

レベルに応じた情報提供を！
内容・質・タイミング・理解のしやすさ

図2-25 情報の価値理論
である。情報は送る側と受け取る側の関係で、①まず受け取る側が知ること、②潜在的に
期待しているが表面化していない内容（本当は知りたかったが、どういったら良いかが判
らなかったため要求していない内容）と、③無知：欲しくない情報と、送る側が(1)知って
いる(相手に提供可能な情報を持っている)場合と、(2)無知、または、無知として提供しない
方が良い内容があるが、この①～③と(1)～(2)をマトリックス化すれば、相手が欲しく、自
分が提供して歓迎される情報の質が判り、相手に取って、提供された価値を感じるという
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理論である（オリジナルのジョハリの窓は①～②：(1)～(2)の 4 象限だけだが、現在、潜在
ニーズの把握が感激を与えるという事象が加わっているため、筆者がバージョンアップの
形でジョハリの窓に改良を加えた）
。
図 2-25 の右側は『情報のレベル理論』と言われるものである。俗に「猫に小判」という
言葉があるが、どのように価値ある物や情報であっても、相手が受け取り活用する場や力
量が無い場合、見捨てられるという内容である。これに対し、既に知っている内容を提供
した場合、不要とされる例や、それより多少価値はあるが、相手の情報レベルと同じもの
を提供した場合、
「やはり」とか「なるほど」と言う言はもらえるが、確認程度の価値にな
る。従って、
「相手が希望する少し上のレベルを提供しなさい」という教えがこの理論示す
情報加工～提供のチェックポイントである。
【原則３】職制レベルにより求める情報の細かさが異なり、場違いは“しらけ”をつくる。
図 2-26 の左側は「職位により求める情報が異なるので、その状況を理解して情報の提供
を図りなさい」ということを示唆した理論である。一般に、社長や重役職は経営の戦略的
な対策の仕事をしている。そのような方に、担当者が関与する業務の細かい情報を提供

階層と情報の興味
階層と情報の興味
経営トップ： 方針との適合
の興味
決裁・収益性
戦略・・・・・

中間管理者：
重点・緊急課題の
対策～目標達成

実務担当者：
詳細・具体論への
対処（調査・研究
・創案～各種対策）

【送り手の活動】

目的を示す
||
知識を与える

好意を伝える
||
やる気と場を示す

行動を促す
||
説得と見通し

【受け手の心理】
オヤ！
と思う
が、
ウン！と
うなずく
そして、

ヨシ！と
決断し、
行動を取る

図2-26 階層と情報の質と、伝達手順の要点
しても、「その件は君の部門長に相談してくれ、おれからも良く言っておくから・・」とい
う程度の返事しかもらえない。逆に、1 部門で部分的な仕事をする方が天下国家を論ずるよ
うな話をしても、評論として興味を持つ方がいても、何も具体的な行動は起きない例が多
い。このように、「工場では、地位、職制によって扱う仕事が異なるから、それにあった情
報提供をすべき」である。また、右側は文学の手法で有名な『起承転結』と記述手順とま
では行かないが、効率的に情報を伝えるため、素人にも判りやすく情報を加工する手順で
ある。左側の各職位は、個々に情報を料理して出すことが必要か？というチェックポイン
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トを示したものである。
以上がワン・ペーパー化を進める準備と意義だが、相手に役立ち、価値ある情報を 1 枚
の紙にまとめる要点を列記した。では、各種報告書から企画書まで、工場で作成するワン・
ペーパー化対象の書類を題材として、どのような手順でワン・ペーパー化を進めるか？と
いう具体論に入ることにする。
ここまで紹介した考えを基に、ワン・ペーパー化を具体的に進める手順は図 2-27 となる。
〔STEP1〕

情報をまとめるためには、持てる情

情報を収集する

報をカードに書き、目的に合わせて、

↓
〔STEP2〕

カードで情報を集めることが始めの

カードにウエイトづけする

1 歩となるが、「情報加工は食する料

↓
〔STEP3〕

理の提供と同じ」という考え方を基

カードのつながりをつくる

盤に、思いつく内容や資料をすべて

↓
〔STEP4〕

カードに書く。カードを用いると、

配列を考える

並べ替え、グループ化～選択／除外

↓
〔STEP5〕

などが自由にでき、目的に合わせて、

要素毎イメージ化

個々の情報のウエイトづけや配列、

↓
〔STEP6〕

効果の高いストーリー化などが自由

図、字数の制限と適正化

に出来るためである。集めたカード

↓
〔STEP7〕

は STEP2 に示すように、ウエイトづ

美化を加え、仕上げる

けする。そして、目的に対し、相手
図 2-27 ワン・ペーパー化のステップ

に伝わるストーリー化をする。一般
に、最初に結論を並べ、それを相手

に説明するというイメージでつながりをつくるが、これで、相手に情報を伝えるスケルト
ン化される。このスケルトンを見て、情報提供者は、情報を受けた方がどう反応するか？
また、同様な行動を取るか？をイメージ化することが重要である。時には、スケルトン化
した情報を見直すため、隣人の意見をもらう。また、報告する上司に中間報告の形で構想
や構成をチェック願うなどの手続きを取る対策をお勧めしたい。そのようなチェックの後、
料理で言うと相手の好みに合った配列と図化などを考える。これには、報告を受ける側に
好むパターンがあるので、過去、受ける側が好むパターン（その型が好む図表や色彩、慣
れているものなど）を用いることも 1 つの方法である。受け手の好む形態が、相手に正し
くまとめた情報の伝わりやすさを増すからである。次に、ストーリーを伝えるため、各内
容のイメージを明確化するが、重要な事項は文字を大きくする。色で強調したい内容を伝
える。矢印で重要な情報の流れを示すなど、プレゼンテーション・テクニックを付加し、
最終的にワン・ペーパーを完了する。なお、この種の資料は、「事実情報が実施内容の効果
や結論を語る」という資料づくりが要点となるが、お薦めしたいことは、お手本とすべき
題材を常に集めておき、資料作成の参考にする対策である。
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（３）ワン・ペーパー化対策の効果
ワン・ペーパー化は 1 枚で要点を的確に相手に伝える技術であり、次のような良い点を
持つ。
① 相手にワン・ルックで要点（全体と個々、問題と対策など）を伝える技術なので、見
る側が理解するスピード、時間、納得度面で（コミュニケーション）効率を高める。
② 1 枚の資料でほとんどの内容を網羅しているため、相手の方が、行動すべき方向の決
定が早くなる。なお、質問や詳細把握を希望する場合、ワン・ペーパー化された資料
に記載された項目や図などが、詳細資料のインデックスとなるため、情報検索～提供
する効率が高まる。
③ エクセルのようなソフトの適用により、紙面の大きさに関係なく、全ての情報をワ
ン・ペーパー化することが可能となった。また、ファイルした資料を変更、修正、さ
らに、類似の資料作成が必要な場合に旧資料が使えるため、資料作成様式の標準化や
作成スピードの増加に貢献することができる。このため、
④ 似た資料の作成時間は、短縮化につながる期待が大きい。
⑤ テーマや相手のニーズに関係の無い、余計な資料作成が不要になる。
⑥ その他、資料の保管スペースなどの低減が図れる。
【ご参考】NASA アポロ計画時に生まれた KT 法は統べてワン・ペーパー！
ここで、先に、KT 法の開発を紹介したが、①SA（状況分析）
：混乱する問題をトップの
立場で整理する分析、②DA（選択分析）
：数案から最適案を抽出する対策、③PPA（潜在問
題対策）：計画を進める上でリスクを想定し、予防・緊急時対策を準備してリスク軽減を図
る対策、④PA（問題の原因分析）
：不良や故障の実情を比較分析による解析を図り、再発防
止対策を図は、統べてワン・ペーパー化された様式であり、目で見て判る討論経過を経て、
的確な手を打つことが可能、という特徴を持つ(詳しくは第 4 章で紹介する。表 6-1 と 2、
図 4-6、4-7 に様式は例示する)。
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第3章

間接業務、情報レイアウト改善手法

間接業務には、縦の仕事の流れ(工程)と、人や IT を駆使した横の働きかけ(一般的に我々
が言う、個々の仕事や業務という)2 種類がある。そこで、ここでは、情報レイアウトとい
う名をつけ、縦の仕事の流れを把握し、改善する方法を解説することにする。

３－１，工程分析による間接部門のレイアウト改善
企業活動における三大機能は、①新製品開発、②物づくりに関する生産活動、③販売活
動に関する諸活動である。また、この三大機能を円滑に回すため企業には組織という部門
を定めた部署があり、個々の業務を担当してきた。さらに、ここに仕事の流れがあるわけ
だが、極めて単純化してその関係をしたイメージは図 3-1 のようになる。

工程：InputをOutputに変換する仕組み。

評価技術

材料
と
情報

製造・事務工程

製品出荷
~販売など

５Ｍ＋Ｉ
人、方法、計測
設備、物＝設計
管理・情報

業務、人の活動とIT利用など：
物づくりや情報加工への働きかけ

図3-1 製造工程と各部門の業務
この図は製品販売の後、企業に利益をもたらす状況を模式化して記載した図であり、縦
軸が部門間をつなぐ仕事の流れである。横軸を業務とか、人や IT など、物づくりを中心と
した各部門、各担当者の活動を総称して「工程への働きかけ」と言うが、工程とは、図に
表現されたように、インプットがアウトプットに変換される機能を示す。一般に、横軸に
そって工程つらなって一連の仕事が行われる過程をレイアウトと言うが、ここへの働きか
け、例えば、各人が事務処理をする、指示をする、計画と実績を把握して各種の評価を図
るという仕事を、企業では『各部署における業務』という言い方をしてきた。
図 3-1 はごく単純に物づくりと事務の流れを表現図下したものだが、生産管理的には図
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3-2 のような図でこの中身を紹介する例が多く、読者の皆様としては、こちらの方が見慣れ
た内容になるのではないだろうか？

企業方針

予算・投資計画
生産計画・資源計画

期の予算
達成管理

生産管理部門の活動内容

新商品・企画調査
設計・製作管理

設計部

販売計画・販売管理

営業部
生産計画＝
日々予算づくり

受注管理・個別計画
購買管理・外注管理
工程管理・設備負荷計画
仕掛管理・人員工数管理
品質保証と管理

資材・購買部
Ｐ－Ｄ－Ｃ活動
製造現場管理者
品質保証部

在庫・物流管理

納倉・納期管理

図3-2 生産管理的に見た工場間接部門と機能
では、以下、図 3-1 の横軸に当たる部門間にまたがる仕事の捉え方と改善法について解説
を進めることにしたい。
（１） 情報工程分析と改善の視点
情報工程の改善には、この手法の開発者、ギルブレスの問題意識が重要になる。そこで、
製造現場を対象とした取り組みだが、ギルブレスが工程分析を創出した経緯を紹介するこ
とにする。
彼は IE 手法の創始者（1868～1924 年）の一人だが、レンガ職人として企業に就職した。
その目的は「ベテランに習って早く一流の仕事をしたい」というものだった。彼は明るく
ひょうきんな性格だったため、ベテラン達が仕事の指導を迫られ教えた。このため、3 ヶ月
もするとベテランより生産性の高い仕事をするようになっていた。だが、ここで彼が常人
と違っていたことは、「人の体の動かす要素」に疑問を持った点だった。「レンガ積みの
場合、必ずしも筋骨隆々として体格に恵まれた人の生産性が高いというわけではない。小
柄ながら大きな体格の人より生産性が優れる人がいる。なぜだろうか？」と考え、人の動
作を 18 の記号で描いた。
すると、レンガを積むときに不足分を取りに行くムダに対しては、
足場をつくり、必要な分を必要なだけ必要な場所に準備する。レンガをコンクリート上に
積んでコツコツとたたく動作はムダ、「レンガは一発で載せて決めればタタキは不要！」
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と考え、コテを改善した。コンクリートを混練する時にレンガ積みはできない。「このよ
うな付加価値の無い仕事は牛馬に任せよう」と考えた。そこで、彼は、コンクリートミッ
クスチャーを作って行く・・と、いう具合に仕事を改善しながら、18 の記号(サーブリッグ
記号：本書では専門的であり、使わないため記載を省略)で表現して、ムダ排除を進めた。
すると、彼はベテランの 3 倍の生産性となり、一人勝ちの状態でレンガ積みの仕事を進め
ることができた。これを見たベテラン達は驚異に思った。そこで、彼はその内容を記号で
仕事を示したところ、「仕事が目で見てわかる。ムダまで見えるのか！」と驚嘆したわけ
だった。やがて、この手法は、機械学会で取り上げられ、世界的に広がるに至った。後に、
ギルブレス氏はやがて米国 IE 協会の会長となり、この種の改善法を産業界に普及したこと
で有名な方である（活動の詳細は筆者著「IE 手法」URL:qcd.jp に詳説）。さらに、このよ
うな活動の中で工場における事務改善に役立つ、図 3-3 に示した『工程分析』も開発した。
やがて、工程分析は製造工程における仕事の改善だけでなく、物の流れや情報の流れの
解析にまで幅広く活用が図られ、事務工程分析の基礎となった（1970 年代、教育資料化さ
れた事務分析は複雑なため、一部の限られたスタッフに利用が留まった。そこで、本書で
は、以下、一般に利用が多い、ギルブレス考案によるオリジナルの手法を使った分析と改
善法を紹介することにする）。
４つの視点で仕事や、モノ､情報の流れをつかみ改善点発掘へ
○（マル）：正味、付加価値を生む仕事、売れるモノづくりへつながるお金を意味する。旋盤
作業であれば、材料を世界最良・最高スピードで研削する内容を示す。
□（シカク）：検査、工程内で良品をつくれば、検査不要という判断をする。検査は出来るだけ
モノづくりの段階で行う工程内検査保証（自己完結型）生産を狙う。
▽（サンカク）：人の場合は手待ち、材料は仕掛かり、情報は保管・ファイルなどを意味する。
工程の流れのスムーズ化、ネック工程対策、JITによる対策が有効。
→（ヤジルシ）：移動、運搬、搬送、情報の伝達という内容が、この対象となる。どうしても移
動が必要な場合、太く短くを基本に近接を考える。
改善の進め方
理想
改善の質問
E（Eliminate）省略？
－ 現実
改善ギャップ C（Combine）結合？
R（Rearrange）置き換え？
ムダと見る

ムダは
発掘
清掃へ

S（Simplify）単純化→自動化？

図3-3 工程分析とECRS改善の進め方
（２）事務所の机など、レイアウト改善の技術
昨今、事務所のレイアウトはフリーアクセス型が多く取り入れられるようになった。理
由は、①IT 化により、多くの書類や器材を固定化する必要が薄くなったこと、②ちょっと
した打ち合わせや交流は、「地の利」という言葉が示すように、関係者が自由に仕事する
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場に集まって交流しながら仕事を進めることで、仕事と交流の両者の目的にあった仕事が
できる点にある。また、③人的に、好き嫌いが関与する場合、仕事をする場を選べる有利
性、④集中して仕事をする必要がある場合、その種の場を占領して仕事を進めることがで
きる利点と共に、⑤自由に仕事の場を選ぶことにより、上下関係という規制の無いレイア
ウトで仕事を進めることが重要になる。企業によっては、期待以上の出会い（新たなコミ
ュニケーションや情報入手、人的な理解など）のチャンスを高める期待や、⑥事務所のス
ペース効率を考えると、工場間接部門においては、事務所で働く人員と部屋の大きさを見
ると 30％程度の在席しか無いのに、空きスペースが、ムダな照明や冷暖房機器のムダを生
んでいるため、スペースの有効利用に向く。⑥人の所在を固定式すると、個人占拠の形で、
やたら書類や器材などを自分の場所の近くにため込む方がいるため、整理・整頓日を決め
た処置や、レイアウト変えで不要物などの廃棄を強制的に行う処置が必要となる・・・と
いった理由から、IT やサービス業など、である。筆者が仕事をしきた JMA の事務所の一
部は既にこの方式があり、筆者はこの方式を経験済みである。だが、反面、①毎回、仕事
をする場所に器材を運ぶ必要がある。②集中して仕事を際、近くで打ち合わせや会合が行
われると、仕事に集中できないという欠点がある。また、③在席する場所が固定していな
いので、行き先表示や携帯電話などで人を探す必要が発生する。④相互に気の合う人の集
まりで、常に特定の場所の占拠がなされる傾向が生まれる。特に、仕事をする上で、一等
地として評価される場所は早いもの勝ちとなる傾向が生まれるため、⑤人により座る位置
が固定的になってしまい、当初、目的としたフリースペース活用効果が出ない例がある。
このような長短はあるが、IT 化が進む昨今、メリットを重視してフリーアクセス事務レイ
アウト方式にする企業が増えている。だが、基本は事務という場所は、情報という仕事を
加工する現場である。そうなると、以下に示すような、仕事を円滑に進める解析の後で（ま
た、この種の対策内容を知った上で）、レイアウトの最適化を考えた机や事務機器の配置、
書棚や連絡スペースなどの位置設定を願うことになる。
では、間接部門が仕事をする職場のレイアウト改善前に行う解析を紹介することにする。
事務所のレイアウト設計は工場のレイアウト設計の応用という形で、過去、ミューサー博
士が SLP：System Layout Planning 手法を基に各社で用いられてきた。ミューサー博士の
著書発行以降、1970 年代に世界で進む工場建設ラッシュで盛んな活用がなされてきた手法
の応用型である。工場におけるレイアウト設計の場合、大幅な設備投資の費用の削減、さ
らに、創業後に高収益を維持～継続するための基盤整備、さらには、将来の発展を顧慮し
た多くの与件を事前検討するための基本として SLP が使われてきた。ちなみに、筆者の体
験談で恐縮だが、工場での適用効果を例示すると、「300～500 枚もの図面を描き検討した
内容に比較して、レイアウト設計法は、相異なる案を 3 段階、9 枚の図化で進める検討内容
がはるかに優れる内容を持つ。また、個人的な趣向でレイアウト設計に強い経営トップの
発言が、その後の工場の発展を大きく阻害する場合、その種の弊害を、定量的、かつ、理
論的な解析結果がやんわりと問題点を明らかにするので、この種の意見の押しつけを防止
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する」特質を持つ。この種の経験は、筆者も何度も出会ってきた事項だが、特に、装置産
業におけるレイアウトが簡単に変更できないケースには重大な要件となることを体験して
きた（この種の詳細は、別途、筆者著「新・工場設計法

SLIM」として書の発行とセミナ

ーで紹介。現在、URL：qcd.jp に無料著書として一般公開中）。
以上が SLP 活用の利点である。だが工場における間接業務を進める地ではレイアウト変
更は容易であり、SLP の手法の一部を活用するだけで、目的にかなった要件を入れた設計
は可能である。そこで、以下、簡単、容易、実務的に SLP の活用法を紹介することにする。
［手順ゼロ］SLP のコンセプト
工場間接業務のレイアウトは、製造現場に比較して変更容易である。だが、このような
職場を「情報をつくる工場」という視点でとらえると、基本要素は正しく理解した設計が
必要となる。そこで、以下、簡単に SLP を活用するコンセプトについて解説を加えること
にする。

SLPアプローチ

Materials（物＝設計段階の改善
情報＝仕事のあり方の改善）

一般的な改善積み上げ方式

Machines（ITを含めた、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

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

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

図3-4 一般的な改善積み上げ方式とSLPアプローチの差
ちなみに、図 3-4 は SLP が仕事の改善にアプローチする切り口を示した図だが、各種改
善を進める際、第一段階として人の気持ちをひとつにすることが基盤となる。この対策で
向かうべき方向と活動組織などが決まったら、つぎの段階は、業務改善：Method の段階へ
進む。この対処で業務改善が進むが、やがて、各業務に対し、標準化、定量化や各種制度
を設定し、評価して問題の改善にあたる：Measurement の段階に入る。さらなる効率化を
定量的に進める段階である。これが進み、設備や IT に置き換える改善が進むと：Machine
化の利用段階、さらなる改善のためには、業務そのもののあり方（製造の場合、製品設計
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や物づくりそのものを変革する）：Material＝Design の段階に進むという取り組みが自然
に進む、という進展が一般企業に見る仕事のレベル向上ステップである。以上、このよう
に 5M を段階的に積み上げる企業体質・業務改善ステップを、産業界では『積み上げ型体
質強化ステップ』としてきた。
だが、これに対し、SLP アプローチは、全く逆の攻め方で業務レイアウト設計を進める
方式を持つ。要は、①物づくりにあたる、間接業務が狙いとする仕事とアウトプットの検
討を先に済ませた後、②それに最も適合した仕事の形態を考える。まずは、人のノウハウ
に頼らないで出来るものは、設備化を図る対策である。その後、③業務のアウトプットに
最も適した基準と評価、道具などの活用の後、④徹底的に目的達成に適合した仕事の方法
を決め、⑤その後、人を十分訓練した形で配備するという手順で、理想的なレイアウトを
探求する方式が SLP による工場間接部門における職場レイアウト設計法である。
一般的に、工場間接部門の仕事は、新規開拓など創造的な仕事を除き、中身は当然異な
っても、毎月、似た形態で仕事が進む項目が多い。そこで、同じ項目で仕事を進めるので
あれば、先に仕事のアウトプットが最も出やすい職場環境を提供すべきこととなる。また、
「戦略的に目的とアウトプット達成を効果的な構成にするためには、ゼロベースで要件を
考えて事務レイアウトを構築する」という考えが必要になる。以上が、SLP を活用する上
で前提にする思想である（なお、先に、フリースペース式と固定式事務所レイアウトの解
説をした。だが、この種の形も SLP アプローチの結果の一例として扱うことになる。ここ
に示した要は、各社、各職場に最適なレイアウトの設計を求めるべきであり、他所の真似
やコピーで最適な職場づくりとしない点を重視願いたく、あえて SLP コンセプトの内容を
掲載させていただいた）。SLP はデザインアプローチと言う名を持つ、そこで、目前に発
生する問題を解決して行く積み上げ改善方式とデザインアプローチの差を知っていただく
ため、問題解決アプローチの差を例示させていただくことにする。表 3-1 は看護師の方が仕
事を進める病院の改善だが、図の右側は従来型の問題解決アプローチ、左側はワークデザ
インという手法によるデザインアプローチである。ちなみに、SLP は左側のような思想で
対策を進めて最適案を得る形態とお考えいただければ、この種のアプローチ法をご理解願
う助けになるはずである。
以上が SLP を含めたデザインアプローチの考え方である。この SLP の適用に当たって、
本来は、仕事の機能そのものを見直す改善を先行すべきことになる。だが、本書では、こ
の解析と見直しについては既に解説を済ませたので、早速、工場事務レイアウト改善法の
紹介に入ることにしたい。
〔手順 1〕要素の洗い出し
仕事の形態と中身、機器や人員が設定されたら、手順１の解析に入る。具体的なレイア
ウト設定に際して重要なことは、現状で必要となる個人の机、キャビネット名を機能とし
てとらえる処置となる。そこで、表 3-2 に示した要領で、この種の対象を No.づけした丸い
カードに書く。だが、人名は裏面に書き、表のみを活用して、レイアウト設計の要素とす
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る。最初から人名を見ながらレイアウトの検討に入ると人的な要因に興味が移り(利害関係
の話が始まり)、仕事に最適なレイアウト検討に進まなくなる例が多いためである。

表3-1 ワークデザインの紹介
（ある病院：1000人程度、看護士さんが毎日１~２回の測温の改善を例として）
ワークデザイン（設計的）アプローチ

従来型・分析的アプローチ

① 論理的に可能な理想システムを考える
ノータイム・ノーコストの達成を狙う
（例）測温が不要なシステムを狙う：予防の指導
で患者ゼロにする病院システムの実施
② 研究開発的に可能なシステム
（例）極めて小さなセンサー＋発信装置を患者の
身につけておいて、全ITでデーター収集する
③ 現在の水準で導入可能なシステム
（例）IT を利用し、温度＋発信器と共に、定時に
測温データーを収集する（投資は掛かるが
達成可能な方式）。
④ 推奨システム
（例１）患者の方の自主管理により定時アラーム
と共に測温願い、端末でデーター収集する

① ヒステリー分析
・看護士のヒステリー具合、患者への接し方を分
析して、ある程度のレベルに達しない者の教育
や配置転換を考える
・白衣や病院色に対する影響が高い場合は色の
面で工夫を図る
・バックグラウンド・ミュージックで緊張緩和を図る
② 動作時間分析
・片手で体温計を渡す方式を両手渡し式に改善
・渡す時間減のため脇の下めがけて手渡す
③ 工程分析＋経済分析
・費用対効果を算定し、３分計を１分計とする
・効率よく巡回できるよう周り方、歩き方、レイア
ウト改善を図る
④ 改善意欲向上＋ミス防止運動
・ボトムアップ改善運動の展開を図り、モチベー
ション向上とミス、トラブル減につなげる

まず、理想システムを追求する。その後、情報を集 まず、時間をかけても現状を分析する。その内容
め、達成可能な案を上に記載のステップで探求す を要素に分け、ムダ排除の考えに立ち、要素毎に
る。このため、情報量は極めて少ない。
改善を加えた結果をまとめて新システムとする。

表3-2 工場事務レイアウト設計に使う記号
カード表面へ記載内容
① 机：

職制の名称、記号、
No.または、機能を

仕事名
・・・・
・・・

人名

書く
（色は黄色とする）

② 書類：
情報名
・・・

情報の種類を書く
IT ファイル、書棚など
（色は青色とする）

○

No.（台数）を書く

③ 電話：

特記事項

（色は自由）

机を使用する人の名を裏面に
書く（人名が表に出てくると
冷静な検討が出来ないため
裏に書く）

もし、２つにまたがる情報種がある場合（機能や
利用形態が2区分の場合）カードは機能毎に2種
類に分ける。
裏面には電話番号を書くか、別紙の表に書いて
も良い。机上配置になる関係上、電話機などは小
さい○で作成する。

④ 文房具
・・・・
・・・
⑤ お茶、コーヒーなど
事務所の付帯物

詳しく内容を書く ④と⑤はイメージとなる図やイラストなどを記載し
絵を入れることも て良い。レイアウト作成時に機能（内容）がはっき
りするからである。」
ひとつの方法
（色は自由）
④、⑤は色を分ける

〔手順 2〕コミュニケーション相互分析表の作成
工場の事務レイアウトは業務のスムーズ化である。そうなると、仕事上、交流の頻度が
多いか否か？を［交流度］と定義し、下に記載した評価基準を用いて、図 3-4 の左のマトリ
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ックス上に表現する。なお、相互の交流に状況は、リーグ戦の形で統べて、情報交流の必
要度を記入する。
〔交流度〕

〔ウェイトづけの理由、設定例〕

5 または◎

：

極めて多い。色は赤色を使う。

4 または○

：

かなり多い。色は黄色を使う。

3 または△

：

多い。色は青色を使う。

2 または□

：

余り多くない。色は白色を使う。

1 または■

：

ほとんどない。時には話した方が良い。色は紫または灰色。

① 職制など、業務の
機能を記載する

② 交差する菱形の箇所へ
交流の度合いと理由を
書く。

③ ②の分析が終わったら
強度に従って色分け
する。

開発
設計
・・・

G

・・・

E

・・・

A

B

人事
営業

F
マトリックス 解析
から
相関図へ移る

C

D

図3-5 コミュニケーション相関分析
〔手順 3〕相関分析図の作成
〔手順 1〕で記号化した○印の要素と〔手順 2〕で行ったコミュニケーション相関分析結
果を用い、次のような内容で図 3-4 の右側に示したような相関図を作成する。なお、先の記
号が○印としている理由は 360°どちらの方向からでも線がつなぎやすいこと、人名や机や
キャビネット類の大きさが目に入ると理想的な相関図が作成しにくくなるという条件を配
慮したためである（事実、○印でない場合、この現象が起きるキャビネットや端末の場合、
分割、増設、共同使用といったアイデア創出にも大きく関与することがあるからである）。
実際の事務レイアウトは、交流の多いところ（線の多いところ）を近接させる。このよう
な意味合いから次の手順でことを進める。
(ｲ) 図 3-5 の左側、マトリックス中、交流度の高いところを抜き出し（の赤印に当たる要素）、
大略のレイアウト化を図る。
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(ﾛ) 交流度の高いところは 4 本線で○印の間をつなぐ。交流線は太く短く描くことが大切で
ある。
(ﾊ) 以上の処理が終了したら、情報交流の高い順に○印に書かれた要素カードを並べて、(ﾛ)
の手順同様に交流の関連を線で入れていく。
〔ウェイト〕

〔相関線〕

5 または◎

4本

赤

4 または○

3本

黄

3 または△

＝

2本

青

2 または□

－

1本

白

1 または■

…

1本

紫または上記以外、別の色

〔手順 4〕室の絵を描き、レイアウト案をつくる
図 3-4 の解析結果を基に、定められた部屋の大きさに対し、今度は、実際に机、キャビネ
ット、電話････を、縮小版のサイズの紙を切り並べる。具体的レイアウト設計に当たって
は、できるだけ、相違なる案を比較検討することが大切である。そのためには、実施不可
能な案でも良いから作成する。出来れば 3 案程度作成すると良いが、違っていれば 2 案で
も良い。一般に、検討した案は表 3-3 のような表を用いて検討する（戦わせる）。この方式
は、利点：欠点法だが、利点と欠点の全て挙げた後、どちらかの案を選び、さらにその後、
選んだ案の欠点を改善した最終案設定に入る。この時点で関係者に紹介し、意見をもらう
ことが、新レイアウト案に合意と納得を得るために重要となる。事務所のレイアウト設計
の場合も全員参画の考え方が必要であり、案が完成するまでに関係者の意見をもらい参画
をしていただくためである。事務所のレイアウトに完全無欠なものはない。だが、声や力
の大きい人の意見で無理押しを避けるべきであり、もし、強い主張が出た場合、理由を聞
く、点数で意見を評価する、・・といった処置が必要になる。さらに、現在抱えている問
題は新レイアウト上で出来るだけ対策することが重要になる。この際に隠れた意見も抽出
することに注力をお願いしたい。特に、決定に当たっては、後日、個人的な意見を聞き修
正することは避けたい。このためには、一堂に会して検討すること、最終的にはトップの
了解を得て、決定する。この様な事前検討方式で意見が出にくい場合は小グループで意見
をつくり意見をもらう。投票形式で意見を集めるといった方式を利用することが有効であ
る。では、このために役立つ評価基準を例示させていただくことにする。
◎事務所レイアウト検討時のチェックポイント（例として）
(ｲ) コミュニケーション上で相関図の内容が十分活かされているか？
(ﾛ) 人の動き、応援がしやすいか？
(ﾊ) 入口付近で秘密事項が見られやすいレイアウトになっていないか？
(ﾆ) 人通りの多いところに精神集中するような仕事を置いていないか？事務器などの音の
うるさいものの場所はよいか？
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(ﾎ) スペース効率、リ・レイアウト性、採光などはよいか？
(ﾍ) 共同で使用するコピー、ファックスはよく使う人から近いか？
(ﾄ) 行き先表示盤など、全員が見える位置にあるか？
(ﾁ) その他、電光、電話配線、使用電源の位置などは良いか？
美感や見通し、個人的は問題の回避対策など

表3-3 事務レイアウト選定のための評価表の例
利点：欠点法（評価項目にウエイトづけした例）
レイアウト案
利

点

欠

点

W
A案
机、IT 、棚など
を図化して記
載する

（記入例）
・共同使用のコピー機が
全員の座席に 近い
・仕事の内容が相互によ
く 判り交流に有効

３
４

W
（記入例）
・通路が狭い
・訪問者があった時、話
す場所が無い。

B案

・・・・
・・・・・

・・・
・・・・・・・

C案

・・・・・
・・・・・

・・・・
・・・

５
→２
３
→２

案作成の方針や
コメントなどの記
入欄
改善策検討
・個人キャビネッ
トを廃止する。
・会議・打ち合わ
せは食堂利用
へ・・・

ウエイトは５点制
欠点は、理由とウエイトづけの後、
利点は更にアイデアを加え伸ばす。 欠点を無くすアイデアを考え、欠点度を減らす
努力を進めた後、最終の選定を行う。

〔手順 5〕
十分に関係者の意見を入れたもので問題点が少ないと思われる内容を作成し、意見をも
らう。この手続きは、全体のバランスの中で効果の挙がる案を、関係者の合意を基に抽出
願うわけだが、もし、最終案に大きな欠点がある時、再度修正を加える。要は手順 4 で受
けた内容がいろいろな形で理論的に解説され、示されれば良い。だが、この種の検討を進
めてきたにも関わらず、このような検討時に、反対者が出ることがある。そのような時は
反対した人にお願いし、表 3-3 にもう 1 案加え、全員が出席した会議で、先の案と比較し
て全員の評価を受ける対処をお勧めしたい。案の評価が冷静、納得性の高い形で進む効果
が高くなるからである。

３－２，工場の全情報レイアウト見直し~改善対策
工場の事務所で活動される方々のレイアウト構築が終了すると、つぎに、その運営を進
める上で情報レイアウトの構築が必要になる。ちなみに、ギルブレスが開発し、活用が盛
んになった工程分析はつぎの 3 種の対象となるが、情報レイアウト改善は③を使う。
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①

作業者工程分析：人の仕事の手順を分析~改善する目的で使う。

②

製品工程分析：物の流れを分析し、

③

情報工程分析：情報の流れを追い、分析~改善する目的で使う。

〃

〃

今回は、構築された工場事務レイアウトの運用である。この対象を自動車に例えると、
自動車を動かすための情報指示や管理を司る配線や運用システムという情報処理の改善と
なる。また情報処理と工程の分析に当たっては、下に示した設問の４つの記号で要素毎に
仕事を分析し、E・C・R・S の質問をしながら改善策を探ることは、①～③に示した、工
程分析の適用対象が変化しても変わらない。では、工程分析の解説はこの程度にして、以
下、「実務的にどのように行うか？」という活用法を例示することにする。
下に例示したケーススタディは、協力会社に部品加工など、製作依頼を行う時に使われ
てきたプロセスである。ここでは情報の流れだけを追っただけだが、先に示した 4 つの記
号で伝票を中心とした情報の流れを追うと、現状分析の内容は図 3-6 の左側の図となる。

ケーススタディ 情報工程分析を用いた管理業務の見直し
【設問】

【工程分析と改善の見方】

コンピューターから発行された受注指
示票を協力会社に送る。協力会社では
注文により生産し、伝票に生産量を記
入して、持参する。
納入された際、窓口で注文量を計算
して確認し、印を押し、 納入とする。
この受注指示票は発注の基にな って
いる台帳へ転記し、照合するが、伝票
は捺印保管する。台帳も保管する。
２０日になると伝票Ｂということで請求
書が回ってくるので、 台帳と確認して支
払いを完了させる。
台帳は保管、請求伝票も保管する。

○：正味（付加価値を生む仕事）
◇：検査（工程で品質を造り込めば不要）
→：移動は無駄、出来るだけ省略、短縮
▽：待ち、停滞（仕掛）は無駄！
改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓ
伝票

まとめ

台帳

記入欄

この内容を情報工程分析図にし、
改善案を考えて下さい。

このようにして、工程分析で現状をつかむと、下に示したような疑問がわいてくる。
(1) なぜ、コンピューターで発行する発注指示表に対して、部品などを製作後、人が個数
を計算しなければならないのだろうか？人は計算ミスをする危険がある。この種の手
続きはコンピューターで計算結果を指示すれば不要となる。
(2) 部品の員数は、最初から一見して個数が判る容器を利用すれば、指示どおりの生産個
数の確認はできる。
(3) バーコード、JIT による現場直納の時代に、なぜ、受け入れ検査のような処置が必要
なのだろうか？
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(4) 発注先には、発注時の伝票と共に、PC をリンクして納入状況と支払い予定を示して
おいて、納入時にバーコードでインプットすれば、台帳への転記は不要になる。
(5) 支払いは、支払い時に銀行自動引き落とし・支払い方式にしておけば、伝票 B に当た
る請求書の発行と持ち込みは不要である。
等である。この改善前の事務処理：情報レイアウトは、異常処理、すなわち、納入時
に注文数や不良発生などの調整を心配して手作業にしたものであるが、IT 化、JIT 納入
の時代にあっては、図 3-6 の右側の方式で同じ機能は達成することができる。
以上、簡単な例だが、工場ではありがちな協力会社などへ加工依頼する方式と改善内
容を例示した。

改善例

改善前・現状分析
納入伝票 伝票A
内容記入

○：正味（付加価 値を生 む仕事）
◇：検査（工程で品質を造り 込 めば 不要）
→：移動は無 駄、出 来るだけ省 略、短 縮
▽：待ち、停滞（仕 掛）は無駄 ！

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行～指示
台帳＝ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌｧｲﾙ

改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓ

◇

次の担当者へ送る

台帳

伝票

計算
担当者捺印

＋

改善

転記
課長捺印

台帳/伝票保管

台帳捺印
～保管

伝票Ａ保管

伝票Ｂ
請求書と台帳
の照合～支払
台帳保管

請求書
請求書保管

例は資材と経理にまたがる改善です。
かつて、伝票はｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行でした。
工程分析と、ＥＣＲＳで対処し、情報レイ
アウトは改善されました。

図3-4 情報レイアウトの改善例
図 3-6 に例示したように、工場における職場間の情報レイアウトを個々に見直すことは重
要である。だが、時に、部分的となり効果が少ないこと、また、ユニット毎に改善した内
容が全体から見て改善する際、インターフェース面で調整や改善に支障をきたす例がある。
そこで、「全体最適情報システムを構築した後、個々のユニットの最適化を図る」という
レイアウト設計法の原則をここでも適用する必要上が生じる。では、ある工場の全情報レ
イアウト見直し~改善対策の進め方を紹介することにする。
工場間接業務全体を扱う情報レイアウトの改善の実務に当たる場合、図 3-7 の手順を適用
する。また、情報レイアウトの改善の際、ECRS の活用が必要になるが、この対策には表
3-4 に示したような改善視点を用意して進めて行く。まず、手順 1 だが、ここでは、「何の
ため、何を狙って工場における情報レイアウトを最適化するか？」という目標や方針(含む
理念)の設定となる。現在は、変化対応で多くの情報を効果的に使うことが求められるわけ
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だが、同時に、情報を扱う生産性を考慮した多くの策と、本音として各所でかかえる問題
や仕事、部門間の溝となっている事項も問題解決へ向ける策を考慮する必要がある。

手順 1

目的、目標の設定と現状の把握（工程分析の活用）

手順 2

現場の問題点聴取と分析

手順 3

情報工程の分析とレイアウト分析の実施

手順 4

問題点の明確化⇒改善目標の設定

手順 5

情報レイアウト改善案づくり

手順 6

具体案づくり（実現可能案抽出と具体化）

トップダウン目標と
ボトムアップ目標の結合

ＥＣＲＳ、ラインバランス等も検討する

手順 7

将来案の検討
機能分析を行なう
自動化対策を図る（例、通信、情報処理の自動化等
コンピューター活用はこの一例）

図 3-7 体系的に工場事務部門の情報レイアウトの見直し改善手順
手順２はこのために、各部門の現状把握と問題点の抽出となる。また、手順２を具体的
に進めるためには、先に紹介した個人時間分析結果もここへ加える必要がある。その後、
手順３で、先に紹介した情報レイアウトの現状分析を行い、以下、手順の（手順３以降に）
従って工場全体の情報レイアウト設計の手順に入る。
情報レイアウトの改善・構築に対し、汎用 IT システムを購入する例が必要になることが
ある。その場合、自前で制作するケースと、多くの研究と対策経験がつまった汎用システ
ムを購入する例がある。
表 3-4 情報工程分析とＥ、Ｃ、Ｒ、Ｓマトリックス改善チェックリスト
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ECRS
区分

Ｅ

Ｃ

Ｒ

Ｓ

無くす、省略

結合、分割

置換、並行処理

自動化、ＣＰＵ化

・機能していない仕

・2 カ所で類似の作

・マクロなものは具

・コンピューター、

工程分析

○

事は省略する
・事前処理で事後処

体的指示とする

W/P 等へくり返し

・時刻を決め分割処

業務は置き換える

業は統合する
・情報処理は集中化

情報加工
理を無くす

す

理する（夜間利用
る

・○作業中に◇が出

◇

来る方式を取る
・アラーム処理をす

等）

・検査は 1 ヵ所で集

・各工程で分散

中して(責任体制
見直し)行う

責任明確化を図る
・日々管理の様な分

・標準化、マニュア
ル化、
・アラームシステム
をつくり、リスト
等でも報せる

検査、照合
る

・重点管理項目のみ

・項目を無くす
・ムダな経路は切る
・目で見る管理等で

⇒

書類等省略

伝達、運搬

割を図る

行う
・伝達経路を見直し

・分散配布、伝達の

・LAN、POP 等のオ

同時並行処理とす

ンライン処理手段

る

を使う

統合する
・時刻を決めたい量
処理する

・異常処理ルールを
つくり重点管理す
る

・紙を無くす
・CPU 等はカウンタ

・ファイルを統合し

・必要な情報を必要

・ゼロックス C/D マ

な部門のみで保管

イクロフィルム等

する

を利用する

一元化する

△

ーをつけ利用頻度

・外注、営業、関連

保管ファイル

の少ないものはカ

企業情報も統合化

・検索手法を分散化

ットする

する

す
る

しかし、注意すべきは、各社、各工場における生産管理システムと言われるものは固有
であるという点である。そうなると、仮に、汎用システムを導入して現状システムを置き
換える場合でも、手順１~４までの解析は済ませておくべきである。ここに、このような注
意を記載した理由はソフトウエアという IT システムほどハード(固い)対象は無いためであ
る。このことは、筆者も経験・見聞してきた事象だが、安易に汎用システムを導入したこ
とだが、メンテナンスに多大な手間がかかる事態を招く例は多く見てきた。他社が IT シス
テムを企業戦略の柱として切り込んできたため、旧来のシステムが制約となり、今後の発
展や変革に支障をきたす例が生じた例である（SCM：Supply Chain System がデル・コン
ピューターから提示された例などは、この顕著な例だった）。では、図 3-7 の手順３と４を
具体的に進める手順を図 3-8 に示し、簡単な解説を加えることにする。

84

情報工程分析は先にケーススタディと共に示した情報工程分析そのままを使い、新製品
開発～設計～部材発注・・・・製造～検査・出荷までの実情把握を行う。だが、この分析
では見つからない工場間接部門で実務を担当している方が持つ問題や悩みがある。例えば、
ある企業では「受注票をインプットする際、紙の資料からの IT 画面にインプットする際に
ミスが心配」という例があった。そこで、関係者に実際に作成～使用している資料を持参
願い、実務を目前で行い観察する調査を行う必要が生じた。やがて、このような実務を進
めて解析を進めると、記載されている内容は、新製品開発時の内容を顧客と打ち合わせで
多少変更したものの利用ばかりだった。すなわち、この業務の大半は、新規新製品開発時
の内容検討（固定的な内容）であり、これに顧客要求の変化に応じて必要事項（変化）を
再インプットしていくという仕事の繰り返しだった。そこで、「基本型を標準として示す。
変更部は、お客様の打ち合わせ確認を基に変化情報として提供するが、共に電子ファイル
化する」とした。すると、当然、工場側で担当者のインプット項目は少なくなり、検討さ
れた内容も的確になり、お客様に歓迎される形が実現した。この例は、この種の分析を進
めるとよく発掘される形態だが、「各部門では担当者が、職務として一生懸命、苦労しな
がらやっている。だが、企業システム全体から見ると、似たような仕事の繰り返しだった」
という例である。なお、この種、部門間にまたがる問題は、工場における情報レイアウト
全体から見直さないと、問題がわからないことが多い。
以上が、現状分析の概要だが、全体と個々の仕事、問題の位置と関係を把握するため、
この種の分析に当たっては、大きな模造紙などに、①情報レイアウト図を描く、②発掘・
提示された問題をリストアップする。③分析が進むに従って、仕事や職制の機能を見直し
ながら、重要な処理システムに対し、情報機能分析を行う、という 3 種を平行して進める。
また、以上のような手続きの後、「工場全体における情報レイアウトの現状把握」という
考え方を基に、図 3-9 による改善案追求の手順に入る。
改善の検討は改善要求内容を明確にした上で、理想の情報レイアウトを工程分析記号と共
に作成する。そのイメージは先のケーススタディの拡張版とお考え願えれば幸いである。
現在は IT 革新の時代である。そうなると、二重投資にならないよう、数年先の情報処理技
術を考慮の上、適用する情報レイアウトの構築をお願いしたい。なお、改善後の内容は各
社、各工場の事情により大きく異なる。しかし、共通するチェックポイントは多い。そこ
で、以下、参考にしていただきたい内容を例示することにする。
〔新情報レイアウトに機能を発揮させるためのチェック項目〕
① 必要な時、必要なだけの情報を必要なところにだけ提供する形態になっているか？
この種の対策が IT 中心になり、システムとしては派手、見た目は良いが、実際に使
ってみた場合、安価で短時間、実務的な内容になっているか否か？について情報の JIT
や対策という形で見直す。
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現状分析
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑ

（実際に関連する仕事をしている人）

〔聞き込み〕+〔情報分析〕

書類
メモ
（含む口頭の情報）

CPU 裏紙等

（現状）情報機能分析

ビラ
No.

問題点

問題点

利用者と方法

2.……

記載事項

情報名

列記
1.……

旧・番地

（地図 No.付き）

いつ、どこ、何を、どの程度（時間 or 工数）

〔要点〕
（ⅰ）まず現状を正しくつかむことが大切
モレなく、系統的に（事実に基づき）、１つずつ
（ⅱ）分析しながら、どの情報を何に使い、どういう行動を
しているかを聞く
改善は別紙にメモをとりながら行なう
（ⅲ）分析と改善、プロジェクトチームの主旨、思想を分析時、
マンツーマンで聞く。事実にもとづく問題解決を狙いと
すること。

図 3-8 情報レイアウト改善に当たって調査、検討すべき内容
② Ｐ→Ｄ→Ｓ が小サイクルで回り、計画通りの生産進捗と問題点の早期発見対策が
具体的に行われ“死亡診断書的資料提供”や“使いもしないのに気休め的な資料作
成～保管”などになっていないか？という側面から将来案と比較する。
（死亡診断的書類、ムダな種類作成、会議や打合せを極小化する）
③

問題の事前検討に重点が置かれた情報システムになっているか？また、アラーム
システムなどの利用により、品質、納期、生産性の問題を予知（又は早く知り）手
が打てる状況になっているか？についてもチェックする。

更に、この種のチェックポイントを利用した結果、情報レイアウトに加える形で大きく
仕事の改善が図られた事例を紹介するので、参考になれば幸いである。
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改善追求
目標・目的の

（全員）

整理(確認)

理想情報レイアウト検討

1.……

改善案追求
改善案
1.……

・改善思想策定
・進め方決定

2.……
3.……

番 地 記 入

2.……

情報

物流
1

N

～

チェック

新情報、各工程の情報機能,

(現状)情報機能分析用紙
……………旧番地

利用頻度

利用者

機能

記載内容

新情報レイアウトで

情報名

No.

何をするか記載する

まとめ
改善前、後
改善内容と効果

図 3-9 情報プロセス改善のイメージと改善に必要な要素
（1）IT 利用による自動データ集計システムの適用を止めた例
情報管理システムをレベルアップさせ、IT を上手に使うためには、手法は後にして、目
的志向で実態、機能を充分に分析～改善を図る必要がある。以下、このような視点で改善
案を見直した結果、有効な改善策を得た例を紹介することにする。
（例 1）IT により不良品分析情報システムを不要にした例：現場考案のポカヨケにより不
良に関するデータ収集を不要にした。不良発生前に不良対策の手を打つことと、不良事
態発生しない現場管理システムとなったため、データ収集自体が無用になった。当然、
このため LAN の配備や死亡診断書の集計システムは廃止した。
（例 2）情報レイアウト改善検討に平行して TPM(全員参画保全：故障ゼロ)活動を進めた
結果、必要と思われた設備故障の履歴を取るためのデータが不要となった。設備故障
ゼロ化を実現させたためだった。稼働率管理が必要な設備に対しては、簡単な稼働率
分析計を問題設備につけ、現場担当者をつけ監視と対策を行った。また、この稼働率
管理計は設備に取り付け、取り外しが容易な機器だったので、先の設備の問題対策後、
その他の設備に持ち回り式で設置し、他の設備も次々と同方式で改善を進めた。以上
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の例は、仕事を改善する策が、IT のネットワークシステムを不要にした例である。
（2）利用率の低いデータ・ファイルなどの凍結
生産管理や現場管理に当たっては、何のために何を管理するかを明確化して IT 化の
位置づけを（一手段として使うため）決めるべきである。しかし、実際に運用してみ
ないと利用度がわからないシステムもある。その種のものも含めて、見直しを図る必
要をこの例から参考にしていただけると幸いである。
（例３）全工程オンライン化を考えたが高価なので止めた例。
当初、全ラインを一元オンライン監視するという構想があった。原子炉の中央統括
管理に似た中央管理板設置構想である。だが、改善を進める内に、ネック工程のみの
監視で充分であることがわかった。しかも、問題は製造現場で起きる。また、製造現
場毎に責任者がいる。そうなると、分散管理して問題対策の早期化を各職場に一任(権
限委譲)して行う方が実務的となる。そこで、問題発生前に異常監視が可能な『目で見
ると管理』と『ＪＩＴ』の実施を適用した。この対策で、安価で、現場の自主性を重
視した、現場管理システム化と現場管理・改善レベルの向上が急速に進んだ。
（例４）製造現場のマネジャーを中心に、「あれもこれも生産管理上で必要！」というこ
とで、多くの IT システムをつくった。このため PC の画面には多くの管理システムが
作成された。このような IT システムは出来た当時、「すべての現場管理資料が見える
化可能になった！」と好評だった。だが、実際にシステムを稼動すると利用率は極端
に低い状況だった。そこで、システム利用頻度測定カウンターを IT 内に設置し、１年
間１回も使わないシステムは凍結することにした。その結果、各種プログラムや画面
の使用状況の把握が出来た。このため、不要生類の廃棄同様に、関係者が利用実態を
納得する、不要なプログラム、画面や図表などの削除が図れた。以降、思いつきで資
料の提供を求める行為の防止だけでなく、IT サーバーの容量増加の検討、新規プログ
ラム開発の事前検討にも、ここで対策したデータが役立ち、無用なシステム開発や投
資を避けることができた。
（3）自動データ収集システムを取りやめた例
設備が自動化して行くと、各種の生産関連データを自動集計し、生産実績データとして
そのまま利用しようとする例が多い。以下に示す例は、現場の実情や、現実のデータ利
用状況をよく調査しないで、スタッフだけで検討したため、実態に合わないシステムを
つくってしまった例である。
（例５）生産自動化に伴い、全オートマチックにデータを取ることを考えたが、オペレー
ターの異常処理データのインプットに追われる現実に加えて、予定外の物流等が発生し、
インプット項目に不足をきたした。このような状況だったので、PC に入れるデータの
信頼度は低くなり、データを取っても利用価値が無いことが、実態調査でわかった。そ
こで、ここでは、「現場は製品生産が主体であってトラブル内容のデータ生産現場では
ない。」という話をした。その結果、自動的にデータを取れば良いものと、手書きでデ
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ータを記載すれば良いもの、更には、例えば、設備稼動停止の内容は当面、大きな設備
停止対象を減らすという方針を定め、設備にタイマーとランプをつけ 3 分以上の停止の
みを記録する方方式にした。このような取り決めをすれば、生産データは、ごく簡単な
インプット機器で充分な対応が図れるので現場のサイドも楽になった。また、事務工数
を減らした分、現場の時間が取れ、重点対策すべき問題から問題の対策を進める手（時
間）が取れたので、単なる復旧から設備停止の原因を確かめて追求、除去することによ
り、再発させない対策が進み、トラブルは大きく減らすことができた。また、当然、こ
こでは、無用なデータ収集は止める対策が進んだ。
(4) 管理資料低減対策
情報というものは、「ただ単に情報量が多く、細かければ良ければ良い。」と言うもので
はない。先に解説したように、『必要なとき、必要な情報を必要なだけ，必要な人やとこ
ろへ提供すべき』対象である。要は、情報システム具体化に当たっては、誰が、どのよう
な情報を得て、どのような行動を取り、目的を果たすか、について先見的に検討を加え、
アウトプットを明確にした上で、必要なインプット情報の提供を図るべきである。では、
このような視点で新情報レイアウトを構築した後、再度の検討を加えて改善を図った例を
紹介することにする。
（例６）アウトプット資料の改善
過去、経理部門から提出するデータはオリジナルデータを並べ、その集計を一番下に
示す方式だった。確かに、データの正しさを物語る良い方法ではあるが、多忙なトップ
は結論を先に見て、問題や異常があれば、その部分を見て行くという手順となる。そこ
で、結論と異常や問題の有無を上に示し、コメントし、必要部分のデータだけを明示す
ることにした。その結果、意思決定は極めて早くなった。この対策は、実施してみると
当然だが、見る必要のないデータは要求があれば提供する仕組みで良いはずであること
が判った。特に多忙な製造現場管理者は、データの信頼性さえ高ければ、集約された情
報で即座に、必要な行動を取るべきである。この対策後、この種、管理者の行動が変化
した。加えて、アウトプットする書類の大幅削減が図れた。
以上、ここに示した例は、「手法中心」「あるべき論」で、作業や管理の実態を正確に
把握しないで検討を進めてきたものを、工程分析的な見方で、仕事の原点を見直す形で改
善した例である。PC や携帯電話、自動車でもそうだが、時には、「もしかしたら必要にな
るかもしれない。」ということで、利用者にとっては、全く使わないシステムやサービス
が数多搭載されている例がある。悪いケースにおいては、これを、システムの便利さとし
て特長にし、売り込みのキーになっている例もある。だが、この種のものは、顧客のコス
トもかかれば、開発にムダな時間を費やすことになる。これが、私生活なら許される例が
あるが、工場における生産管理システムを中心とする各種 IT システムではムダな開発とデ
ータやシステムの保有となる。そこで、昨今進化の激しい IT を工場管理情報レイアウトの
中で、無駄なく有効な構成とする必要上、今まで関与した改善内容の一部を例示させてい
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ただいた。

〔思想〕

原価管理システム

平準化生産システム

品質・納期管理システム

最低原価の追求を行な
う

最良の計画で必要な物
を必要なだけ、つくる対
策

人、物、設備のレベルup（特
に1人1人のレベルアップ対
策でＱ、
Ｄ対策を一流化する）

〔生産管理の主要素〕

迅速納期

月､週､日々生産

仕様解答

計画策定ﾌｫﾛｰ

・オーダーエン
トリー機能
・標準化活用

・標準時間利用に
よる問題点事
前検討
・スケジューリン
グ平準化

〔対策機能の例〕

受
発
送
一
元
管
理

見
積
・
仕
様
迅
速
化
対
応

受
注
品
動
態
管
理

生
産
計
画
自
動
発
行

工
程
負
荷
づ
み
自
動
化

Ｓ
Ｔ
・
Ｇ
Ｔ
引
当
自
動
化

オ
ン
ラ
イ
ン
・
カ
ン
バ
ン

ス
ケ
ジ
ュ
|
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

平
準
化
手
段
検
討
標
準

平
準
化
生
産
検
討

部品、材料調達

配
膳
・
事
前
段
取

納
入
実
績
色
別
管
理

問
題
部
材
ア
ラ
|
ム
管
理

納期遵守 100％

最適編集

不良ｸﾚｰﾑｾﾞﾛ納入

・GT活用による
技術情報標準
化
・CAD技術情報
最適編集

・長納期重点品ア
ラーム管理
・JIT納入可能な
体質の向上
・仕掛の減

作
業
実
績
収
集
即
時
化

技術情報

部
品
展
開
自
動
引
当
て

製
造
基
準
標
準
化
活
用

技
術
情
報
検
索
最
適
化

・受発送オンライン
システム化
・後工程引取
・目で見る納期重点
管理

G
T
標
準
自
動
引
当
て

送
付
状
・
製
品
ラ
ベ
ル
発
行

合
格
品
ク
レ
|
管
理

梱
包
発
送
実
績
管
理

①
〔手段の例〕
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図 3-10 工場間接業務と IT バックアップシステムを見直すための機能展開図の例
生産工場において、工場間接部門では、工場善太の管理のため情報レイアウトの構築は
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必須要件となる。だが、製造現場がスッキリして問題の少ない管理で進むなら、当然、そ
の上で活動する生産管理を中心とする IT と現場管理システムは単純でスッキリしたものに
なる。この意味で、逆に、工場管理システムを情報レイアウト面からムダを省きつつ、製
造ラインのレベル向上、スッキリ化の道具に使う運用は重要である。
以上、情報レイアウトに関する改善内容を紹介したが、情報レイアウトの各処理業務を
機能としてご覧願う例を図 3-10 に例示し、情報レイアウトの見直し対策に対する解説を終
えることにする。

３－３，製造管理と間接業務の IT 化
現在、工場の活動は IT 無しに活動できないほど情報管理で活用が盛んである。製造現場
との関連は図 3-11 となり、市場へ向けた活動は図 3-12 のようになる。間接業務の IT 化は
進化の途上にあり、この面の詳細は多くの書や専門化の案内などがある。そこで、本書で
は、読者の皆様には、必要に応じてご入手とご検討を願うことにしたい。なお、この種の
情報システムが狙いとして各部門をつなぐ活動の全体図と要点を図化すると、図 3-13 のよ
うになる。また、この種の活動を総称して『生産管理』の名がつけられてきたことを、読
者の皆様はご承知の内容と考える。このような解析と IT の進展を見ると、工場間接は IT
の進化によって、その活動がますます進む時代であり、ある一面、IT＝情報技術革新技術
の利用が企業発展の武器となり、「情報革命を制するものは、産業を制するものである」
という言に、我々は注意を払うべきである。
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図3-11 IT活用による生産管理システム
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ペーパーリードタイム

製造・販売リードタイム

生産計画 生・販調整 製造計画 購買計画
検討
策定
策定

購 買

加 工

組 立 検 査 発 送
・梱包

○：加工（付加価値を生む工程）
→：移動・運搬(ムダ）
▽：停滞（仕掛、在庫のムダ）
□：検査（製造工程のレベル向上で減るムダ）

事務の
工程
ムダ排除とＩＴ化対象

○：加工（情報の加工）
→：通信・伝達(ムダ）
▽：保管（ムダ）
□：検査（ムダ）

製造・販売期間
評価技術

材料

製造工程

製品

図3-12 工程分析と工程のとらえ方

目的：企業の競争力を維持・向上してゆくため、顧客との約束を確実に果たしてゆくため
直接、間接に関連部門と連携・調整・指示・管理を進め、他社に優先して、有利、
かつ、信頼性の高い納期、生産、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ管理と提言を図る役割を持つ。

定義：『広辞苑』

基本要素

「企業活動において、生産の
予測・計画・統制なの、生産
活動全体の適正化を図ること

「財・サービス・生産に
関する管理活動」

・ 変化対応力
・ JIT・SCM力
・ 新ニーズ
把握～
展開力

状態管理

経営管理

日々管理

（競争力管理）

（QCD管理）

（オペレーション）

顧客要求内容の
達成状況管理
・ 納期管理
進捗・動態
・ 要求品質の
実現程度
・ コスト目標
達成度管理
・ 部材過不足
ｱﾗｰﾑ管理

受注～顧客納入
・ 設計納期管理
・ 購買管理
・ 製造工程管理
・ 品質状態把握
・ 物流管理
・ 発送・納倉管理
・ 在庫把握
・ 納入納期管理

業界・一流他社比較
による生産管理ﾚﾍﾞﾙ
向上評価～改善提言
・ リードタイム評価
・ 営業・顧客対応
各種要求対応力
評価～改善
・ 在庫回転率・仕掛
削減程度
・ ＩＴ活用ﾚﾍﾞﾙなど

図3-13 工場運営に重要な生産管理の目的
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第4章 会議・打ち合わせ、コミュニケーション効率化
４－１，各種コミュニケーションとホウ・レン・ソウ対策
昨今、コミュニケーション問題と、見える化対策へのニーズが産業界で注目度が高い。
このためか？コーチングや交流分析、プレゼンテーションやゲームを中心として対話術の
研修が盛んである。この行き過ぎたケースでは、意識改革や脳の活用まで話題を広げ、「管
理職の必須研修」を定めた研修がある。驚く例として、研修では、講師が「このボールが
言葉だと思って下さい」と言い、真面目くさって研修生に講師がビーチボールを投げ、「ボ
ールが受け取れない」「厳しいボールを投げる」・・・の状態を演じて、「部下の話を十
分に受け取っていない」とか、「ついきつい言い方になってしまう反省をしています」と
いった反省会を行う方式まで登場している。しかも、これが管理者必修コースというから
驚嘆する。筆者はこの例を見て、「なぜ、小学生に行う研修を、お金と時間を投じて企業
研修のだろうか？」と疑問を感じるわけだが、この分野は、いかようにも解釈ができるた
め、このような奇妙な形態の研修が行われている。これは極端なケースだが、時々、企業
では、誤ってコミュニケーション対策を適用する例がある。そこで、以下、その種の例を
取り上げ、反面教師的解析と共に、各種問題対策や問題発生の防止に役立つ『実務的コミ
ュニケーション対策』を例示して行くことにしたい。
（１）情報工程レイアウト解析で解決するコミュニケーション問題
先般、F 社から「今まで、多くのコミュニケーション研修を取り入れてきたが、今まで何
も役立たなかった。今も、社内のコミュニケーションがスムーズでないため、各種の活動
に支障が出て困るので支援して欲しい」ということで対処した。そこで、この事例への対
処を紹介させていただくことにする。コミュニケーションは一般論で説くべきでない。『情
報の科学』で紹介したように、アウトプットを明確にした上で、的確なインプットを図り、
結果としてコミュニケーションリスクを低減させるためツールである。このように思って
いる時、期せずして、特殊な機械部品を製造する中堅規模の F 社から「中村さん、とんで
もないヒューマン・エラーの連鎖が起きた。これも、中にコミュニケーション問題が潜ん
でいると考える。是非、分析して、対策を、・・・」ということで対策支援となった。こ
の例は、お客様の大損害を与えた例である。なお、対策後は、「コミュニケーション面で
は全く問題が発生しなくなった」ということで、この企業の支援を終了した。
問題は、次ページに示した状況で起きた事例（ケーススタディの形で示した事件）であ
り、図 4-1 に示した『リンゲルマン効果』と呼ばれる“もたれ合い”現象が関与する問題だ
った。要は、数名で仕事する場合、相互に人を信用して仕事をチェックしない。お互いに
「慣れた○○さんなら任せて大丈夫」と思い、日本固有の『阿吽の呼吸』なるものを信じ
て「やるべき行為を行わなかった」という事象が招いた事件だった。
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ケーススタディ F社のコミュニケーション問題
近年、「情報の共有化」が企業における共通用語になっている。この問題はA社が生産する重要設備
の部品の緊急要求だった。部品が届かなければ設備は止まり、お客様に大きな支障を及ぼし、今後の
受注も危ぶまれるということでF社に部品送付の依頼がなされた。手続きは以下の図のような内容だった。
① 注文内容をリスト化して関係者に指示した。
② 担当者は部品棚から部品を取り梱包、この時4個の部品を1個だけ梱包した。しかも、部品の種類(対
象）が間違っていた。
③ 担当者はそのまま輸送部門に緊急輸送を依頼、トラックは翌朝5時に着くという約束で配送を開始した。
A社側では、この情報を受け、朝の４時から設備整備関係者を待機させ、到着を待っていたが、結局、
10時着となった。トラックの運転手は「途中の道路事故で遅れた」と詫びたが、途中連絡が無いので、
F社へ連絡、F社でも事情がつかめないまま言い訳する中で10時となった。
④ A社では届いた部品を交換～取り付けを開始した。ところが、梱包を解くと4個あるはずの部品は1個
であり、間違っていた。
⑤ A社は重要顧客だが、F社では①～④の全体を管理する責任者はいなかった。A社では、もはや
お客様へ予定通りの納入ができない。このため、他の工場から代替品を緊急予想して、何とか
急場をしのいだが、怒りは納まらず、F社へ大クレームの形で賠償請求となった。F社では謝罪に
奔走した。当然、賠償請求に対処したが、F社の信用はガタ落ちした。事実、A社はT社との2社購買
を決定し、F社への注文を大きく減らす動きに出た。
④部品持参時に
A社からF社に緊急要請
②担当者が
注意事項が欠落！
①担当者
間違って ③トラック
部品変更
に連絡
F社で
送付
輸送

と
注意事項

確認！

筆者は、この事件の対策に対し、次のような対策を進めた。
①

事件の概要と手順の中にヒューマン・エラーを起こさない仕組みづくり：
ミスは最初の部品依頼の段階で起きた。したがって、ミスを起こさない事務システム

が必要になる。この例では、連絡を受けた部品表を見ながら 4 個の部品を箱入れする作
業だったが、箱入れした部品はたった 1 個だった。「緊急要請だったので、箱入れを急
ぎ部品名だけに集中してしまった」というのが、担当者の言い訳である。だが、コミュ
ニケーション的には、シートに(1)部品を取り、部品名を確かめる。(2)箱入れする。前に
再チックして記録を残す(ダブルチェックする)。(3)重要な部品なので、発送関係者に渡す
際、再度、発送担当者がチェック後、梱包するという手順で行った後、(4)A 社に 5 時に
着くという電話連絡だけでなく、緊急、特別品扱いとしてファックスで送付した部品と
確認内容を保証という形で送付すべきである。ここには、当然、相手側にもファックス
の内容を確認願う、というルールを併用すべきである。このような手順を順守すれば、
ミスの発生は防止されるはずであり、万一の場合のミスも早期発見対策へ向かうはずだ
からである。以上が、手順の中に発生するミス発生に対する防止策である。つぎに、
②

搬送を頼んだトラックの動きを「見える化」管理すべき必要性：
トラックの輸送で A 社着を午前 5 時と連絡した。だが、交通事故渋滞で、実際の到着

は翌日の 10 時着となった。「何も連絡が無い状況で大きな遅れを生じた！」という状況
があった。当然、遅れの危険がありそうな時、F 社と A 社に連絡する契約と連絡先のメ
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モを渡しておくべきである。さらに、輸送費だけのムダになるだけなので、緊急対処に
はバイク便や鉄道便で別送するなどの策を指示することが F 社の対策となる。この例で
は、重要度に応じたリスクの設定と共に、管理者がいなくも、F 社の誰かが部品の発送～
到着まで中央管理する『見える化』管理と進捗管理を P-D-C システムとして統括すべき
である。F 社では、この種の中央統括、コミュニケーション・システムが無かった。そこ
で、情報の一元管理と共に、『見える化管理盤』で重要部品の発送管理を行う対策を進
めた。ここで重要なことは、受け渡しに関与する人を信用して丸投げするのではなく、
列車運行表のように、異常の早期発見のための中央統括管理こそが、F 社で行うべきコミ
ュニケーション対策とした。
③

ヒューマン・エラー防止対策の付加
以上、この例の解析に当たって重要なことは、当然、再発の防止が前提となるが、コ

ミュニケーションを人から企業として関係者が順守可能なシステム化へ移すことが重要
になる。また、そのためには、(ｲ)間違えをしない。(ﾛ)問題の早期発見に役立ち、(ﾊ)この
部品搬送に関係しない方までが、重要事項を目で見る管理で状況を把握する環境を準備
して、誰でも、問題を察知した段階で手が打てる仕組みづくりが重要な対策である。
このように対策すると、先に示したボールを投げ合って、人的に意識を高める対策に
解決策を求めても無意味なことが判る。ちなみに、ホウ・レン・ソウという報告・連絡・
相談だが、F 社では、対策以降、「リスクを感じたら問題発生前に異常を関係者に伝える」
という扱いに変更した。それまでは「企業内で融和の手段として何でも善いから、相互
の人間関係を高めるために行う話し合いではない」という解釈をしていたためだった。
リンゲルマン効果は，約100年前，ドイツの心理学者リンゲルマンが発表した内容であり、
『社会的手抜き効果』の名で世界に広がった一種の法則として知られる。
個人←（何が違ってくるか？） → 集団

誰も責任を果たさない集団へ変化

実験によると、1人で引っ張った場合を１００とすると、２人では期待値の９３％、３人では
８５％、８人になると４９％と、人数が増えると力が増すと思われがちな綱引きで、責任感の
拡散という現象と共に力の発揮度合いが低下する結果となった。

集団に対する対策
① リスクとウエイトを
明確にする。
② 業務を分割し、責任
分担を明確にする。
③ ①＋②を管理する
管理者を定め規則を
完全に守らせる。

人間の心理
① 共同作業を行う時、「どうせ、だれかがやって
くれる」という心理が自然に生まれる傾向が
発生する。
② 歯車の一員として活動する場合、「自分の努力
は認めてくれない」と思う心理が作用する。
③ 問題があっても誰かが責任を持ちやってくれる
というもたれ合いが生まれる。

図4-1 リンゲルマン効果
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（２）ISO9001 規定 5.5.3 内部コミュニケーションの扱い
ISO9001 規定 5.5 には「責任、権限及びコミュニケーション」とあり、以下、下に記載
した内容で、品質改善・保証を中心にコミュニケーション問題をどのように取り扱うか？
という規定が設けられている。注目すべきはトップマネジメントの範囲にこの規定が置か
れ、内部コミュニケーションがサンドイッチされる形で、マネジメントレビューの項目が
設定されていることに、読者の皆様も、ご注目願いたい。では、このような前提に立ち、
下に紹介することにする。また、「お菓子に金属片が入っていた問題」をご覧願い、Y 社が
コミュニケーションに対して、取った書類の整備や連絡体制の強化などが、果たして、国
際的に当を得た対策になっているか否か？を評価願いたい（当然、再発防止策の策定もお
願いしたい）。なお、この会社は、以下に記載した対策後、3 ヶ月後に同じ回収事件を再発
した。さらに、6 ヶ月後にも同じ問題と回収事件を起こしたが、「この会社のコミュニケー
ション対策は不備だった」という視点で解析を願いたい。
【参考】ISO9001 の規程 5.5「責任、権限及びコミュニケーション」
5.5.1

責任及び権限

トップマネジメントは、責任及び権限が定められ、組織全体に周知

されていることを確実にすること。
5.5.3

内部コミュニケーション

トップマネジメントは、組織内にコミュニケーションの

ための適切なプロセスが確立されることを確実にすること。また、品質マネジメントシス
テムの有効性に関しての情報交換が行われることを確実にすること。
5.6 マネジメントレビュー
【ケーススタディ】

洋菓子に金属片混入～回収事件

これはあるお菓子が大量の回収事件を起こした時の内容を記述したものである。事件は
「ある菓子メーカーY 社が販売した洋菓子に金属片が入っていた」という内容だった。顧客
が食べて口をケガしたため、メーカーは早速、全販売品を回収した。メーカーの分析結果
は「ドイツ製バターの中に金属片が混入していたものを使ったことが理由である」という
内容だった。Y 社には金属探知器がある。洋菓子に金属片が混入していれば検知可能である。
当然、この洋菓子は、この金属探知器を経由していた。では、なぜ、この金属探知器で洋
菓子に入っていた金属片が検知できなかったのであろうか、関係者が調査した結果は次の
通りであった。「この洋菓子はアルミホールで包装されている。ところが、この包み方が
うまくいってないと、アルミホールに金属探知器が反応してしまい、機械停止になる。そ
こで、作業者の誰かが感度を落とし、製品を通過させていた」ということだった。事件の
後、Y 社では、アルミホールで包んだお菓子を持ってきて、また、実際に事故を起こした金
属片より小さい金属片をお菓子に入れ実験したが、正規の感度でテストすると、両者とも
確実にこのポカヨケ装置である金属探知器でつかまることが確認できた。更に、このよう
な状況で Y 社は次のような手を打った対策を関係者に解説した。
① アルミホイールで包装してから金属探知器を通す場合、包装の方法がうまく行かないと
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機械停止が頻繁に起きるので、包装前に洋菓子は金属探知器の通過を行う。
② 更に細かい石などを検知できる X 線検査機を導入し、2 重の検査をする。
③ いずれにせよ、問題発見後に品質管理部門に 10 日も掛かってようやく連絡が届くよう
では遅いので、規定を見直し再整備します。・・・という内容だった。
「この事件の内容を見ると、金属探知器で調査すれば、また、前工程を探って行けば、問
題の原因はバターに金属片が混入したことはつかめる。今まで、この種の内容は即日関係
部門に連絡することになっていたが、購入を管理する資材部門に連絡する取り決めが無か
ったので、規定を改定し、連絡を確実にする」という対策が品質管理部門長の紹介要件だ
った。この話を聞いた Y 社の工場長は、この内容に対し「いや、今までこの種の事件はな
かったから安心していました。金属探知器に対する過信があってのではないか？と反省し
ています。」という話をした。また、「どんな良い管理システムをつくっても抜けがあり
ます。大いに反省していますが、これは、品質に対する管理体制の不備、関係者の意識の
欠如、コミュニケーションの問題と考えています。・・・特に、コミュニケーションの問
題は重視して対策へ向けたいと反省しています」という説明だった。
さて、ここで読者の皆様へ設問となる。『是正対策』が示す意味は、『原因の除去』で
ある。だが、そのような局面からすると、ここに述べられた対策は当を得た内容ではない。
その理由として、先に解説のように、Y 社がこの事件の 3 ヶ月後と 6 ヶ月後に、また同じ
理由で洋菓子の回収事件を繰り返していたためである。
このケーススタディを研修で実施すると、(1)情報の共有化と意識の高揚、(2)標準化の設
定と連絡体制の強化、(3)現場関係者の再教育といった抽象的な解をまとめる例が多い。だ
が、この種の対策は性善説を主体としたムード的、間接的な対策であり、ISO9001 の規程
面から見ると、原因を除去することに対する直接的な対策では無い。従って、当然、国際
的に見た「内部コミュニケーション」対策から外れた対策だった。「では、正しい対策は？」
となるが、ISO の規定規程 5.5.3 を活用した策のあり方を以下に例示することにする。
【解答例】コミュニケーション対策に対する解析結果
① コミュニケーションの問題の扱い
この問題の対策に当たって、Y 社が示した連絡体制や制度の改革などのコミュニケー
ション改善を行っても、擬似犯罪であり「金属探知機の基準を勝手に変えてしまう」行
為を禁じることはできない。この演習題を行うと、(1)情報の共有化、(2)このために現場
関係者が集まって話し合う。(3)十分な教育を図る、などの内容が提示される例が多い。
だが、これは、違反者の取締には役立たない。ISO9001 の規程 5.5 はトップマネジメン
トが責任担当であり、内部コミュニケーションの要点は「適切なプロセスが確立される
こと」となっている。このことは、トップマネジャーが現場へ出て、現物と現象を見れ
ば判る(3 現主義の実践で)状況を知るなら、現場で対策すべきことを ISO9001 の規程が
要求している。問題の原因は、現場作業者が勝手に Y 社で定めた金属探知機の基準を変
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更した点にあるが、当然、これは擬似犯罪行為であり、罰則を定め徹底させる対象であ
る。そして、Y 社のトップが行う対策は、即座に「金属探知機の基準を勝手に触れない
ようにカバーをかけよ！」と指示すべき行為となる。また、この行為が原因の除去を具
体化させるコミュニケーション対策となる。
② レーズンサンドへ金属片が混入した内容に対する是正処置
この例では、金属の混入対象がドイツ製バターであったことが明確な事実として示され
た。それならば、製造元であるドイツのバター製造先に金属探知器をつける契約を進め
るべきである。そうしなければ、原因は除去されず、問題は再発するからである。この
際、通常、企業では、ドイツのバター・メーカーに対し、最終検査を要求し、Y 社側でも、
しばらくの間、金属探知機を用いた受け入れ検査を行い、ドイツのバター・メーカーの
監視を行う策を実施するはずである。だが、このようにしていて、再度の問題発生があ
る心配が残る懸念あれば、国際協約である“契約”を利用して高額な賠償金を請求すれ
ばよい。賠償金は高いほど良い。先方がこの金額を恐れて対策の手を打ち、問題のない
バターを提供する可能性が高まるからである。だが、この行為は ISO9001 の規程上、決
して“いじめ”ではない。厳しい基準をクリアーする優良メーカーは、その品質の良さ
が製品格差になり売り上げを伸ばすことになるからである。要は、協力会社育成の意味
からも、この種の対策が必要であり、世界的な視野に立てば、この種の内容こそが、協
力会社育成となる。また、このような対策こそが、ISO9000 の 8 大原則の 8 番目にガイ
ドされた「協業者との互恵関係」であり、ISO9001 の規程 5.5.3「内部コミュニケーショ
ン」の適用となる。従って、サプライヤーには、この趣旨を伝え、活動して行くことが
『共に顧客の満足と食の安全を確保する、サプラヤーとの互恵関係の実践』となる。
③ その他の対処について
(1)

高度な X 線による検知器の設置について
X 線検知器の導入は、一見､当を得たかに見える。しかし、この二重投資は問題の

すり替え（アリバイづくり）に過ぎない。X 線をつけても、また、より細かい金属
片や石などの検出ができても、感度調整部分はいくらでも現場で触れる状況であれ
ば、また、感度調整部分を操作できないようにしない限り、問題の再発は免れない
ためである。要は、原因だった“勝手に感度を変えることができる”という要因は
何も除去されていないからである。加えて、顧客志向の立場からすると、この種の
アリバイづくりに対して、「知らなかったが、おたくは、金属片だけではなく、石
まで混ぜていたから X 線検査機を購入されたわけですか？今まで、その問題はどう
なっていたのですか？」と解釈されることになる。この時、この会社は何と答える
のだろうか？疑問である。いずれにせよ、問題の原因を除去しないで別の対策に逃
げる方式は、真の原因を追及する行為とはかけ離れた行為である。
(2)

アルミホイールの包装について
この問題は、確かにバターに金属片が入っていたことが問題である。検知器は導
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入時にアルミ泊で包んだ状態でお菓子に入る金属の有無を検出するテストが行われ、
この検査設備が導入されたハズである。今回の問題の発端は、アルミ包装のまずさ
が問題だった。だが、まだこの問題に対する対策は放置されたままである。Y 社で
は、包装のまずさを直す対策については何も紹介していないが、包装のまずさを直
せば、作業者は金属探知機の感度を勝手に変える動作は防げたわけである。だが、Y
社の関係者は包装のまずさは全く直さず各種の対策に入っている。そうなると、こ
の問題の放置、例えば、包装のまずいことが、やがて、ゴミ、ホコリ、虫や細菌の
侵入を許すことになる危険をはらむ危険がある。この状況を見ても、この要因を除
去しないで、高感度 X 装置、コミュニケーションの方に対策を走らせていること自
体、この取り組みは全く是正対策という内容を理解していない活動を示す結果とな
る。加えて、包装前検査は、放送後の異物検査をしないわけだから。「その後の包
装工程で金属が入っても保証しない」という、品質保証レベルの低下を意味する。
以上、工場生産と間接部門で、あってはならない不可思議なコミュニケーション対策事
例とあるべき対策を例示した。

（３）工場におけるコミュニケーションの実務
企業内で自主的に相互に友好な状況を醸成することは、言うまでもなく、企業活動の基
本である。このため、工場では、常に各種の対策が図られてきた。そこで、この種の活動
を含め、以下、工場における個人と組織を対象に、コミュニケーションの技術の活用例を
整理させていただくことにしたい。
図 4-2 は、ある企業の要請で工場内のコミュニケーションの形態を調査して、まとめた結
果である。企業には組織がある。このため、個人として、上下のコミュニケーションや横
方向のコミュニケーションと言われる各種のコンタクトが必要になる。この内容を見ると、
多くの事項は、情報を得て何らかの活動をスムーズに進める内容であり、アウトプットを
明確にして有効、短時間、効率的な情報交流が必要な対象ばかりである。
工場でコミュニケーションを取る必要が最も高い場に位置する方は職、場リーダーであ
る。そこで、その内容と目的はどのようになっているか？についても調査した結果を、図
4-3 に紹介することにする。このまとめは、2008 年・JMA 中部の第一線監督者大会（：F
大会）で 300 名ほどの出席者からアンケートを取った内容の解析結果である。アンケート
は筆者と 4 名の整理~現場リーダーの方と共に集計の後、解析したものである。解析後、会
場に「製造現場間接部門、特に、職場のリーダーの方々が行うコミュニケーションガイド」
という内容で発表したが、ご出席者に高い賛同を得たため、その後、雑誌などで公開した。
この解析結果と、まとめた図で判ることは、職場のリーダーは、部下として現場で働く皆
様に、担当願っている仕事の存在と活動の意義、努力する感謝を伝える内容が主な事項と
なっていることが判る。
「仕事をする実務者は 85％以上の感性で仕事する」と言われるが、
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部下や関係者に認められている。信頼されている。任せられているなどの内容と共に、何
を、いつまでに、どのように進めることが、実務上で重要か？ということを、全体と個々
人の関連で把握、管理し、持ち味を最大限引き出す活動にコミュニケーションの大きな意
義があることが判る。

トップ方針と
理念
重要課題
への対処
内容

経営状況伝達（トップ・コミ）

経営状況と
各人の役割
貢献度・
活動の評価

タウン
ミーティング

ニュース
広報活動

公開説明 ～トップ
講演・・教育指導

要求事項

職場内コミュニケーション

関連企業や他部門との
コミュニケーション

朝礼・会議
打ち合わせ
連絡・・・・
広報活動 ～
メール連 絡

顧客情報

クレームなど

連絡・調整
P R・・・

仕事の進行と強力・融和に必要なコミュニケーション
誤解や無 理解

理解と強 調

改善検討

指示徹底

親睦（互いを知る）

・・・
感情の対 立

図4-2 企業で重要なコミュニケーションの形態
① 挨拶を通して通じ合う（仲間を再確認）
② 仕事や改善、やるべき内容を伝える
③ 内容を理解して、意義、使命感を感じる
④ 仕事を通して成果を得る。
悩みを相談する。

⑤ 異常の予告や変化、
仕事の経過中間報告

⑥ プロセス、努力を褒め、成果を確認
次のチャレンジへ向かってもらう
⑦ 友好関係を深める

図4-3 職場のリーダーとコミュニケーション

100

同時に、異常は早期発見対策すべきであることを示している。このためには、先に、ホ
ウ・レン・ソウで紹介したように、実務者が職場のリーダーに、異常(問題)になる兆しをつ
かんだら、即座に問題発生前に情報を伝える。知恵を集める。問題発生の防止を図る、と
いった対策が重要であることも、読者の皆様には、この図の各種コミュニケーション形態
を見て、ご想像解願えるのではないか？と考える。この意味で、図 4-3 は、「いろいろと異
なる職場であっても、工場間接部門で、現場リーダーが行うべきコミュニケーションのあ
り方を的確にガイドする内容である。ここに、内容と項目、アウトプットと短時間で意義
ある活動を考えるチェックに、この図が有効である」という内容が、F 大会で高い評価を得
た内容の多くだった。筆者も、この図をまとめた時、反省を覚えた。「現場管理者だった
時代に、この図のようにコミュニケーションの進め方を知っていれば、関係者と共に、コ
ミュニケーション面でもっと有効な活動が出来ていたはずである」と思ったからである。
以上、工場における、泥臭いが実務的なコミュニケーションのあり方を例示した。以下、
これに加える形で、コミュニケーション技術を駆使する上でガイドとなっている事項を整
理することにすることにしたので、ご参考に願いたい。
① コミュニケーションの基本事項
企業では問題を早く解決し明るく、創造的な仕事を多くしていくと、大きな前進となる。
また、仲間と共にひとつの目標を達成する活動を通して、達成感と、やる気、融和が図ら
れていく。だが、時々、個人的な特性や配慮が関与してか？情報共有を停止してしまう例
がある。特に、無用な気遣いから、いやな問題をオープンにしないため、後で関係者が困
る問題が出る。これは一例だが、時々は、下に例示した「コミュニケーションを阻む 5 つ
の心」を職場のリーダーはチェックし、阻害事項があれば、部下に伝える必要がある。
(ｲ) 誰が伝えてくれるだろう

依頼心

(ﾛ) ある程度、まとめてから伝えればよいだろう

横着心

(ﾊ) 下（または）上はこの程度は知らなくてよいだろう

かばいあい

(ﾆ) 悪い情報を上に伝えると関係者に気の毒だ

老婆心

(ﾎ) 自分だけが知っているとして情報を個人持ちする

優越感

② コミュニケーション・ボードの活用
コミュニケーション改善の手段として職場で約束毎を決めて行う連絡盤は『目で見る管
理』として重視されるコミュニケーション・ツールである。(ｲ)見れば伝えるべき内容が判
る。(2)全員が同じ情報で活動できる。(3)異常の早期発見や連絡、集中して職場で取り組む
内容を全員が理解して支援する、などの効果が大きいためである。なお、この『コミュニ
ケーション・ボードの活用』については、別途、4-3 項「プレゼンテーションと見える化の
効率化」で解説するので、詳しくは、そちらをご覧願にしたい。
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④ 緊急時の連絡体制づくり
先に、ホウ・レン・ソウ対策という形で紹介のように、問題は予兆のある時に要因を発
掘して、問題の発生を防止することが工場間接部門では重視すべきである。この項目は様々
だが、では、その種の対策をいつ、どのように行うべきか？という項目を例記し、多少の
コメントを加えることにする。
（Ⅰ）朝礼による報告、一言プレゼンテーションを含め、各種、業務連絡上の方式をつく
り、コミュニケーション改善に役立てる。
（Ⅱ）社内放送や携帯電話、E メールによる各種の連絡
（Ⅲ）緊急時、休日時の連絡体制づくりを通した対処（例：災害時の連絡など）
（Ⅳ）上長呼び出し制度
工場間接部門で、（Ⅰ）～（Ⅲ）は常識的に行われてきた対処である。だが、読者の皆
様に（Ⅳ）は聞き慣れない内容と考える。そこで、以下、簡単な解説をさせていただくこ
とにしたい。
一般に、上司に対しては部下が報告に行く方式が多い。しかし上司が席を離れたり、上
司のところへ行くと次の仕事に追われたりして、なかなかコンタクトが取れないことがあ
る。この対策に、上司の協力が必要だが、担当者が上司の机上にメモを用いて用件を伝え
る方式を運用して、成果を挙げてきた例が多い。この対策は、上司が不在の時、スケジュ
ールを見て、お願いしたい打ち合わせの必要な時刻と時間を残しておく方式である。上司
はこのメモを見て上司の方から部下のところへ出向き打ち合わせる。部下の方々はメモを
置くことにより、帰りを待ったり、探したりする手間がなくなるので安心して次の仕事を
続けることができる。ただし、上司は離席、机に帰る予定や出張等々の内容を明示したも
のを室や机上、壁に用意しておく必要がある。また、この種の内容は部門で一斉に行う必
要があり、上司達が集まる会議でオースライズしていただく必要がある。
④ コミュニケーション方式のルール化
書類の回覧、許可を得るための手続きや意見調整を図る仕事の改善方法である。
(ⅰ) デザイン・イン・システム
製造現場、協力会社の方々を入れ、製品設計段階から製造上の問題を事前検討するこ
とにより、スムーズな生産立ち上げ準備、VE などの対策を図る方式である。先に紹介し
たコンカレント・エンジニアリング（新製品～立ち上げ時に、平行同時に仕事を進める
方式）は、この例の代表的な制度である。
(ⅱ) 応援、教育方式
職場間の壁や、職位の立場が異なると、仕事の理解はなかなかむずかしく、コミュニ
ケーション上のトラブルになる例がある。この対策として仕事の応援、実習を兼ね他部
門へ在籍し、共に仕事をしながら相互理解と共に、業務上の改善を図る方式である。こ
のような例には次のようなものがある。
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（例）技術者

営業応援：営業教育と共に、営業の苦心点、顧客ニーズを直接つかむ対策

を図る。営業の方が技術部門に実習に来て、人間関係の向上と共にいくつかの技術
習得を図り、顧客との打合せの時の効率、顧客へのサービス、信頼性向上につなが
る内容を盛り込む目的で行なわれることもある。
（例）技術者製造現場応援：ピーク生産時の応援、クレーム対策、5S 上の対策で現場の作
業工数が不足し、事務所に余力がある場合に行なわれる対策である。単なる労働力
提供では意味がなく、応援による技術の習得、錬磨と共に業務改善をテーマとする
ことが大切である。このため、小集団活動で適用方式を研究、工夫する例がある。
ある企業では設計部門の方々が現場技能（スキル）の習得と資格取得を図りつつ
現場の応援を行う企業がある。ここでは、作業しながら設計場の提案、工夫を現場
主義で行っている。現場で討論し、次の設計へ活かす検討を実務てきに行うやり方
である。逆に、現場の方々が事務所や技術者の応援をする例もある。この取り組み
は、現場の方々に対する将来の管理者教育、現場作業者を育て技術者にする教育や、
顧客に対する技術サービスを勉学する方式が運用されている。
（例）その他
応援・教育方式として、他に、研修時のインストラクターを代行し、研修生の世話
をしながら多くの技術を習得する。
⑤ 常識的だが重要なコミュニケーション手法の活用
人は感情を持つ。時には「彼は○○だから」という偏見から、有用な話をしても、聞い
て貰えないという例が発生することがある。これは、ある研修における研修生からの相談
の一例だが、研修の講師を担当していると、不思議なほどよく受ける内容なので、ここに
対策法を例示した。
「うちの上司の一人ですが私が提案すると必ず喧嘩のようになるので困っています。し
かも、話を半分も聞いてくれない状況です。・・・」という訴えのような相談である。こ
の種の相談をされる方は、一様に研修では熱心、また、積極的であり、ケーススタディを
行っても的確な解析をしてくれる。講師から見ると、優秀で好ましいタイプの方である。
だが、あえて言うなら、話される内容は論理的だが、とげを含む話し方をされるという特
徴を持つ例が多かった。そこで、「あなたは、優秀、相手に隙を与えないため、どうでし
ょうか？その方に気に入られていない、否、嫌われていると感じたことはありませんか？」
というと、「よく判りますね！」と返事だった。だが、この話だけで終わると、対策にな
らない。そこで、コミュニケーション・ルールに従ってサゼッションとなる。すると、後
日、必ずといってよいほど、「上手くすすみました」というご連絡をいただいてきたため、
あえて、ここに「こういう方式もある」という形で紹介させていただいた。
(ｲ) 自分から意見を言わないで、その方が好んで話す人から伝える手法
自分から意見や提言をせず、賛同者を得て、その方から伝える方式がある。人には相性
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がある。「同じ話も違って聞こえる」という例がある。そこで、伝えたい内容を、対象と
する方と相性の良い方に話す。これで、同調願った段階で、同調者の意見や企画として対
象とする方に話してもらい、その方を支援し、提案や企画を成功させる。この種の対策に
「講師が来て私の代弁をしてくれれば、・・・」という要求をされる方が時々おられるこ
とがある。だが、この対応では、「反乱分子を連れてきた」という程度の扱いになり、成
功する例は無い。このことは、研修講師をやってきた方々の間では常識的な内容である。
やはり、真の説得は社内の事情をよく知った社内の皆様で行うことが良策である。
(ﾛ) 論ぜず、実行する対策
企業では、お互いに現状把握の状態、達成イメージの違い、知っている問題解決法の理
解などが異なる状況で議論を開始し、もめて議論だけに終わる例がある。逆に、企業では、
「成果が出る方に暗黙の形で賛同する」という特質がある。そこで、『無口で実行！成果
が人々の暗黙の指示を増加する！』という『自然原則』を使い、対処するコミュニケーシ
ョン方式を紹介させていただくことにする。この種の対象には、各種トラブルやクレーム、
不良対策や機械故障、PC の問題などの例がある。対策にはボランティア精神で、黙って
実行、成果を先に出し、関係者から内容をながす方式の適用が有効なことがある。コミュ
ニケーション形態としては、結果が語る。すなわち、「言わなくても、見れば判る」とい
う方式であり、「百の議論よりひとつの事例（百聞は 1 見にしかず）が勝る」例である。
筆者が転倒している不良対策研修や５S 改善などで、この種の例が多いため、受講後に、
必ず、「今まで会社に無い進め方を口で説明すると、必ず、相手の経験、特に、失敗した
トラウマが関与して反対する例があります。このような心配がある場合、最初から議論無
しで不良対策を進めることをお奨めします。成功を見せることが説明に勝るためです。ま
た、社内教育は、理論と証明が無いと相手は、本音で納得をしません。第一、習ったこと
を実行した教材で解説すると、説得力が倍増し、成功例が最高の教材になるはずです」と、
お願いしてきた。
【参考例】言い伝えや故事来歴にこの種の例は多い。そこで、一例を紹介することにする。
① ある知恵者の活動
明日、殿がこの道を通る。だが、大石が通路を遮断していて、撤去に時間と手間がか
かり、間に合わない。この事情を見た責任者は「道路に穴を掘れ！」と命令した。そこ
で、知恵者は穴を掘り、石を埋め、道路を完成させた。
② 一休さんにみる知恵
「この橋を渡らす、向こう岸へ行け！」とお殿様が言った。すると、一休さんはスタス
タと橋を渡ってしまった。また、「端は渡らず、真ん中を通りました」との言にお殿様
はうなずいた。この逸話は、今も、言葉の解釈と制約条件の打破の例として活用されて
いる。
以上、この２つの逸話は、いろいろな制約の中で解がある場合、「実行が説得に勝る例」
として企業研修で使われてきた事例である。
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(ﾊ) 根回し対策
政治家が行う対処は不明だが、『根回し対策』は、一見、手間がかかるように見えるが、
誠意を持って意を通す手法として、日本ではひとつの技術手段になっている。そこで、図
4-4 に対処法をまとめた。ここには 3 種の方法があるが、「話す相手の事情を考慮した上
手な組み合わせが決め手となる」という注意がなされてきた。従って、用意周到、「必殺
仕置き人」では無いが、仕掛けて仕損事なし、のシミュレーションが必要となる。この種
のコミュニケーション手段は、一種の手練手管のように思われるかも知れない。だが、(1)
個々人対話方式、本音の討論で合意を得る。(2)対話で軌道修正する例は多い。だが、目
的は変えず、提案を受ける対話が、賛同者を得る。(3)対話する相手は「自分が指導した
企画である」という理解で、反対者が現れた時、味方して発言してくれる、などの効果が
期待される例が多い。この方式はドンデン返しが発生することがある。このため、万一失
敗した場合、責任が取れる、という準備を整えて、行う必要がある。

① 小刻み情報提供対策
うまく行かないと
対立関係になり、
返って説得に時間
と手間を要する！

③ 反対勢力の脅威排除が
必要な場合、
大衆討議の活用
個人的インタビューはピンポン
改善、対立を生む例がある。した
がって、もめる予想があれば、
タタキ案→修正（繰り返し）→合意
方式が有効

日頃から､情報を
流しておき、
いざ、鎌倉の時、
短時間で
済ませる。

② 相手の好み、
意見を組み入れた策にする
人の意見の無視が、対立と、修正の繰り返しを
生む例が多い（つんぼさじきはこの特徴例）。
従って、効果を明示、手段は自由として、押し
付けでなく、参画で仕上げた内容を重視する。
特に、影の決定者（キーパーソンは外さずネゴ）
根回しで新企画は
スムーズに！

図4-4 根回しの活用法
孫子の兵法に「迂を持って直となす」という教えがある。「アウトプットが確実なら、
本人にとって多少迂回するアプローチの方が良策となる」という教えである。また、「手
柄と立場の維持などは後で考えなさい」という示唆である。この種のコミュニケーション
を産業界では、処世術と言う。これは戦記ものにはよく出てくる合意形成であり、多くの
産業人が勉強してきた事項である。そこで、ここでは、「泥臭いがコミュニケーション手
段がある」という形で例を紹介した。この種の対策を含め、その他、個人として行うコミ
ュニケーション対策については、図 4-5 のようなガイドが、すでに多くの書に紹介さえて
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きたので、読者の皆様には、ここまでの例を参考に。コミュニケーション技術の幅を広げ
ていただくことをお願いしたい。

【原則１】 議論は意見や立場の違いを前提とする。
従ってKY（空気を読む）対策が必要
ここに必要な対応はディベート（建設的な意見交換）
【原則２】 アクティブ・リスニング（積極的傾聴）の必要性
① 自分の知識、経験に照らし、評価しながら話を聞く
② 常に、テーマに3点の質問を設けながら聞く。解けたら追加
③ 疑問点は残さず、タイムングよく質問する。
④ 目を見ながら、問題意識を高めながら、聞く。
⑤ メモを取りながら聞く（必要部は確認する）。

【原則３】 クリティカル・リスニング（検証しながら聞く）

① 相手のゴール（目的・目標，狙い）は何か？
② 相手の主張の要点と、目標達成ストーリー（構造）はどうなっているか？
③ 相手の主張の根拠（論拠）は何か？

壁や障害を除くことが大切！
① 立場や環境、 ニーズの違い
② 年齢や経験の差
③ 職制や権限の及ぶ領域の理解な ど

図4-5 コミュニケーションに必要な対話構成
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４－２，会議・打ち合わせ効率化の手法と活用
工場間接部門の方々が行う会議や打ち合わせに関し、基本的な事項と、同じ内容であっ
ても、効率化を進める視点と対処内容を解説することにする。
（１） 工場における会議の種類と、期待するアウトプット
① 工場間接部門を例とした会議や会合の種類
工場内で開催される会議には多くの対象があるが、その形態と狙いを整理するとつぎ
のようになる。
(ｲ) 方針や重要事項の徹底（説明会的な性格）や発表会などのよる、活動の盛り上げを目
的に運用される集まり。
(ﾛ) 定例会議：営業：工場会議。品質対策、予算・原価低減などテーマと実施日程などを
決め、提案や調査事項、実情把握や改善の状況説明や技術波及など、多くの与件を検
討、審議する（時には、『御前会議』という、アウトプットは少ないが、トップ方針
やしきたりなどから、決まっているから定例的に繰り返す方式もある）。
(ﾊ) 朝礼などを中心とした、簡単な連絡会
(ﾆ) 課題を持っている方が、集まって簡単な相談を持つ。その道のベテランや、すでに経
験を持つ方を訪問してポイントを学ぶ勉強会的な会合と打ち合わせ
(ﾎ) 突発的に発生した問題に対して、緊急で人を集め、実情調査や対策を進めるための相
談を行う会合。
(ﾍ) 企業で重要な案件の勉強会：工場運動に関する刺激策や方法論などの講演形式で行う
ものや、自主的な勉強会など知識習得のためのもの。
(ﾄ) 簡単な相談会：クレームや企画策定にヒントを得る内容に対する情報収集や指摘点な
どに意見を貰うための会合
(ﾁ) ひとつのテーマを定め、結論を得るために行う会合：議事次第を作成して、事前に会
議案内を出し、タタキ案などを基に、具体策を練るための集まり。
(ﾘ) 問題解決のための委員会的な会合：特定、または、重要テーマを定め、現状把握、原
因の究明、対策案の立案～報告書の作成・提示を行う活動で行われる集まり。
(ﾇ) プロジェクト活動：特定の課題を定めて、専従組織をつくり、タスクフォースの形で
具体的なアウトプットを出すまで活動する会合。
(ﾙ) 会社と組合争議のような内容で、対立する立場で意見を述べながら、何らかの合意や
納得に持ち込むための調整対策を図る会合。
(ｦ) その他、インフォーマルな会合（例：イベントの企画や小集団活動にある発表会の練
習など）。タウンミーティングや昼食会などの形でトップが現場へ出向き、隠れた問
題や悩みの実態を把握して、意見交換の中から方針の徹底（賛同者と合意形成）を行
いつつ、解決策を見出すもの。ゴルフや飲み会を開催して個人的な融和と理解、本音
の討論から、各種対策に人的な支援と活動への理解を求めて行く方式がある。
以上、個人や集団の情報共有、コミュニケーションの手段として多くの形態がある。では、
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この中から、具体的なアウトプットを求める対象に限り、以下、このテーマにどのように
効率化の道を開拓してきたか？というテーマに限り、NASA の KT 法開発の経緯と結果を
紹介することにする。
② NASA の KT 法開発：意志決定の効率化対策
企業における意志決定が必要な内容を整理すると表 4-1 のようになる。これは、筆者が
KT 法のインストラクター資格を取得した時、関係者が集まり検討した結果である。このま
とめをするためには、先に紹介した(ｲ)～（ｦ）に記載の内容と共に、各種の会議や会合の種
類と形態を分析して、「求めるアウトプットは何か？」としたところ 6 種の方向で結論を
求める形態があり、この中の 4 種（No,1,3,4,5 の 4 種）が KT 法でカバーできる内容である
ことをつかんだ。以降、問題解決の手順化を進め、個人メモ禁止、大きなワン・ペーパー
議事録に皆の意見を集約しながら、効果的な会議や打ち合わせを進めてきた。特に、この
分類と様式化が有効に作用したのは、米国赴任の 3 年間だった。筆者は英語が堪能ではな
かったが、目で見て確実なアウトプットと結論を得る KT 法による進め方が、結論の創出～
合意形成、活動に移った時の効率化に極めて大きい貢献をした。このような詳細は別途
URL：qcd.jp に紹介中の「海外工場運営実務マニュアル」をご覧願うことにして、ここで
は、意志決定の効率化対策に極めて有効な手法を開発する基盤となった KT 法と、その開発
経過、ならびに、構成や効果などについて解説することにする。

表4-1 会議効率化のための６つの区分
No.

区分の観点

１ トラブルの原因究明

が必要で ある
２ 要求、話す意味が抽

象的、具体化を要す
３ 問題がごちゃごちゃし

て整理が必要

問題解決の手順
①問題は何か？→②原因は何か（なぜ？で探る）→③5W1Hで原
因を現場で探す→④起こっている事例とそうでないものを比較し､
違いを見つける→⑤発生メカニズムを簡単な図で示す→⑥１問題
→ １原因→１対策方式で対策を作成し、実験~適用を図る。
①目的は何か？聞く→②名詞＋動詞で示す→③インプット/処理・
機能/アウトプットを区分して行く→④要は何か？要求と③の内容を
図化する→⑤インプットをアウトプットへつなげる処理過程を図化す
る→どこがポイントか？ウエイトを明確にする→とるべき案をつくる
①誰の立場で何をしたいか文章化する→②問題点・関心事を１５件
ほど列挙する→③理由を示す→④ウエイトづけする→⑤重要分野
に対し調査/原因究明/案の策定~評価選定/案があるがリスクを想
定など、着手内容を整理する→⑥担当・期限を設定し、行動をとる

４ 案を一つにしぼりたい ①案を３案作成する→②評価基準をつくる→①と②をマトリックス
化した表を用いて３案の相互比較、評価~抽出を行う

５ 事を進める上で心配

事を明示~対策する
６ 良い案をつかみたい
－

コメント

①プロジェクト計画をつくる(PERTなど） →②不安な事項を列挙す
る→③不安な理由を記載する→④①の影響度を評価する→⑤予
防策を創出する（同時に実施容易性・効果を評価する） →⑥緊急
時対策を考える（同上） →リスクの低減状況を評価する
①テーマを明確に→②調査を含め草案する→No.４を用いて抽出
自然体で各問題解決要求区分に従って一覧表化して対策する

KT 法の開発は 1950 年代米国のシンクタンク RAND 社に勤務していたが、NASA の要請
を受け、Kepner 氏（心理学者）＋Tregoe 氏（社会学者）の 2 名が、アポロ計画促進、特に、
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ペンタゴン関係者の意思決定の効率化を目的とした開発を進めた手法である。この 2 人が
各種調査を進めて行く中で、意思決定をスピーディーかつ的確に進める方は、思考のプロ
セスを頭の中に持っていることに気づいた。だが、本人にお聞きしても、その構造がよく
解らなかった。そこで、例えば、と事例を挙げてもらい。その経過をたどったところ、そ
こに、共通する手順があることが判った。

ＫＴ法の理解と応用：４つの意思決定！
Kepner氏 （ 心理学 者）＋ Tregoe氏 」（社 会学者 ）
ア ポロ計 画に当 たって 、意志 決定の ための 論理的 な方法 として
体 系化さ せた手 法。

各種問題が発生
状況分析
重要性は何か？
SA：Situation
Analysis

ワ ン・ペーパーで 討 論

フォーマット化して活用し
効果的な意思決定と、スピード化を図る！

得 るべき
有 効な
結論

Potential
Problem
Analysis

PA:

Problem
Analysis

原因分析

潜在問題は何か ？

SA
（PPA）
PA
DA

PPA：

DA：
Decision

Analysis

適切な対策は何か？

図4-6 KT法と４つの意思決定

KT 法の要点を二人はつぎのように解説している。
(ｲ)

有能で実績をあげていると思われる人達は、意思決定という仕事に秩序だった方
法を使っている。質問の仕方は適切であり、目前、あるいは将来起こるかも知れ
ない重要な問題に情報認識が早く、収集も着実、優先順位の決定や、リスク対策
も充分である。

(ﾛ)

問題解決に成功するためには、情報以外に何かがなければならない。これを先見
性、決定力というが、先人の教訓がここに役立てられるケースが多い状況だった。

(ﾊ)

そして、このために行う合理的手法、思考力は「事実に基づいて、必要な情報を
集めて、その情報を基に、良い結論を導き出すこと」を共通の活動方式にしてい
る。

(ﾆ)

解析に当たる態度は、共通して、①そこに何が起きているか？

Ｓｔｏｐ

＆

Ｔ

ｈｉｎｋ、②どうしてそうなったか？事実情報に基づく差異分析、③何をキーに
して、どういう処置をとるべきか？創案→評価、④将来どのようなことが起きそ
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うか？というリスクの想定と対策をチェックポイントにしてきたことが判った。
さらに、
(ﾎ)

問題解決に要求される力として、常に注意、努力してきた項目は、①問題解決で
きる技術を持っていること。②その経験があること。③問題解決で見返りがある
こと、④失敗をおそれない信念と解析内容を持つ、という内容だった。

このような要件を調査して、ワン・ペーパー化した大きな用紙に意思決定の目的に応じた
様式と利用(記入)ルールを定めたのが KT 法である。手法開発と共に、討論に活用すると、
ある程度の知識と経験を持った方なら、調査した著名人と同じ結論を効果的に得るという
ことが実証された。
なお、KT 法は NASA で活用効果を挙げたが、KT 法の開発プロジェクトは終了となった
ため、両氏は退職、産業界で KT 法を展開した。日本でこの手法が有名になったのはホンダ
が 1970 年の末頃、“マル・J 運動”の名で間接部門の効率化の成果を挙げた事例が報告さ
れたことが契機である。先に解説のように、KT 法は「ワン・ペーパー化した大きな用紙に
意思決定の目的に応じた様式を用いて的確な意思決定を効率よく進める」という特徴を持
つ。では、利用が盛んな様式、2 例ほどを示し、その構成を紹介することにしたい。
① SA（Situation Analysis）：状況分析
工場などで、例えば、突然の不良の多発やクレームの発生で現場が混乱する。新製品立
ち上げで混乱状態となる。合併や工場や生産統合などで、新しい組織に変更が関与し、混
乱する、・・・といった際に適用する手法である。このような時は、一度立ち止まって冷
静になり、問題を整理した後行動を決める（Stop & Think）の必要性がある。また、この
際、表 4-2 を出して対策の方向を整理して決める手法である。取るべき手順は先に表 4-1、
No.3 の「問題がごちゃごちゃして整理が必要」である。工場を始め、組織で活動する部門
は限られた陣容と技術や資金の中で活動している。そうなると、進めたい要件を選択して、
集中的に進めることが、必要になる。その場合の問題解決手順は、①誰の立場で何をした
いか文章化する。→②問題点・関心事を１５件ほど列挙する。→③理由を示す→④ウエイ
トづけする。→⑤重要分野に対し調査/原因究明/案の策定~評価選定/案があるがリスクを想
定など、着手内容を整理する→⑥担当・期限を設定して行動をとる、となるわけだが、こ
の手順をそのまま、ワン・ペーパー化して、①～⑥の手順に従って、討論～記入して、合
意と結論を得る手法が SA である。
② PPA(Potential Problem Analysis)：潜在問題の対策
これから何かを進めようとして、いくつかリスクが懸念される場合、表 4-1・No.5 の手
順で検討を進める。予防対策を適用、緊急時対策を準備し、リスクの軽減化を図る多雨策
が PPA である。①プロジェクト計画をつくる(PERT など)。 →②不安な事項を列挙する。
→③不安な理由を記載する→④①の影響度を評価する。→⑤予防策を創出する（同時に実
施容易性・効果を評価する）。 →⑥緊急時対策を考える（同上）。 →リスクの低減状況
を評価する手順を図 4-7 の形にして、①～⑥の順に解析を進め、リスク軽減化へ向ける手法
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だが、これも、ワン・ペーパー化したシートを目前に置き、関係者で討論を進め、有効な
対策を選択～適用する。

表4-2 SA：状況分析の形態
テーマ：顧客と企業トップの立場で○○問題を整理・ウエイトづけし、
○○を○までに達成する
重要度評価
判
Ｓ
Ｕ
Ｇ 定
重要性 緊急性 拡大
指 向性

担当・
期限

対策手段
の割り付け

着順

寄与率

重要関心事
左記の
（重要テーマ
解説と事例紹介
重要問題など）

◎

開発テーマと
課題の列挙

◎：極めて重要、○：重要、△：まあ重要、×：重要性は低い

【潜在問題の評価】
P (問題の発生可能性） ×S（事が起きた時の重大性）
５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり
３：影響はある
２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない
１：ない

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する
リスク
の項目

考え得る
原因

P S 予防策と 評価

緊 急時策 と評価

Act.

PPAの記入様式の例
ﾘｽｸ分析
対策を検討・記載する
の様式例

E:実施の容易性と
F:実施の効果を書く
P:問題発生の可能性の
低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況
を評価する

図4-7 リスク発生防止・PPA対策の進め方（Potential P roblem Analysis)
（２）会議運営のルール
会議や打ち合わせを効果的に運営するためには、何らかの取り決めが必要である。この
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種の内容は企業で既にルール化されていて、極めて常識的な要件でため、ここでは、以下、
簡単に、読者の皆様が確認願う程度の項目を羅列させていただくことにする。
① 小集団活動のような自由討論式の会議における基本要件
(ｲ) 事前に会議の目的と狙いとするアウトプットを想定して関係者に報せると同時に、討
議事項の明示、各人の事前準備を願う。
(ﾛ) 会議の 5 分前には全員が揃う方式を運用する。
(ﾊ) 会議（会合に入ったら）会議のリーダー、書記を確認、または、設定する。
(ﾆ) お互いに○○さんと呼び○○主任、○○部員などといった職制名の使用は避ける。
(ﾎ) 討論内容は議事次第の形で示し、ワン・ペーパーにまとめていく様式（フォーマット）
を準備して討論を進める。
(ﾍ) アイデア発想に当たっては、ブレーン・ストーミング（批判禁止、質より量、自由奔
放、他人のアイデアに便乗歓迎）のように、創造性を阻害することを避ける方式を用
いて討論を進める。なお、自由討論の後、実施可能なアイデア抽出に努力する。
(ﾄ) 目で見て話す方式をとる。独演会や声の大きい人の意見に左右されないこと、また、
話さない人を上手に参加させる工夫にはアイデア・カード記載方式を利用する。
(ﾁ) 全員、役割をもち協力し合って討論を進める。
(ﾘ) 必ず、その日に決めた目的に対しては、時間内にアウトプットを出す努力を払う。な
お、途中で調査や資料の追加が必要になった場合は散会する。なお、この際、各人が
宿題を決め、再度会議に臨むことを行う。
(ﾇ) 会議の開催時間は職制、上司の許可を得て行う。
(ﾙ) 会議の内容は議事録に残し、電子黒板やデジカメなどを使い、議事内容は会議時に出
席者に渡す（または、終了時にメール配信する）。
(ｦ) その他、実施事項と内容を、必要があれば、関連部門に伝えるなど。
② 小集団活動などにおける、会議(会合)テーマの創出のノウハウ
①に示した会議の運営法だけでなく、会議がスムーズに進むか否か？を左右する要因に、
テーマがある。テーマが良くないと、折角の活動は成果につながらない。メンバーが無関
心になるといったことが起きる。そこで、テーマ選定に当たっては次のような事項をチェ
ックリストに活用し、選定していくことをお勧めしたい。
(ｲ) 会社の年度方針や上司の目標に関連したものをテーマとする。また、できるだけ、結
果が定量化（数値化）できるテーマや具体的なアウトプットが把握できるテーマとす
る（ムード的、概念的なテーマはその後で整理する）。
(ﾛ) 職場で不便に感じていることなど、本音で納得が得られるような、「解決したい問題」
をテーマとする。
(ﾊ) 会議で総論賛成、各論放置にならないよう、会議で決定した事項は、できるだけ皆が
分担できるようテーマ運営上の工夫を加える（５W1H 表で、実現可能性を考慮して、
調整の後、テーマと分担を明示する）。
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(ﾆ) 日常業務の中で分担できるテーマの運営法は、実現に至るまでの期間短縮面で工夫す
る。残業や応援・指導、休日出勤から、専従、プロジェクトチームとしてテーマを進
めるケースがある。だが、一般には業務と直結する形、仕事しながらテーマを進める
ケースが多い。このような場合は、フォローアップ期限を設定して、全員が予定通り
の努力を払っていただく環境づくりが必要である。
③ 小集団活動などにおける、会議運営上のルールづくり
（一部、再確認のため、①で解説した内容を繰り返して記載）
(ｲ) 参加と参画には次のような差があるとされている。会議は参画の精神で行うことを前
提に各人に、会議開催前に確認を済ませておく。
△参加：小集団活動に加わっているだけ、積極的な活動をしない。
◎参画：役割を担当し、自ら積極的な活動、発言、チームワークづくりに努力する対応
する。
(ﾛ) 全員が声を掛け合い、誘い合い、会議のルールを守る（例：ミーティングの開始時間
に遅れないこと。事前準備を行い出席することなど）。
(ﾊ) リーダー、またはメンバーの一人独演会にならないこと。特に、お説教、自慢話、脱
線は避ける。
(ﾆ) タイムキーパー担当の方は、適宜、会議の進捗とスケジュール：実際の時間の進行具
合をチェックし、不具合が発生しそうな時、会議運営リーダー(議長)に伝え、判定を受
ける。
(ﾎ) 個人批判をしたり、アイデアを、よく出す人だけに固定して意見を聞く方式は運用し
ない。他人の発言の真意をよく考え、確かめてから意見を言うという配慮を会議運営の
リーダーは配慮する。
(ﾍ) 発言しない人を放置、無視してはいけない（話がうまくない人は書いてもらう方式、
ミーティング以外で良い意見を述べた内容を援助し、話してもらう工夫をする方式も一
手である）。
(ﾄ)

記録を取らないで話を続けることはすべきでない。話が目で見てわかる工夫が必要

である。黒板や模造紙、カードによる討論はこのために用意された手法である。
(ﾁ) 議事次第を書かず、1 点に集中した話や 2 名だけが自己主張を曲げずに激論で時間を
費やす。もし話が脱線して、終了時間が次々と遅れる、という討論方式が発生したら、
会議運営のリーダーは中止をかける。
③「1 時間ミーティング」アプローチ
チョットした打合せを除き、業務上の会議は 1 時間で済ませたいものである。逆に、
問題を芯までつめ、じっくりと話し合いつつ、ある結論を得るための会議は、会社を
離れ、タイム・リミットなしで、心ゆくまで、形式にとらわれず物事をつめたいもの
である。このように、業務上推進すべき会議と、じっくりと話し合う会議の進め方の
コツ、といったものを解説することとする。1 時間会議づくりに当たっては、次のよう
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な事項を実施し、効率向上と共に、中味を濃くしていくことが肝要である。
(ｲ) 事前に会議の目的を十分に伝えておくこと。
(ﾛ) 議事次第に従って事を進める。なお、各段階で得た結論は確認して残余の意見や不満
などの有無をチェックする。
(ﾊ) 会議に出席し、で発言を担当する者は、必要な資料、データなどを目的に従ってまと
め、簡単明瞭に要点が伝えられるよう事前準備をしておくこと。
(ﾆ) 会議をスムーズに進めるため、リーダーは議事次第、スケジュールをはっきりと決め
ておくこと。様子を見て、皆に必ず意見をもらうよう、話をふる。逆に、話を 1 人で
持ち切る方は、時々制限する。
(ﾎ) 時には関係者の準備をフォローする。物によっては障害となりそうな問題を予測して、
根まわしや、追加事項の準備を依頼しておくこと。
(ﾍ) ある程度、会議の結論を予測しておくこと。このために、タタキ案という原案を想定
しておき、全体をリードすることも、時には必要である。
(ﾄ) いつも遅れそうな人には直前に会議の時間、場所の再確認を図っておく。また、会議
開催に当たっては、職制の許可を必ず取って推進することも重要な準備内容の 1 つで
ある。
（３）タイム・リミットなしミーティングの運営について
大きな方向や、徹底的に問題の原因を調査して再発防止～今まで取り組んできたシステ
ムや制度などを革命的に変えるような対策に当たっては、時間制限無しであらゆる角度か
ら調査～検討を進める必要が生じることがある。筆者達は若い頃、会社とは別の地に会議
を移し、結論を得るまで、何度も『山ごもり』という名をつけ、進めてきた。この種の対
象はただ、「心ゆくまで」とか「納得が得られるまで」ということで実施されるため、こ
こまで記載してきた方式にあった会議形態を適用すべきではない。武田信玄や徳川家康な
どの戦記ものを読んでいると、難局を打開するために評定会議というものが持たれ、いろ
いろな角度より、また、長時間にわたる討論がなされている。発想の異なる多くの考え方
が出され、その結果として勝利を得た話が多く語られてきた例だが、それらの話の内容は
大略次のような要素を持っている。
(ｲ) 最終決定は時の長であるが、会議においては上／下の分けへだてなく、自由に意見が
述べられる方式がとられている。
(ﾛ) 隠密を使ったり、敵の情報を探るなどして、情報をあらゆる方式で集めた後に、会議
が開催されている。
(ﾊ) 1 つの結論を得るのにタイム・リミットを意識せず、議論を尽くしている。
(ﾆ) 敵の立場より、自軍の出方を分析している。
(ﾎ) 過去の経験や教訓は一応話題に出すが、今の状況をもとに、常に原点から物事を見直
し、結論を得る努力を払っている。
これらの項目は、国をかけた評定会議の場で、勝／敗を決める重要対策に使われてきた。
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この形態は、決して形式的なものではなく、必死に知力を尽くす中から生まれ、会議の効
率化よりも議論を尽くすための知恵や先訓と共に、生まれた方式である。また、この種の
方式は、現在、マーケティング戦略の決定、新製品開発～生産管理システムの開発の中で、
企業がいままで経験したことがないテーマに対して当てはめることが出来る。いわゆる、
型にはまらない会議のやり方である。そこで、本書では「タイム・リミットなしミーティ
ング」と名づけ、企業における適用の要点をまとめた。
(ｲ) 専従メンバーで行う。
日常業務の中では、「どうしても仕事に追われる！」という現象をきたす。従っ
て、一時期でも日常業務から離れ、頭をカラップにして取り組む体制をとる。
(ﾛ) 会社以外の場、自然に親しみが沸く環境で討論する。
会社にいると何らかの呼び出しを受けたりする例が発生する。そこで、“山ごもり”
という形で自然界の一部に設けられた施設に入り、合宿よろしく、リラックスス・ムー
ド、正に胸襟を開いた形、ふだん着で討論するわけである。レジャー施設もなく、討論
に集中できるし、外乱は全くない場で会議を行う方式で討論を進める。
(ﾊ) ○○さんと呼ぶ
上／下関係が発想を止める障害となるので、“○○さん”方式で話し合う。
(ﾆ) 資料づくりより、討論を重視する。
一般に、会議のアウトプットは議事録や資料となる。その種のものの作成に集中す
ると、資料づくりが仕事、作業となってしまうので、討論内容は模造紙に書く、資料
はコピーして模造紙に貼りつける程度で、議論を中心に行う。作業より、知恵集めが
必要となる。なお、そうは言っても、事前準備に行い、資料はすべて持参する。不足
はファックスで取り寄せる程度のことは付加する。
(ﾎ) 目的のみを明示し、時間無制限で行う。
早く課題が対策されれば交友、レジャーに切り替えても良い。一応、帰る時刻は決
めておくが、討論はリラックス・ムードで夜を徹しても行う。四六時中、ともかく、
目的に対する作業について、あらゆる議論を尽くすわけである。
上記は十分な準備と共に、“山ごもり”の形で行う方式の運営内容である。形式より実
効果を狙う。資料づくりより討論が主となる。人というものは行きづまり、必死になって
考えていると、図 4-8 に似た形で、突然、ビンの栓をしめ、湯につけて過熱していると突然
「ポン！」と栓が飛ぶように磧を切り、思わぬ発想が生まれることがある。読者の皆様の
中にもこれに似た経験をしたことが必ずあるはずである。以上の内容を討論の方式として
定め、利用する方式がタイム・リミットなしの会議運営法である。
余談になるが、かつて筆者も湯口折設備の開発に山ごもりしたことがあった。ハンマー
で鋳物の製品でない湯口部を切り話す作業は重筋労働の中でも熾烈を極める作業だった。
この作業は、まるでオリンピックのハンマー投げか、重量挙げの選手のように筋肉をもつ
方が防護服を着て 20 分と持たない作業であった。筆者達は、この対策に 3 日間も山ごもり
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したが、対策案の創出に行き詰まってしまった。このような時、たまたま、近くにエアー
ガンでオニをドカンと打つ大砲があったので、夕食時に、会議の合間に散歩を兼ね訪ねた。
信じられないことだが、この時に妙案が生まれた。このエアーガンがヒントになり、湯口
折設備の基本になった。2 日間悩み、200 件程度のアイデアの中に、この原型はあった。だ
が、休み時間の散歩の時、期せずして、この案を選ぶことにした。エアーガンで湯口を折
る試作機は、その後 2 カ月で完成した。その後、実現までに多くの問題はあったが、誰も
が嫌う重筋作業は、クリーン・ルームでボタンを押すだけの作業となり、安全で快適な仕
事を実現させた。

人が必死になる環境とは？
土壇場、
崖っぷち
やらねば
倒産
夢、目標があり、
達成ストーリー
が明確である

良きライバルが
いて、競い合う
ことが相互に
良い結果を
もたらす

失敗学の教訓

Whatと
Whyの
明確化
アイデアや革新技術の発想の
ゆきずまり対策に失敗演習を
取り入れた途端、ブレーク

アイデア
発想の要因

情報収集と努力！
① 良い課題の存在
② 障害除去の
ための資源・情報
③ スピード化の手法

ふき鉄砲 ： 圧力→ブレーク

図4-8 大脳生理学から学ぶアイデア創出の原理
では、この種、「タイム・リミットなしミーティング」と呼ばれる事例を紹介すること
にしたい。
① T 社、アンダー・グラウンド方式
T 社は W／P の開発を最初に実用化した先進企業であるが、まだ、この種の製品が世の
中に無かった頃の取り組みである。今や、PC を用いた文字変換は一般的な文章作成の道具
なっている。T 社では、この手法を社長プロジェクト、という形で進めた。最適メンバーが
選ばれ、研究所の職制とは別の仕事場に集められた。「リーダーを中心に自由に事を進め
ること、予算もプロジェクト・リーダーへ一任」の形で事が進められていったわけであっ
たが、チームは辞書の作成よりスタートした。辞書をつくる際、専門家にお会いしたり、
翻訳の専門家にお会いしたり、という努力を続け、大型コンピュータを用いた W／P にす
る文字変換を行ったが、うまく行かなかった。しかし、トップは一言も文句を言わず、リ
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ーダー一任で事が進められた。このチームが行きついたところは、「世の中にある既存の
方式の組合せでは、課題達成は不可能である」結論だった。そこで、コンピュータに一番
合う辞書の作成という発想をベースに、現在見られるようなワードプロセッサーのソフト
を実現させた（商品名ソードという、表や文章を作成する機械である）。この機械は世の
中で爆発的に売れ、新たな市場形成を果たした。机上に置ける大きさで活用可能なハード
に W／P のソフトを搭載した機械だったためである。また、当時、成功事例と共に、「タ
イム・リミットなしミーティング」の運用がこの開発に大きく寄与したことが紹介された。
この内容に見る成功の要点は、①将来を見通したテーマをトップダウンで決定したこと。
また、②企業文化には全く無い、新しい取り組みと課題に対して、今までの考え方と異な
る方式でプロジェクトを運用することと、③全ての権限と進め方、予算などをリーダーに
託せた点にあった。
② ボランティア小集団による新製品の開発方式
本件は、ボトム・アップ式であり、一種の企業内ボランティア・グループによる新製品
開発事例である。M 社は、有名はカメラのメーカーのひとつである。やがて来るコンピュ
ータ搭載カメラ、という内容を見通して、研究所のメンバーが、ボランティアで自動焦点
一眼レフ・カメラを開発した。なお、テーマは大きな研究予算の一部を流用し、アングラ
の形で、部門長の決断と共に事が進められていた。当時、このような機能を持つ機器の構
成は、コンピュータに机程度の大きさの装置を装着するサイズとなる状況だった。だが、
技術者達は「近々、技術の発展でケシゴム程度の大きさになるハズである」という予測の
もと、一眼レフにコンピュータの制御装置をつけたカメラを開発した。なお、このカメラ
の開発には、研究者が正規の仕事以外の時間を活用し、残業と休日出勤により作成してい
った（ボランティアで開発製品だった）。その理由は、従来のカメラと異なり、レンズ交
換の継ぎ目の口径が全く異なるためであった。今まで、この種の提案を重役会に出すと、
判を押したように、すべてが却下されてきた。このため、開発はボランティアで進めたわ
けだったが、製品化には、大きな資金と企業の決定が必要な段階に入った。そこで、研究
開発チームは新作したモデル機を重役会議に持ち込んだ。当時、当然、大きな、コンピュ
ータ付カメラだった。だが、目の前でデモの計画をつくり、実施した。なお、この時まで
に、当然ながら開発チームでは瞬間写真を撮り、実例を示す準備をしてきた。その写真と
は、水鳥が水面で着水と同時に魚を捕る、しかも、プロが苦労しても撮れないような連続
写真だった。計画書や稟議書ではいくら説明しても許可にならない！と、メンバー員は考
えたからであった。このデモで写真機の性能は、その社のトップの方々に確認され開発内
容は承認された。だが、問題は、マニヤを中心とする専門家の反対を買わないか？という
心配だけが注意として残った。だが、この方式のカメラが完成した数年の後、コンピュー
タの小型化の進歩は大きく進展した。このため、通常のサイズにコンピュータが収まる形
で製品化がなされた。
開発チームの方々は瞬間写真を写真展に出展した。当然、優勝！同時に、カメラの PR を
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開始したわけである。当初、専門化達が、レンズのサイズに抵抗するのではないか？とい
う心配をした。だが、カメラのプロ達は、全く抵抗なく新型カメラを購入した。後で判っ
たことだが、プロも苦労せずに良い写真を撮りたいわけであった。また、写真家達は、一
応に「今までのカメラとは別のカメラとして購入した」ということであり、カメラの良さ
が口コミで広がり、やがて専門誌がカメラ取り上げ、絶賛と共に新たな市場を形成した。
以上が 1 ガンレフの開発の経緯だが、この開発成功は、ボランティアでも新しいテーマを
こなすチームの心意気であり、「タイム・リミットなしミーティング」の運用の成果と産
業界では評価された。新製品開発、新技術の開発、VE 関係者のプロジェクト、プロジェウ
クと X といった取り組みには、このように、研究者が自由に発想し成功を納めた例が多い。
③ トップダウン＋公募ボトム・アップ方式
液晶ビデオの開発等で有名な S 社の例が、この方式の実践例として、最近注目を浴びた
ことがあった。実際に実施されたステップは図 4-7 だった。S 社では「液晶の活用分野を開
拓すること！」というのが社長方針だった。この要求に対し、従業員が常に提案する方式
が取られてきたが、この中に液晶ビデオの開発テーマがあった。S 社はこの分野の先駆者、
対面撮影と同時再生を眼目にビデオの概念と市場、活用法まで大きく変えていった。

① 販売価格設定 ← 顧客アンケート調査
② 原価達成可能性の見積り ← 与件として設定
③ 目標達成度確認 ← 全社の知恵を結集

企画構想の検討

① 採算見込みとﾀｰｹﾞｯﾄの設定
② 推進ｽｹｼﾞｭｰﾙ設定

企画会議
金型発注

原価検討会議 繰り返し 目標達成度確認

製造打ち合わせ、製造移管
第１ロット発注
目標達成度確認
量産試作

思案は初段階
に集中審議

ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの明確化

原価検討会議 繰り返し 目標達成度確認
上記の確認
売値の正式設定

1台5万円の
ビデオ・プリンタ ー

実績原価の確認
量産

図4-9 ターゲット・コスト追求のステップ
（15万円→5万円のビデオ・プリンター開発時のS社ステップ例）

この開発はテーマをトップが抽出、「実現には 2 年間、3,000 万円、もし、開発を希望す
るのであれば、今やっている仕事を離れ、具体的に専従して良い」ということで社員に公
募がかけられて開発が進んだ。また、「成功、失敗の責任は問わない、もしリーダーに選
抜されたら、リーダーとなった人が社長権限を持つ」という形で、自由にメンバーを全社
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より指名、引き抜ける方式で開発が開始された。S 社では、その他にも多くの開発製品が続
出しているが、新製品開発は全てこの方式で成果を納めている、とのお話だった。また、
成功の要点は、以下の通りであった。
(ｲ) テーマがトップダウン側よりはっきりと示されている。
(ﾛ) やる気、力量のある人が自ら申し出てテーマに着手する。
(ﾊ) 責任は問わない自由な活動で事を進める。
(ﾆ) 予算がある。使い方も自由である。
(ﾎ) 会社から最良のメンバーを、チームリーダーが自由に選べる。

４－３、プレゼンテーションと『見える化』の効率化
（１）はやり病か？好ましく無い『見える化』対策
産業界では『見える化』と『情報共有』が金華極上のようにもてはやされたことがあっ
た。この種の環境準備はコミュニケーションの一手段であり、情報を得て、『判った化』
→『出来る化』→『ヤッタ化(実施したか？)』が無ければいくら優れたディスプレイや立体
映像を駆使した標示物や情報伝達を行っても無意味であることを、JMA の生産革新大会の
講演会で紹介した。幸い、このような内容を紹介の後、多くの製造業では、無意味な『見
える化』は提唱者がカットしていただけるようになったが、まだ、この種の例が時々、出
没するため、以下、好ましくない例を、再度、紹介させていただくことにする。
これは、図 4-10 は、企業 A 社の例である。ここでは、よく書で見るように、大きな模造
紙に生産関係の各種記録がなされてきた。工場見学では各種の現場の改善活動を PR する目
的で作成したものだが、多くの資料が工場の壁一杯に綺麗に張り付けられ、見た目は見本
市で見る内容に匹敵するようなパネル表示法である。この企業では「トップ方針で皆に作
成させている」というお話だったが、この種の資料の作成工数を算定に対し、投入工数に
比較して利用効果はほとんど無かった。また、IT 画面で見ればよいものをなぜ？苦労して
書き直して表示し、文字や絵など、派手な内容の追加が必要なのか？疑問の多い資料づく
りばかりが大きなパネルに広告板のように表示されていた。
そこで、筆者は『見える化』を実施するまでの実状を調査した。すると、「職長が一人
当たり１週間に半日以上も費やしてこの表示板の図表づくりをする」という状況や、表示
対象が不良の推移や設備故障の推移などであり、グラフが示す内容は改善の低迷を示して
いた。この工場には、その種のグラフが 10 件ほどあったわけだが、この時、「もし、この
時間を使って製造現場で職長の方々が現場の改善に当たったら必ず改善は好転する」と考
えた。そこで、まず改善を進める中で一旦、職長の方々にビラ描きを止めていただき、改
善に集中願った。この対策で製造現場の不良や故障はみるみる低減していった。要は、ビ
ラ描きより改善の方が経営改善には役立ったわけである。
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産業界は「見える化」はやり → 情報共有化と
指示徹底

数多の表示を作成展開

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

① 大きなディスプレイ製作
時間を改善に切り替え
② 現場現物で問題対策
③ グラフは
何が問題で
目標管理へ 何をすべきか？

不良

ｷｽﾞ

ｶｹ

その他

疑問
口頭で伝えれば
充分な内容に
なぜディスプレイ
化が必要なの？

PCのデータをなぜ
拡大~手書きして
表示するの？

担当･期限は？
30

生産達成目標

25

討論して作成
した資料は
死亡診断書
では？

20
15
10
5
0
１日

２日

３日

４日

５日

目標以上は
何か良い工夫
や仕事がある
伸ばそう！

図4-10 A社の「お飾り的見える化」の弊害
この種の指導が進むに従い、IT データで改善状況をつかむ程度の資料づくりとなり、改
善時間が増え、現場改善に皆が集中していった。そこで、「ビラ描きが職長の仕事か？」
それとも「お客様と工場、従業員のための改善指導が職長の仕事か？」という話しを A 社
の方々にすると、「当然、良品を安く、早くつくることです。資料づくりはあくまで補完
的内容だということが判りました」という答えが返ってくるようになった。さらに、「今
までの見える化は、無駄なお飾りでしたね！」と話してくれた。
以上、製造現場における『見える化』対策が『行き過ぎ見える化』となっている例を示
した。
（２）工場間接部門における「見える化」手段
工場間接は物づくりを進める製造部門を支援、管理するという仕事を持つ。そこで、表
4-3 に、筆者が知る、工場で用いられてきた『見える化』の例を例示した。この種の内容は、
誰が、いつ、何のため、何に活用して、何を得るか（行動を取るか）？という、活用目的
をはっきりさせ、活用することが重要である。
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表 4-3-①
No.
１

『目で見る管理』の例（生産計画必達を前提として）
方

策

解

説

ホウ・レン・ソ

問題を個人でかかえず、報告・連絡・相談（ホウ・レン・ソウ）を上手

ウ対策

に使う。問題のある内容ほど早く流す。このため、進捗状況と遅れそう
な内容は目で見る管理で把握する。

２

オクレ人監視式

いつも遅れるクセのある人はバックアップ体制を用意しておいて、遅れ
が発生したとき、残業、休出で早期対処をとらせる。

３

仕事詳細分割

マクロなテーマの一任は禁物である。計画は 5Ｗ1Ｈで詳細に分けること

フォロー式

により管理できるようにする。考える、という仕事も情報を集める。評
価基準を設け評価する。アイデアを考えるための箇所、メンバーの収集
……と分けると、仕事の内容、項目、量やアウトプットが明確となり、
管理可能になる。

４

事前小マメ

仕事の切れごとに進捗の報告を受ける。遅れの原因となる時間、金、情

検討式

報入手、設備の納入、ソフト面など、計画された内容に対する潜在問題
に注目し討論・対策する。事後処理のために叱るより、事前検討のウマ
さをほめることにより、やる気と事前対策の腕をあげることが大切。

５

応援体制援助式

いよいよ計画が遅れ、間に合わないときは応援体制をとる。上下、職制
に区分なく問題の対策を図り、計画を遵守することが大切である。遅れ
は取り戻すことが必要である。

６

旧製品投入一時し

従来製品、部品を使っている製品に対する新規品、新製品のトラブルが

のぎ式

発生した場合、顧客の了解を得て、新製品が出来上がるまで旧品でしの
いでいただく策をとる。ただし、契約上サービスが必要なときは資材、
金の追加が必要なこともある。

７

プロ緊急依頼式

問題解決のプロが社内にいないとき、外部の専門家にお願いしておき活
用する（事前に登録、いざというとき依頼）。

８

外部工数投入式

工数の不足で問題が解決しないとき、外部の力を期限付きで借りる（社
内・他部署、協力会社、系列会社、パートタイマー、時には他社からの
援助をお願いすることもある）。資格取得、経験、技量の登録をしてお
いて、イザというときに活用する企業は多い。

９

金銭投入対処式

設備の発注などは納期短縮を金銭的対処で行う例が時々ある。業者との
契約金額に上積みし、納入期間短縮を図る例である。部材の買いつけ、
人の引き抜きによる緊急問題対策も金の利用で類似の対策といえる。

10

その他

社員の視察日程を決めたり、遅れの対策と進捗を促すためボーナス、ペ
ナルティーを定めたり、会社へ在住させ対処する方式等々、いろいろな
緊急対処方式がある。
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表 4-3-②

「目で見る管理」の生産管理図での活用の例

No.

項

１

目

生産進捗管理板

解

説

電光掲示板により生産個数の進捗、達成遅れ、部品の納入遅れや
異常の発生などを報せるもの。組立ラインの最終にこの種のもの
を使うことが多い。日々の生産達成状況をグラフで示すものやマ
グネットなどで表示するもの。工程進捗表をカラーで消し込むも
の（ＰＥＲＴの活用）などいろいろな種類がある（例を図で紹介）。

２

電光表示連絡・

組立ラインにおいて、部品納入を促すもの、棚より部品をとる時

呼び出し板

に、ランプで指示するもの。各種プラントにおいて資材、原料の
投入量と入口を報せるものなど、指示／連絡／呼び出しに活用す
るもの。トヨタ生産方式ではフォークリフトの呼び出しにアンド
ンという淡い光のランプで呼びかける方法が用いられ有名にな
った。

３

作業の差し立て

作業の優先順位を作業指示書、カード、伝票などで指示していく

板

もの。ボックスを本日分、仕掛分に分け、日々の生産指示と着手
不可生産対象品の制御を行う例がある。

４

置き場管理

ＪＩＴ（ジャスト・イン・タイム）生産において、計画以外の持
ち込み品や現場のトラブルとともに発生した異常処理品の停滞
を把握し、改善へ向けるため、5Ｓの整理・整頓と併せて置き場
の指定、管理を駐車場の取り締まりのように行う方式。赤ふだ作
戦という名をつけ、予定から外れた仕掛、停滞品を明示し、対策
へ向ける方法も運用されている。

５

異常停止ランプ

設備の停止を報せ、人に復旧や原因究明の行動を促すためのラン
プ表示。不良や手直しの発生を早期に赤ランプで報せる装置など
に活用され、警報システムとして活用が広い。

６

メトロノームシ

作業の進捗が標準時間通り進んでいるか否かを人に報せたり、設

ステム

備のプロセスが今、どの程度まで進んでいるかを報せたりする様
式。デジタルの数値や光の点滅のスピードを変える、注意を青→
橙→赤へ変化させる、音楽で報せる、などいろいろな利用と方式
がある。

７

設備自動停止予

設備が自動停止するまで人は他の仕事が安心してできるよう、丁

告ランプ

度目覚ましのように停止前に予告するランプやアラームをつけ
たもの。応用としては材料が前工程からそろそろ流れてくるとい
う予告をするものもある。

８

危険域表示

危険域に入らないようテープ（黄色と黒のしま模様）で報せる。

（テープ）

ＳＴＯＰ、危険の文字と共に安全上の注意を促す表示。
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表 4-3-③

「目で見る管理」の生産管理図での活用の例（つづき）

No.

項

９

目

解

説

各工程の作業進

重要工程は、作業の進捗をフォローする必要があるが、何％進捗

捗表示

したかを、デジタル、ランプ、マグネットやグラフをつけて関係
者がその工程のところへ来たらわかる表示をする方式。コンベア
は末端で電光表示する例が多いが、機械ショップや分散する設
備、セルシステムなど、工程ごとに進捗をフォローする必要があ
る時、工程ごとに目で見る管理を用いる例が多い。なお、この方
式は、できた部材を箱に入れる、箱には仕上り予定の時刻を記載
する、という簡単で、わかりやすい工夫もある。

10

部品の納入状況

部品納入の差し立て管理（カードで納入指示を行い入荷したら札

表示

をひっくり返すと黄→青となり、納入状況がわかる方式など）、
に加えて、品質、納期遵守状況をグラフで示すことにより、サプ
ライヤーの評価を明示し、着実な納入を促すという刺激策を加え
る例もある。

11

集団活動のＰＲ

改善活動のＰＲ、改善事例紹介など、従業員の方々の活動報告に
よる刺激策の一環として目で見る管理を行うもの。

12

その他

資格の取得状況、重要な行事などの掲示、写真による改善のＰＲ、
ビデオを活用した社内放送によるＰＲを図る例もある。

なお、『目で見る管理』を間接部門で活用する目的は以下のようになる。この種の対策
は、一人ひとりに伝える手間を省き、見える化と共に、事前に問題の対策や段取りなどに
役立つ。
（Ⅰ）行き先表示盤：不在時の行き先の把握、休日をとっている時や出張先の連絡先をつ
かむためのもの、全員が見えるところへ表示する。
（Ⅱ）当番の表示

：掃除、コピー、朝礼で話す担当などの表示であり、問合せ先や変更
の容易性を図る方式。

（Ⅲ）出勤、休暇予定：夏休みなど、会社には誰か出るようにしながら、相互に上手な組
合せをつくり休み取る時、事前検討と共に連絡の表示に活用する方式。
（Ⅳ）緊急呼び出し

：色別表示と共にメモを活用し、室へもどると緊急呼び出し、内容
を受け方へのコンタクトに活用する方式。

（Ⅴ）重要事項の明示：入口や掲示盤への重要事項を表示して連絡を確実にする。注意事
項棚やキャビネットを空けた時、ドアーの裏側につけて、ミスの
無い仕事につなげる方式。
（Ⅵ）計画の進捗

：重要な製品の進捗度を計画／実績／フォロー表示することにより
徹底を図る。生産管理盤として活用される内容がこれに当たる。
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（Ⅶ）目標管理内容の表示：各人の目標と活動内容を一覧表示することによって、相互の
理解、活動を知る方式
（Ⅷ）その他

：親睦会などの連絡、時刻表の索引や訪問地の地図の原本、各種申
込書のフォーマット化、提案件数の競争など、

（３）事例紹介：表示パネルの改善
「写真を撮ればわかる掲示板に見るムダ」ということで、ある病院の看護師の方々が働
く職場で、５S 改善と共に行った改善を例示することにする。写真を撮るという行為は、現
状把握であり、改善の出発点である。そこで、下に示したようなチェックと共に改善を進
めた。
【皆様の職場にある開示盤にこのような状況はありませんか？】
□

古い書類や記述がいつまでも残っている。

□

数枚重なっている掲示された印刷物がある。

□

文字の小さい（細かい）資料が見えにくい。

□

重なった書類、後ろにある書類が見えない。
また、見ようとすると手間がかかる。

□

掲示板に毎回見にくる書類や情報は、コピーして
個人持ちした方が掲示板に行く手間が無くなる
が掲示ルールとなっている。

□

今、重要な指示書、肝心な注意書きが見やすい
場所に無い（言われて探して始めて判る）。

□

掲示板の管理責任者が定められず、皆が何となく掲示している。

□

見た目をスッキリ：必要な情報だけにしぼる工夫が無い。

□

掲示板の情報を掲示するルールが無い。あっても守られていない。

ちなみに、このようなチェックポイントを基に、部屋に貼られた掲示物を見直す過程は
図 4-11 のようなる。病院では、工場における間接業務に似た形で、看護師の皆様が多くの
仕事を分担している。このため、相互の連絡や指示などに掲示物は重要なコミュニケーシ
ョン手段である。そこで、Ａさん達が取り組んだ『掲示物の５Ｓ改善』の努力を紹介する
ことにしたい。
担当者の解説：「掲示板は、美化面でも良否が目立つところです。しかも、各職場で同
じ問題を抱えているため、私たちも取り組みました。この対策内容は、次のページに示し
た内容で、上図の改善法の応用です。今回、重視した点は JIT チェックです。JIT とは「今、
必要な物や情報などが、必要な時、必要な場所に必要なだけ設置する」という視点で対策
を探す方式です。この視点でなにげなく表示板に添付した内容を見て、反省です。とにか
く、古い書類、見えない書類、マグネットで重なっている書類、電話番号連絡のように、
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個人に分散した方が良い物を表示盤に表示していることが判ったからです。毎回、見に来
なければならない問題などは、表示するより、コピーして全員が持ち歩く方が実務的です。
いちいち、掲示板に見にこなくて済み、移動のムダも無くなります。そこで、早急に改善
を開始しました。すると、掲示物が減り、職場がすっきり感です。また、改善以降、表示
書類、管理責任者、表示期限を設けることにしました。掲示板の５S 改善は簡単です。また、
皆が 5S 改善を進める最初に行うべき対象のひとつだと思います。その理由は、①出来ると
ころから始めるのが 5S 改善の要点だそうですが、この要件を備えている。②皆に取り組む
効果が判る。③ムダ排除の考えが伝わる、なります。実施すると、なにげなく使ってきた
掲示板がスッキリした状況に皆が拍手です。また、この取り組みでコミュニケーションの
道具として、掲示板をどのように活用すべきかが明確になりました。」

何でも表示、
気休め添付

改善の視点

対策の視点と

★掲示物の３悪
① きたない
② 見えない
③ だれも使わない

Ｅ（省略）

Ｃ（結合・統合）

Ｄ（分割） Ｐ（平行） Ｒ（置き換え）

Ｓ（単純化→自動化）

改善手法

【チェックポイント】
① 掲示物はなぜ必要か？
② 誰がいつ、どの情報を使って何を
どのようにするのか？
③ 今必要な情報なら必要な場所に必要な
だけを提供する工夫は無いか？

適用例
Ａ：不要な掲示物は持ち込まない、廃棄する。
Ｂ：口頭・伝言で済むものは表示しない。
Ｃ：コピー分散やＩＴ化で分散提供した方が良いものは掲示しない

【掲示・表示の問題点が発生する要因】
① 不要な書類や掲示が場所を取っている。
② 掲示、記載資料などに担当、期限が無い。
③ 管理者と管理ルールが無い。

Ｅ：Eliminate＝要らない物 や情報 は省略 する（捨 てる）！
Ｃ：Combine＝２つある 〃
は結 合 する。
R：Re-Arrange＝もっと有効 な他の 方法 に変更 する 。
Ｄ：Divide＝集合から分 散（分割）対策 へ
Ｐ：P arallel＝平行・同時に進 める
Ｓ：Simplify＝単純 化 する→ ＩＴ・自動化 する

図4-11 掲示物管理の基本技
以上のような改善の結果、以降、ここでは、正しい掲示を維持するため、下に示したよ
うなチェックポイントを設けた。
□ JIT 思想で見て、今、必要な掲示が見え易い場所に確実にあるか？
□ 必要な情報を得る！という視点で見た場合、集合（掲示板へ見に来る方式）と分散
（各人が同じ情報を分散の形で持つ）方式のどちらが有効か？
□ 掲示物に対して、①緊急・重要な掲示内容は大文字で赤色、②注意を要する対象は
黄色、③その他は白という区分をしているか？
□ 掲示板の設置位置、大きさは妥当か？
□ 掲示板は一箇所集中型と数カ所分散方式のどちらが良いか？

125

（４）見える化に要求される事前検討・事前対策と個人活用情報は IT＋JIT 化へ
① 事前検討と『見える化』対策
工場間接部門で活用する『見える化』のイメージと要点は図 4-12 のようになる。見える
化の対象とする情報の種類は、（1）事前連絡・事前対策を始め、仕事の予告、（2）緊急
時の連絡や対応指示、（3）努力の経過を表やグラフ化して、次の行動や計画の糧とすると
いう 3 種である。従って、単なる PR や死亡診断書的な表示や掲示物などは、出来るだけ省
くべきである。そうしないと、無意味で活用の少ない標示物作成にムダな時間を浪費する
ばかりか、期間をとっくに過ぎた、お雛様、五月人形や古い七夕飾りをいつまでも掲げて
おくような状態になるからである。要は、必要な情報を見て活動する、という対象を探す
ことに苦労する表示は、ムダそのものを意味するからである。

●特に異常時の情報伝達と活用が
大切です。

紙、掲示物…

相 手：見える化→わかる化→出来る化
（目で見て話す道具の利用はコミュ ニケー
ションを助ける）
● どの情報伝達手段を使うのが、
仕事をしていく うえで最も確実、
楽で、早く、コスト、 時間が省略で
きるかを考えていくこと が大切

電話、ファックス

…
表示ランプまで

自 分

図4-12 工場で使われるコミュニケーション形態

このような観点で『見える化』の活用を見直す必要があるわけだが、筆者がある工場で
行った『見える化』の適用例を図 4-13 に例示させていただくことにしたい。読者の方には
恐縮だが、この例は、まだ、PC を用いた生産管理がそれほど一般化していない時代の取り
組みである。生産管理の IT 化のため、市販のソフトを買ってきて適用する例がある。しか
し、この例では、実際に業者の方に研修を受け適用した生産管理システムが予定した以上
の効果を得なかったため対策を依頼された。IT 化に際して重要な点は、頭の中で考え、他
社事例などで、工場では何と掛かると考えて運用したシステムが、日常、進めてきた実務
と乖離してしまう例が多い。このため、余計なインプットや処理（システムのおもり）に
手間を取り、製造現場だけでなく、間接業務を進める方の負担が増すことがあるためだっ
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た。そこで、「原点に戻って、実際の仕事がどうなり、何を IT に置き換えるか？という人
的実験を済ませた後、この工場にフィットしたシステムとする」という対策をその目的と
した。

生産計画の明示

事前検討が基本

中央管理室

［死亡診断書禁止対策］

計画通りの生産！
工場の管理者

事前検討段階では
遠慮禁止、全てを
発言（評定会議）

現場管理 者

工程・設備毎
生産計画書

ルールが
着実に
守られて
いるか？
毎日チェック

製造担当者

① 重点管理品は
計画通り生産
対象８０％
② 残２０％は現場の
生産性を考え、
自由に生産

工程管理
担当者

問題が起きそうな
時に行き、検討～
対策

調整・検討

図4-13 見える化と事前検討遵守ルール
IT 化は、単に「読み、書き、ソロバン、メモ、ファイル」という処理業務を、通信機能
を使ってスピーディーに行うだけの道具である。人が行う事前検討や相互連絡、活動の連
携などといった仕事は人が行うので IT 化できない。特に、事後処理でムダな時間を費やす
ことは避けなければならない。さらに、人が簡単に処理する応用動作、全体に影響を与え
ない内容に相当する細かな計画や処理などの監視までは不要なケースが多い。そこで、人
手と紙を用いた生産管理システムの見える化では、①重点対象品に限った計画をつくる。
②問題の事後報告は禁止する。すなわち、事前検討に重点問題を統べて入れ込んで、計画
化する。③計画通りの生産を進めるという対処を、期間限定で行った。その結果、1 ヶ月の
テストだが、情報管理として何を IT 化し、何を管理～資料提供する。また、何を IT 活用
と共に『見える化』することが有効か？が、ここまでに記載した仕事のスムーズ化になる
か？が明確化出来た。同時に、生産管理システムの機能と、インプット、アウトプットか
らファイル保管や処理システムの内容が明確になったわけだったが、先の IT システムに比
較した人＋IT システムは 1/3 程度の費用と規模を低減する形で、内容が明らかになった。
このような試行の後、実際に新・生産管理システムの具体化がなされたが、関係者の評価
は、(ｲ)関係者が IT システムと人が行う仕事の分担を、身をもって学んだ。(ﾛ)管理業務に対
する提案が実務的になされたため、簡素化した生産管理システムの投入につながった。(ﾊ)IT
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化の役割と機能を肌で感じる試行だったため、「IT 化に対する過大な期待や、使用しない
頭の中で考えただけのアウトプット資料や『見える化資料』が無く、実施の段階では、関
係者が納得、合意した実務的な IT による資料提供へ向かった」ということだった。当然、
ここでは、システム開発時に、システム開発者に、「使ってみて始めて判った。ついては、
変更を、・・・」という例は発生しなかった。
② 個人活用情報の IT＋JIT 化
書を見ると、『見える化』の主体は、大きな表示や大パネルなどを使った、全員が除用
法共有する形態がほとんどである。しかし、先に情報の理論で紹介したように、『見える
化』が提供する情報が果たして、統合した一覧化情報だけで良いか？という疑問がわいて
くる。筆者が関与した例では、この種の企業では、過去、仕事の標準化にマニュアルや標
準書の整備があり、「図書館はつくった。しかし、仕事に際して使わない。図書館にいち
いち運ぶより、知っている知識で活動できる」というものだった。『ほこりをかぶった標
準書』という言葉があるように、その種の書類が実態に合わない。また、改廃には作った
手間以上に工数がかかる。・・・という例である。このような弊害は、(1)全てを中央統括
する。(2)必要な時、必要な場で必要なだけ必要な情報を取り出したり、見るという JIT 思
想が無い。(3)IT もその種の機能を持つ端末が無かった。あっても、高価だったことが関与
した。だが、時代は大きく変化した。スマートホンに見るモバイル時代が来たためである。
そうなると、「『見える化』は『統合方式』が使う人にとって有利か？」という考えと「IT
を用いた分散方式が良いのか？」ということになる。実際の区分は個々の職場によってこ
となる。だが、既に PC の世界がそうなっているように、図 4-14 に情報利用形態を例示し
たが、ファイルや表現、情報の登録は中央統括だが、『見える化』による利用は分散・JIT
という方式もある。このため、その種の事例をここに紹介した（参考：筆者は自然災害時
の BCP 活用をこの手法の適用を提案中（URL:qcd.jp に紹介）である）。
イメージは
料理のレシピ活用
IT力！

家庭へ
持ち込み

手順に合わせて
情報提供

プロの味

記憶 → 目で見て作業手順と
要点を視聴覚で提供する
要は、必要な時
必要な手順と
コツとチェック
ポイントを順次
ITで提供する対策

標準化は簡単・明解・使いが手が決め手

図4-14 個人の見える化はIT＋JIT対策へ
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第5章

仕事のミス削減対策

５－１，リスク対策の基本
「ビジネスとは問題解決の連続業である」という言葉があるように、企業生活では、発
生する問題を捉え、事前検討～事前対策が各種、各部門の重要な仕事である。戦記に「先
んずれば人を制す。遅れれば人の制する所となる」という言を示すように、問題の先取り
が工場間接で重視されてきた。特に、3･11・東日本大震災で短時間に 2 万人もの死亡者を
発生さたこと、さらには、福島第一原発爆発～放射能飛散や電力問題などに見る通り人災
の極めともいう形で被害増大を招いたことは、日本の歴史上からも残念である。以降、我々
は「リスクは顕在化して、始めてその重大性が顕在化する」という言葉を重視し、既に、
今後懸念される南海トラフ、相模湾地震、富士山の爆発など自然災害対策を含めた対策に
対し多くの企業が BCP（企業存続計画：Business Continuity Plan）上から対策を進めて
いる（BCP 対策については、3･11 の解析を含め URL：qcd.jp に対策マニュアルを無料掲
載中）。以上、顕在化したリスクの一例を示したが、このような要件を含め、以下、工場
間接部門における身近な業務上のリスク対策の要点をまとめることにしたい。
（１）リスクの捉え方
辞書で「リスク」という用語を引くと、
・ 名

詞：「危険」「冒険」「危険率」「保険金額」「被保険者」「賭ける」「損傷や損

害や損失を招く可能性」
・ 動

詞：「危うくする」「賭ける」「冒険を冒す」「大胆にやってみる」とあり、

「一般に危険の可能性を言う。実現の頻度と重大性がここに注目の的となる。さらに、時
間経過と共に起こる影響度の拡大性、緊急性、影響度の深刻性なども注意を要する内容で
ある」という定義がなされている。「リスクを負っても・・」という形でベンチャー的な
取り組み、逆に「石橋をたたいても渡らない」という行動様式がある。だが、工場間接部
門では、事前検討不足が招く内容に『悪魔のサイクル』という名を付け図 5-1 のような状況
を注視してきた。このため、ここにリスク対策が必要になるわけだが、その要件は次のよ
うな項目だった。
（1） リスクは問題が生じて始めて損害が出る対象である。従って、「備えあれば憂い無
し」の思想で、人や工数、お金や資材と技術投入を図り回避策を事前準備すべき対
象である。
（2） リスクには大きさと頻度を考慮し、緊急性、拡大性、致命度を見て評価する必要が
ある。
（3） リスクには管理範囲内に持ち込める内容と、条件・環境の変化により発生するアン・
ノウン・ファクタ－（人の知恵や経験を駆使しても予測が困難な対象）がある。だ
が、前者はマネジメント面で事前対策して予防～軽減化を進めるべきである。
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（4） リスクを知り、行動する様式には、リスク－効果＝メリットの算式が登場する。一
般業務において、事後処理：事前検討の手間＝1:20 以上とされてきたことを考える
と、リスク対策重視の展開が企業人には必要である。
（5） リスクを承知で行う前に回避策を徹底すべきである。しかし、限られた時間と資源、
工数の中ではウエイトづけが必須となる。
（6） 過去の技術革新はリスクを越えて起こっている。リスクは制約条件の打破と見るこ
とも出来る。このことを知る企業は失敗をプラスに生かす工夫をしている。
以上が主要な対策であり、この種の対策を進める活動を工場経営では、この種の対処を
「リスクを管理下に置く」という。

後手の対策
追われる
仕事

相次ぐ
トラブル

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急ぐ決定

潜むリスク
を対策しない

報告・対策
繰り返し

無駄な会議
と徹夜の作業

図5-1 事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル
（２）ケース・スタディを用いたリスク対策不備が招く間接部門における業務の混乱
リスクの評価については後でまとめることにして、「企業にありがちなリスク無視が招
く弊害」に対する演習題を例示することにしたい。設問の内容は以下の項目だが、「皆様
はこのケースにどのような評価を下すか？」解析とご判断をお願いしたい。
【ご検討願いたい項目】
①リスクの存在について
②どの時点に、何をすべきだったのか？
③Ｓ部長という管理者の能力について
【設問】ある小型パソコンの開発
A 社は電機業界で有名な大手である。今まで、大型のコンピュータを製造していたが、こ
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れからの業界の状況を見て、小型のコンピュータの製造に乗り出すこととした。この分野
ではすでに後発である。したがって、B 社に向く専用コンピュータを開発し、情報ネットワ
ークとともに B 社のイメージ向上、といった経営戦略にリンクさせる形で製品の開発を行
うこととなった。B 社のライバル C 社も多分同様のシステムを開発してくる恐れがあり、
急ぎ開発することとなった。
このプロジェクトは B 社から A 社の社長に個人的関係から依頼があり、この対応のため、
S 部長を中心にプロジェクトが組まれた。なお、新型の小型コンピュータは A 社開発によ
る新部品を搭載する計画であり、この部品を投入することが今回の A 社の目玉である。後
発ではあるが、新部品を投入したコンピュータを B 社で活用することは新しく A 社が売り
出す製品の知名度を大きく世の中に知らせるという効果もあり、A 社としては大きく期待が
持たれた。この計画は営業部門から提案がなされ、プロジェクトが出発した。この任に当
たる S 部長はこの大型コンピュータの開発では有名な方で、研究畑では博士号を持ってい
る。若手 20 名を集めて、製品の開発とプログラムの開発が出発した。
開発の状況は担当重役に報告する形で行なわれた。期間は 9 ヶ月である。新部品の搭載
に伴い、従来と異なるプログラムが必要になる。このため、プログラムの部門は早速昼夜
を通して開発が行なわれた。開発は順調と見られた。しかし、開発が 1 ヶ月も経過しない
うちに、新製品に重大な欠陥が見つかり、従来から開発をしてきた、少し大きいが旧部品
を活用せざるを得ない状況になった。これに伴う緊急会議が持たれた。開発に努力したプ
ログラムは全く使えないわけではないが、大幅変更であった。会議で分かったことだが、
この開発テーマ発足の時から、リスクはあったそうである。情報が S 部長には流れておら
ず、部品開発部門では何とかしようと頑張っていたことが、会議をやって始めて明らかに
なった。
このため、プログラム開発を担当していた T 課長はカンカンである。「わかっていれば
対応を考慮しながら開発に当たった！」と激怒している状況で会議が進んだ。製品の設計
側もだまっていなかった。S 部長に喰ってかかる状況であった。部品開発部門は「申し訳な
いがこのままでは 9 ヵ月の約束に間に合わないので…」と釈明した。トップから「何とか
しろ！」との声で会議は終了。S 部長を中心に対策が組まれることとなった。しかし、各担
当課長は不満たらたらであった。「出来るわけがない！」「大体何で今頃！」の意見が殺
到した。会議は深夜まで続いた。結局はやるしかない！ということで散会した。詳細は決
まらないし、各担当課長も不貞腐れて散会した状況であった。この時点で S 部長は各担当
にプロジェクトリーダーとして宣言した内容は次のような内容であった。「まあ、問題は
あるが、やるしかない！来週に会議をやるからそれまでに対策案をつくり集まってくれ！
トップに報告する都合もあるし、君達の実力を信じているからね！と言うことだった。君
達は若いからこのような経験は少ないと思うが、私も何回も経験している……」という話
もあった。
プログラム担当の T 課長は早速関係者を集めて状況を説明した。当然のことながら、部
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下の不満は爆発した。「兵隊さんは頑張るが……」との不満を始め、納得に苦労したが詳
細は検討するに至らず、強制的に仕事を割り当てる状況で仕事の割り付けを行った。この
事情から、そうせざるを得なかったが、実際に仕事が始まると遅れが生じてきた。S 部長に
は立場上、何とかするが問題は多いと報告した。他の部門も同じ状況だった。
その後 3 ヵ月、全体しては 4.5 カ月の時、全体の遅れは明白となった。プロジェクトの予
算金額もオーバー気味である。この時、S 部長は社長から呼び出しを受けた。「君、部下か
ら直訴があったが、プロジェクトは大丈夫か？」
「いろいろと問題がありまして……」
「君、
B 社の社長の約束をどう考えているのか？君の管理能力を疑いたくなる。明日までに対策案
を早急に持って来い！金はこの際いくら掛かってもよい……」
このような命令を受け、S 部長は課長を集めて会議を行った。「金は掛かっても、期限を
守れ！というお達しだ。この際、人員を強化してもよいから期限に間に合う案をつくらね
ばならない、当社の社運が掛かっている」と話、課長を集め、ようやく、深夜に対策案を
まとめて提出した。
これと平行して、A 社の社長は U 技術担当専務に相談をしていた。U 専務の意見では「学
者肌の S 部長には荷が重い仕事ですね。トップ指導でやらねばだめでしょう」ということ
だった。このため S 部長の話に U 専務も同席する形で A 社の社長は報告を受けた。
しかし、
報告を聞くうちに、内容のつめの甘さに A 社の社長はガッカリした。この時点で U 専務に
音頭を取ってもらうよう指示し、実質的にはＵ専務の指揮でプロジェクトの見直しが図ら
れることとなった。
この時点で、3 ヵ月の遅れは必然であった。この時、間が悪い事に C 社が同じようなシ
ステムを B 社に対応する形で作成するという新聞発表がなされた。対象が顧客情報の把握
に関する内容でもあり、もし、A 社の開発が遅れれば B 社は大変な被害を被ることになる。
このため、B 社より A 社の社長に期限までに何とか完成するよう依頼が来た。U 専務は必
死になり全員を説得し、人員を集めて対応策を検討した。人の追加はもとより、金額の追
加も行った。しかし、期限には 2 ヵ月遅れ、しかも、体面は何とかつくろったが、問題の
多いシステムは顧客からもクレームが殺到した。
結局は手直しに手直しを重ね、半年遅れでようやく機能するシステムが完成したが、ま
だ、おもりのために A 社の駐在員をしばらくは置く体制で顧客対応をしのいだ。これで B
社は大きく顧客を失った。B 社の社長は口にこそ出さないが、「二度と A 社には」頼むま
い、と思っていることは事実である。これを示すこととして、A 社の他の製品は購入禁止と
なっている状況である。なお、A 社では S 部長の責任問題が議論されているようである。
もし、S 部長が叱責されれば、S 部長が長年 A 社に貢献してきたことは何だったのだろうか？
という恐れも、次のプロジェクトを担当する部長は心配している状況である。
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【ケース・スタディ解析の例】
リスク対策に当たって、その解析の一例を下に例示した。要は、事前検討不足が多大な
ムダを発生させ、正に図 5-1 の事例を示す形になっていることが、読者の皆様にはご理解願
えると考える。
①リスクの存在について
・大型コンピュータの開発の歴史が、小型コンピュータの開発にどれほど類似性がある
か？
・小型コンピュータの市場の条件、戦略の設定、顧客の選定は有効であったか？
・9 カ月という日程の中で、ネックとなる事項の管理、事前のリスク（潜在問題）の解析
をどのように見ていったか。
・新しい部品の開発を目玉として、プロジェクトを推進したが失敗の程度と危険度をど
のように想定したか？
・新しい部品が技術的に完成しなかった時の暫定策、または回避策、代替案をどのよう
に扱い、考えていったか？
問題の事前対策上、リスクとなりそうな内容を想定し、事前に対策するのと同時に、準
備を充分に行うことが重要である。
②どの時点に、何をすべきだったのか？の解析
・開発案の設定時
・小型コンピュータ設計の市場要求の整理
・ライバル比較と当社の製品の特徴、セールスポイントの明確化
・顧客、対象市場の条件、環境、リスクの想定と事前対策
・新部品投入時の判定
・部品開発の内容とスケジュール、成功のためのキー技術、達成条件の洗い出し
・新部品成功のキーファクターと難易度解析
・新しい部品投入に伴う、従来と異なるソフト設計上の変更点、従来のソフトとの
互換性、共通性、転用性の検討
・開発プロジェクト体制
・きめ細かいスケジュールと実施事項、責任体制の整備
・中央集中化した情報管理システムの整備
・重点分野のリーダー（責任者）設定とフォローアップ会議の決定（責任の権限）
・リーダー会議によるテーマ推進の計画／実績フォローの強化
・異常の早期発見（計画との差異）と対策
③Ｓ部長という管理者の能力について
・“人”の問題にする前に、P-D-C システムによる、マネジメント・システムの整
備が必要であった。「無能な管理者でも・・・」とまでも言及はしないが、ISO
シリーズでは「管理者の責任にする前に、企業として対処すべきリスク対策の要
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件と進め方を制度化して必ず守る仕組みを運用すべき」とされている。
このケース・スタディを通して読者の皆様にご理解願いたい点は、まず、「リスク対策
は個人任せでなく、企業における事前検討システムとして位置づけて順守することにより、
予防対策の充実による回避、万一、ことが発生した時に用意した緊急時対策を駆使して軽
減化を図る」という点である。
リスク対策の進め方と解析方法はすでに図 4-7 に示したが、先のケース・スタディを事前
検討段階で解析すると表 5-1 のようになる。同時に、事前検討で問題を回避させることが、
後に、事後対策で関係者が右往左往して対策を進める全てを皆無にすることとなる。要は、
「備えあれば憂い無しという仕事を実務展開することが、この種のプロジェクト運営にい
かに重要であるか？」というテーマである。

表5-1 小型コンピューター開発の事前検討
テーマ： 9ヶ月間でB社向け小型パソコン利用システム を完成する
リスク
の項目

考え得る
原因

P

S

予防策と評価

１，小型のIT
機器に搭
載する新
部品開発
に技術問
題が発生

・技術的に未解
決の問題が
残余
・関係者に失敗
時の対処を指
示連絡不足

４

4．5
極
め
て
重
大

従来部品の
早期転用を
含めた連絡
と指示をして
おく。

対策内容
か
な
り
高
い

２，ソフト開
・小型部品搭載 ５
発を小型IT リスクが提示 回
だけに特
されていない。 避
化した開発
・リスク無視で 不
は応用性が
信用し切った 可
無い危険。
ソフト開発

５
全
く
新
規

３，筐体の設
計の応用度

同
上

同上

同
上

評価

F:５
実現
性大
E：４
影響
回避
F：５
・同上
・変更可能な E：５
早い時点
で対処する。
・危険承知で
平行開発
同上

同上

緊急時策と評価
対策項目
大型機に変更
してB社に機
器を持ち込む

Act.

評価
F：４
実現可
能
E：４
B社の
影響無

研究
開発
計画
時にS
部長
指示

同上

同上

同上

同上

同上

同上

４，・・・・・

当初からリスクP：2×S:2を維持可能へ

（３）リスク対策の基本と応用
リスクが顕在化するとムダな対処が発生する。はっきり言って事後処理に関係者が翻弄
させられるわけだが、その対策は、①金をかける。②問題の復旧に対策技術を導入、また
は、集中的に投入する（技術＝人の場合は人を投入する）。③工数をかけ、問題解決に人
を投入する（要は期間を延長する）策となる。だが、このような策を下しても成果が得ら
れない場合、④計画を縮小、変更（代替案と差し替え）する。⑤最悪の場合は撤退すると
いう形態が発生する例に陥る（図 5-2 に示した状況）。そうなると、人と時間を投入しても
リスク対策を重視すべきことになる。そこで「では、リスクの対象となる項目（検討すべ
き視点）にどのようなものがあるか？」という項目を例示することにする。
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一般企業では、管理・間接部門が検討すべき要件は表 5-2 並びに、以下の項目とされてき
た。要は、「BCP 対策を含め、あらゆる局面からリスクになりそうな要件を挙げ、P：発
生頻度（Potential or Probability）×S：事が起きた時の重大性（Seriousness）を評価、
検討、内容によっては対策を進めておくべき」という対策が、リスク対策の要点である。
リスク発生時の対策

リスクの保有 ：財務的検証に基づく経営判断により、
自社でそのリスクを抱え込む。

リス クの転嫁 ：自社がかかえているリスクを
第三者に転嫁する手法

リス クの軽減 ：損害の発生頻度を低くしたり、

【問題現出の例】
不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）
環境問題・・・

損害額を小さくするための対策

超える例

ボーダーライン
【リスクの評価方法】

30件の１件が
顕在化する

P(問題の発生可能性） ×S（事が起きた時の重大性）
５：必ず起きる ５：致命的
４：極めて高い ４：影響重大
３：可能性あり ３：影響はある
２：低い可能性 ２：少ない
１：起きない
１：ない

ヒヤット

多少
の
不安

リスクの回避 ：リスクの排除、
損害発生の可能性を皆無にする対策

図5-2 ハインリッヒの法則とリスク～回避しない時の影響
【最低限検討すべきリスク発生の要因】
① 時間が切迫する状況。
② 資金が十分で無い状況で事が進むケース
③ 担当、責任者の技術、知識、経験不足で事が進行する状況
④ 人名や経歴、企業のふれ込みを信じ、丸投げ・無管理状態で物事の進捗をフォローしな
いで任せきりにする状況の場合。
⑤ 複雑さ、あいまいさ、規模の膨大さ、影響への検討不足の状況で見切り発射を余技なく
された仕事の依頼やプロジェクトの進行
⑥ 信頼性工学ルッサ－の相乗則に見られる様に、多くの複雑さがからみ、解析がなされな
いままで事が進行する場合。
⑦ マクロに管理し、総論賛成、だが、各論を担当する実務者、責任者がいないまま、「だ
れかがやってくれるはず」というもたれ合いで事が進行するケース。
⑧ トップの強い意向や方針で押し切られ、事を進める中身や内容に無理があっても意見具
申や対策検討が出来ない状況で物事が経過してゆく場合。
⑨ 過去の失敗や経験を分析~利用する対策が無いまま、関係者のムードや人柄、履歴など
を重視して事を進める場合、など、・・・・
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表 5-2 予防策を重視すべき企業におけるリスク対策要件の例
・社内の推進体制、専従者の工数不足

1．価格低下の問題
・ライバルとの競合

・検討時間が掛かり過ぎる

・製品のライフサイクル

・営業活動に作業工数が不足

・新モデルの発生の影響

・顧客のニーズ把握に伴ない追加仕様に
こたえられない

・発展途上国品の参入

・新技術の具体化に対して経験者がいな

・在庫の増加

い

・円高

・生産時に具体化するための技術的内容のつめ

2．ライバルとの競合

がなされていない

・ライバルの市場戦略、宣伝力が優れ
ている
・焦点をしぼってライバルの参入

7．歩留、社内不良の問題
8．顧客が会社に技術的不安をもっている
（技術力、資金、供給能力、アフター

・上位概念の製品の伸び

サービス……）

・異業種が同機能品を製造
・他社と品質格差が少ない

9．未解決の技術課題をクリヤーする見通しが立
っていない

・大手参入
・内製化
3．市場性

10.実施時の技術的問題
11.現状の特定顧客のみを調査していたため、検
討項目に不足に不安が多い

・需要の変動が大きい
・季節性がある

12.労働集約的、又、労働力の確保に不安がある

・顧客のニーズ、好みの変化

13.メーカーの資金力

・販売実績

14.ユーザーの新製品装着率が景気等で左右され
る

・特定顧客、市場に限られている
・業界の圧力

15.ユーザーの使用環境が変化する
等々

4．開発～販売、立ち上がりの問題
・需要の立ち上がりの遅れ
・営業の教育、販売網体制づくりに時
間が掛かる
【リスク対策に当たって配慮すべき事項】
①

外的要因／内的要因に分け、技術要因とマネジメント、人・もの・時間という要素
を評価して対策に当たる。

②

リスクを数値化する（感性の世界から半定量化のマネジメントゾ－ンへ）持ち込み、
重要リスクの項目をクローズアップして対策を容易する。

③

局面が変われば、リスクの度合いは変わる。従って、見える化と情報共有を進めて、
手順前後にならない対策を準備、発動して行くことが大切
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④

単純だが、リスク対策に当たっては、５Ｗ１Ｈで対策項目と責任、担当、期限を決
め、予防対策を中心に、ホウ・レン・ソウの対策を生かして運用する。

⑤

火事は小さい内に消す心で相互連絡、問題発生時の連絡～協力しあった対策を進め
る。また、日頃から、この対処への訓練（シミュレーション）も重要。

⑥

トラブル・シュ－ティングのフォ－マットを決め、対策ノウハウを蓄積、活用する
情報管理と運用が大切。

【リスク対策上の各種技術的手段の例】
① 事前対策・事前検討の重視
② リスクの分散
③ 制限をして安全域より手をつける。
④ 弱点を強化する（資源の投入、ガ－ドを固める）。
⑤ 対策ル－トを変える（次策、代替案切り換え）。
⑥ 被害が少ない内に、早期の部分撤退を進める。
⑦ 保護策を利用する（保険、他所へ転嫁）
⑧ 強気に頼る（泣き込み、駆け込み寺）
⑨ 問題をオ－プンにして、全員から知恵を集める仕組みをつくる。
⑩ 良き大将は良き参謀や、お金と人を投じた諜報活動、外部の専門家のコンサルを受け
ていた。
【外部業者や関係者がからむ問題対策の要点】
①

契約の及ぶ適用範囲の明確化と検収の方法と内容

②

契約内容の分割と分割内容毎の支払方式作成（一括化しない）

③

契約期間が延長した場合のペナルテイ契約

④

仕様の設定と責任分担の明確化

⑤

仕様の変更に関する取り決め（契約内、外の区分と取扱い要領）

⑥

相手と当方の窓口の明確化（変更、連絡、緊急時の体制）

⑦

転勤、職制変更、退職者が出た時の危険性も考慮しておく

⑧

機密漏洩対策と特許、ＰＬなどの帰属、保持、ペナルテイの内容

⑨

その他、議事録の扱いと権威、サインの有無の必要性などの設定など、

【プロジェクト管理におけるリスク対策の要点】
① プロジェクト・マネージャーがかかえている問題を明らかにする。
一般に、事が順調に進み、援助が行われる時はオープンにするが、管理資料や報
告で追い回されると、嫌気がさし、自分で解決しようとする。抱えていても消化能
力がある時は一任できるが、出来なくなると問題を抱え、解決が遅くなる傾向があ
る。このため、問題の見える化と進捗管理が別途管理部門で行う必要がある。期限
までにアウトプットが無いときは要注意である。
② 目でみる管理と各チーム間の相互調整は必要。リスクのチェック項目と対策内容は

137

個人でなく、システムとして企業内に整備が必要、この種の環境整備と共に、プロ
ジェクト関係者が仕事の達成の喜びを感じながらものごとが進む方式と雰囲気、節
目づくりが必要である。
③ プロジェクト・マネージャーに権限は委譲するが、責任は全う願う運用が必要。従
って、フォローが必要になる。特に、異常管理はトップ・マネージャーまで明らか
にした対応が必要である。
④ 問題が生じた時、立場論にさせないで、原因を探り解決に導くこと。責任のみ押し
つける方法には問題の発生や隠す例が多発することが多い。
⑤ 船頭多くしての評論家の集まりよりは、問題解決の出来る人の集まりが大切。実力
のある部下を投入することは、プロジェクト構成の基本である。
以上、リスク対策の運用について解説した。記載した項目には多少ダブルがあるため、
仕事やプロジェクトなどの対象によって、適宜アレンジして活用を進めることをお願いし
たい。では、つぎに一例として、ある医療機器メーカーを筆者が支援した例を紹介させて
いただくことにする。その取り組みは図 5-3 だが、ここでは、製品の世界競争力強化と共に、
シェアーを奪われない対策を進めた。実施内容は、①過去のトラブルを統べて棚卸しして
リスク発生を防止する。②ハザードMAPの形で新製品の問題点を事前に明確化する。③当
然だが、DR（Design Review）段階に過去トラ（過去のトラブル）の再来を防ぐだけでな
く、新規技術でリスクが予想される分野に集中した対策を図る処置をCAE（Computer
Aided Education）の利用と共に進めた。その結果、全体に掛かる開発工数が 1/2 化、新製
品開発期間の 1/3 をカットすることができた。また、この例から、筆者達も事前検討の重要
性を再認識した。

【作成手順】

過去トラ
ヒヤット

：手順１~２は宿題事項

手順１：問題のリストアップ
① 過去トラ（過去のトラブルのリストアップ）
② 手直しや教育に時間が掛かった内容（ヒヤット項目）
③ 新機種に予想される不安事項
★設計･開発問題チェックリストと富士ゼロックスＤＲ資料

手順２：分類整理： （機能､要素別） → 一覧化
過去トラ情報も利用

手順３： 対象製品の構図を示し､要素毎に分解し、
①固定（過去と変更無し）／②変動（新技術・変更）
／③インターフェース
に区分する。

手順５： 改良する

色区分
~危険部
管理へ

手順４：ＧＤ３の質問で危険箇所と程度
を検討する
何を変えま したか？
他に心 配点は ？
心配な点 は ありま すか ？

改良・危険度対策後
色塗りハザードＭＡＰ
心配が実 際に現れる 場合は
化する。

他に原 因は ないか？

どのような場合 ですか？

あな たは心 配点が 出ないよ うに
どのような対処を しまし たか？

他に影 響は ないか？

不安

安全

危険

お客様にどのよ うな影 響を
与えま すか？
他に対 処 すべき事 はないか ？

図5-3 ハザードＭＡＰ化による新製品リスク対策の例
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５－２，ヒューマンエラー対策の技術
先に紹介した事例と対策は企業組織の活動に関与する対象である。だが、ヒューマンエ
ラーの大半は個人に起因し、個人の対策が必要となる。そこで、特に知られる事件として、
2005 年 12 月 8 日 PM９：27 に新規上場された総合人材サービス会社ジェイコムの株式事
件を取り上げることにしたい。ここでは、トレーダーによる株売買が加熱する中で、みず
ほ証券の担当者がコンピュータのアラームを無視して操作を進めたが、14,500 株に対し 61
万円 1 株売りとするところ、1 円 61 万円と誤ってインプットした。このため、数分で注文
が殺到、その後、急遽のコンピュータ停止にもかかわらず 400 億円もの損害を発生させた。
なお、1 分 25 秒後にミスに気がついた担当者は、東証と直結した売買システムで売り注文
の取り消し作業を行ったが、システムに欠陥があり、処理がうまく行かなかった。反省談
は、①ポカヨケとして画面に出たアラームが目覚まし時計のアラーム式であり、無視すれ
ば作業の継続が出来る方式だったこと。②対応マニュアルに不備があり、現場で実務に当
たる関係者に扱いが理解されていなかったこと。また、③問題発生に際して東証と関連機
関の連携が完全でなかったことなどが報じられた。その後、裁判にまで発展、みずほ：東
証の双方が被害額の賠償支払いとなった（この経過の詳細は URL に詳細に誤発注事件とし
て紹介されている）。以降、この事件は、IT 化が進む社会で、間接部門のヒューマンエラ
ーの重大さを警告する代表例になった。また、タラ・レバ論議で恐縮だが、この事件で、
各社の間接部門で、つぎのような要件の検討が重要とされるようになった。
① 他山の石解析の必要性：他社の失敗の教訓を自社に生かす活動の必要性
例が示す通り、IT 時代、ちょっとしたヒューマンエラーが膨大な影響となる。従
って、「多くの方に多大な影響が出る業務については、起きうる確率がほとんど無い
対象であっても、ヒューマンエラー対策を充実させておくべき！」となる。個人のミ
スで 1 年間の収益相当額をたった 2 分程度で失った裁定が、個人の前に、組織に多大
な賠償金請求と共に、組織的対策の必要性を示唆した。
② ポカヨケの無視に対する対策のあり方
この事件では、アラーム方式のミス発生警告表示が出ていた。だが、「関係者の慣
れの中から無視した結果、後で、問題に気づいた時に手を打ったが間に合わず、・・」
という内容だった。ポカヨケには強制式という対策がある。ミス発生と共に IT の処
理を強制的に止める仕組みである。また、今回のようなアラーム方式がある。この方
式は、交差点の信号が赤、車が通らない時、歩道で待つ人達の中で渡る人がいる環境
の提供である。ここで、誰かが信号無視すると、真似する方を生む危険を持つ。特に、
みずほ事件の場合、強制式のポカヨケの投入が必要だったことが反省された。たとえ、
この機能の活動で、関係者が PC 操作をする方の仕事が多少遅れることはあっても、
大した時間の損失ではない。また、この例では強制式のポカヨケ設置に巨大な投資は
不要なはずである。そうなると、ヒューマンエラー対策は『性悪説』という基本を基
に構成すべきとなる。
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③ シミュレーションによるリスク対策の検証の必要性と問題発生時の緊急策の準備
この事件は、問題が起きないことを前提にしていた。このため、急いでみずほ側か
ら東証側に緊急対策のアクションを取った時、用意されていたシステムの作動に支障
をきたし、IT システム全体を停止して対策に入る事態となった。また、この間、ト
レーダーのアクセスが盛んな時だったため、大きな取引が短時間に成立してしまった。
この事象は 3･11 の原発で警告を発した放射能放出予測システム：SPEEDI の扱いに
似ている。SPEEDI から正確な警告と情報は出ていた。だが、報道経路と伝達が明確
に設定されていないため、非難する方々を間違った地区に誘導した指示である。
以上、この例はヒューマンエラーが起きた事象の一例ではあるが、IT 化や自動化など、
人が頼る技術的な対策に対し、欠点を突く形で膨大な被害と影響を及ぼした一例である。
そこで、以下、筆者達が JMA を中心に調査研究を行ってきた、「人的に避けがたいが、人
持つ知恵を駆使して、企業という組織でヒューマンエラーを防止して行く策」の紹介をさ
せていただくことにする。
図 5-4 は TZD 研究会の名をつけ 4 年に渡り段階的に 21 社の方々の参画を得ながら不良
ゼロ対策の研究を進めた結果まとめたヒューマンエラー・ゼロ対策化（この詳細は筆者著
「ヒューマンエラー・ゼロ対策テキストブック」日刊工業新聞社に詳説）の手順である。
すでに、ものづくりを中心とした製造現場ではヒューマンエラー・ゼロ生産を実現してい
る例は多いが、個人的な仕事を進める事務部門では、まだ適用を始めたばかりである。こ
こで、判ったことは、①強制的なポカヨケとアラーム整備の必要性。②ゆとりを持って仕
事を進める環境整備の重要性に加えて、③①と②をどのように完全にしても、「仕事を進
める手順の中でやるべきこととチェックを確実に行う（品質保証する活動）、順守（確実
に守ること）の完全性だった。要は、個々人が、ひとつの技術としてヒューマンエラーを
起こさない技を身につけることが要点である。ちなみに、JR の乗車券窓口や、頼りになる
旅行者の切符などの販売所へ行くと、図 5-4 の③に示した「ヒューマンエラーを防ぐ技」と
して有名なダブルチェックと指差し確認を必ず行っている。簡単に見えるが、この技は旧
国鉄職員があみ出したものだが、今や、全世界に広がった処置である。ヒューマンエラー
を専門的に研究する部門によると、指差し確認はヒューマンエラーを 1/6 化し、ダブルチェ
ックで（1/6）×（1/6）＝1/36 となる。加えて、通常、人は 1/500 注意していても、通常の
仕事の環境でミスを犯す。だが、ダブルチェックで（1/500）×（1/500）＝25 万分の 1 と
いう数値になる。この数値から、指差し確認×ダブルチェックの重要性が問われるわけだ
が、（1/25 万）×（1/36）＝1/900 万回となることから推して効果の高い技のひとつである
ことが判る。また、この計算値を見ると、「よく確かめましたか！」という言は正に、こ
のことを注意した言であることが判る。
では、図 5-4 を活用したヒューマンエラー・ゼロ対策アプローチの要点を解説することに
する。一番上の内容は擬似犯罪を含めた犯罪行為である。これは、社内で定められた法に
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当たる規則や規定を知りながら故意に犯す行為であり、どのように防止策を定めても、意
図を持って法や規定を破った結果起こす形態の事故である。

悪意による犯罪行為と
ヒューマン・エラー対策は
峻別・区分して取り扱う
ヒューマン・エラー対策範 囲と対策手順

① ポカヨケの適用

刑法、民法など
犯罪対策内容の
適用範囲へ
まず、人が犯しやすいミスを技術的対策や、
道具の工夫、注意を喚起する簡単な方法で
カバーできる対象は、その対策を図る。

② HEに対する教育

まず、人が犯しやすいミスがなぜ生じるか？
各人がチェックリストで見直し、個人ベースで対策
を考える環境づくりと対策意思を固める。

③ 簡単にできるHE対策
の技を身につける

危険予知訓練方式で教育、指差し確認や
ダブルチェックを簡単に行う方法を、
まず、習得する

④ 大脳生理学的の応用

⑤ CRMなど近代訓練技術
による補完

図5-4 ヒューマン・エラー対策手順
飲酒運転や盗みなどがこの代表例である。「この程度は許される」とか、「自分が捕ま
るのは余程運が無いときだ！」また、「コストを重視して手抜きする」といった例がある。
これは、誠意を持ち仕事に当たる方々が犯すヒューマンエラーとは、動機も起こすプロセ
スが全く異なる。したがって。ヒューマンエラー対策とは区分すべきである（この種の行
為は司法が扱う内容であり、ウッカリミスと無関係である）。
誠意を持って真剣に仕事に当たる方々のミスを防ぐ第一番目の対策は、図中の①、人類
の知恵を集めたポカヨケである。ポカミスを防止する手段は目覚まし時計から IT ソフトに
おいて誤操作防止に多数用いられてきた。「しかし、どのように機器や装置、案内やアラ
ームを装備しても、起こった事故の 70％はヒューマンエラーである」ということが、航空
機業界の調査だけでなく、多くの産業分野の調査結果で示されてきた。従って、まず、②
の教育が必要、つぎに、③指差し確認とダブルチェックの履行など、簡単にできる技の駆
使（徹底）が必要になる。この関門を過ぎた状況で起きる④の大脳生理学的なヒューマン
エラーは、事故の事例を後日分析しても 3％以下となるそうだが、この対策は、⑤のエラー
を犯さない技と問題発見能力を訓練と共に身に蓄え、いざ、緊急時であっても、あわてず、
的確な判断をして行くというプロセスがヒューマンエラー・ゼロ化のアプローチである。
ちなみに、CRM：Crew Resource Management だが、この対策は航空機パイロットがヒュ
ーマンエラーを起こさないための訓練と、資格試験という位置づけとなっている。過去、
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CRM 適用ニーズはボーイング社が航空機事故調査の結果を基に具体化に入った対策のひ
とつだった。また、この手法の適用によって、航空機事故を激減させた歴史を持つ。現在、
CRM は航空機パイロットの厳しい資格となっている。どのようにパイロット経験を持ち、
操縦が上手でも、半年に 1 回に行われる資格試験の不合格が地上勤務とする規定で運用さ
れてきた。なお、CRM の内容が、各種事故回避訓練と共に行われる、指差し確認＋ダブル
チェック＋ボイスレコーダーによる内容であることを知るならば、図 5-4 を忠実に進めた最
終段階の処置であることや、仕事にはリスク感知～対策技術を訓練によって身につけるこ
とが、CRM を知るにつけ、いかに大切な要件であることがわかる。
筆者の例で恐縮だが、40 年も前になるが、企業支援の仕事を開始した頃、九州の企業支
援が終わり、めがねをホテルに忘れたことがあった。まだ、老眼の初期だったので、その
時は、めがね無しでも仕事は進んだ。だが、4.5 万円のめがねを失うことは大損害だった。
幸い、この日は仕事が順調に終わった。そこで、ホテルに電話すると「めがねは確保して
います」ということだったので、本当は大きな額を払う必要があったが、駅へ向かうタク
シーと交渉、「5,000 円で OK」となりホテルへ立ち寄った。これでめがね問題は女房に知
られず、JMA への交通費の立て替え請求額の増加も少なくもよりの JR の駅へ到着した。
当時は夜行列車だった。そこで、「寝酒でも・・」とポケットを探ると、わずかの小銭だ
けだった。考えると、大内人形というお雛様に似た人形を土産に買ったためお金が無かっ
たわけである。残念だが、食事代は無い。仕方なく三角形の水を飲む容器で水を飲み一夜
を過ごした。自分のミスに腹が立った。「何とかせねば」と思い、以降、ホテルでは必ず
指差し確認×ダブルチェックを繰り返してきた。以上が、筆者のつたない再発防止策であ
るが、その結果、自慢では無いが、20 数年間、ホテルでの忘れ物は無い。
この話を、ある企業で紹介したことがあった。2 日間の研修だったが、1 日目は研修、2
日目は現場で実務対策の指導だった。すると、研修会に招待していただいた品質管理部長
が、工場に向かうとき「済みません。・・」と頭をかき、ホテルへタクシーはバックとな
った。車中、めがねを忘れた謝罪で終わったが、「ケガの功名！」が起きた。この部長さ
ん工場へ着くなり、指差し確認×ダブルチェックを指示、研修後もこの徹底を図ったから
である。このため、ここではヒューマンエラー・ゼロ生産が短期間で実現した。また、筆
者とのコンタクト期間 2 年はゼロ達成を維持していた。
ヒューマンエラー・ゼロ生産は既に米国・マーチン社が 1960 年代の初めに具体化させた
ことで有名になった。ZD プログラムである。1965 年には軍の調達期間の規定ミルスペッ
クになり、日本に上陸した手法だが、要点は作業手順の中に発生するミスのゼロ化である。
近くは、先の GE ウエルチ会長が現場関係者の意見を入れ実施したゲートシステムもある。
ここでは、作業と同時にミス・ゼロの保証を担当者が行う。後工程に仕事を送るが、ゲー
トを開けて渡す。後工程の担当者は前工程の品質をチェックする。もし、問題があれば仕
事を戻す。無ければゲートを閉めて受け取り、自分が担当する仕事を進める。・・・とい
う方式だった。当初、「このような方式は仕事の流れを遅くするのでは？」と本社関係の
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品質管理関係者が懸念してウエルチ会長に進言した。だが、強行、ヒューマンエラー・ゼ
ロ生産の実現だけではなく、製品製造の流れも速くなった。これが 6 シグマの取り組みの
柱になった仕事術の例である。ちなみに、6 シグマは 100 万個に 3.4 個以下の不良の維持を
意味するが、要点は、「手順の中にある欠陥をゼロ化するため、個人が指差し確認×ダブ
ルチェックを履行した」点にある。
TZD 研究会では、このような事例調査を通した結果、図 5-5 のような工夫を提唱してき
たが、大きい効果を得てきたので、本書で簡単に紹介させていただくことにする。なお、
①ヒューマンエラーの発生は個人である。また、②本人の努力と、その方にあった特性に
応じた自覚と技の駆使が基本となる。③指差し確認×ダブルチェックはヒューマンエラー
対策に極めて重要、かつ、効果が高い技だが各人が訓練と工夫を図り、エラーを発生させ
ない方式を確立しなければならない、ということを配慮した適用が、この種の対策の前提
となる。

② 経理で行ってきた
伝統的ダブルチェック方式

① 照合方法
１６４３

１６３４
見て記憶

記憶の再現
照合

忘れる
１６３４

１６４３

並べて比較？
思いこみが障害になる

縦横計算の合計が合えば、誤りゼロ！

③ 図面監査で行ってきた管理

ダブルチェック方式
１６３４

１６３４

１６４３

１６４３

① 設計図面のカラー
ダブルチェック
② 項目数チェック
③ ＩＴによる項目、記載
モレ・アラーム

図5-5 有効なダブルチェックの例
では、図 5-5 に例示したダブルチェックの技術を簡単に解説することにしたい。図の①の
方式は、数字などをチェックする例である。人が番号を見たとき、過去、何らかの思い出
を数値の配列に持つため、他の数値配列を見たとき、「似ている」としてしまう。パター
ン認識という行為であり、確かめないで「同じ」とする例である。この対策には、数値を
縦に並べる。最初は頭から縦に比較する。つぎに、逆に読み比較する技を使うとミス防止
の確率が高まる。図の②は経理部門が行ってきたミス防止の知恵である。縦の合計と横の
合計の一致でミス発見を行う対策であり、経理部門では必ず行う技である。図の③は、2 人
の異なる方が図面などのチェックを行う例である。図では色違いのチェックマークを例示
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したが、この対策でも危険性が高い場合は、最後の 2 桁の数値を合計する、といった手法
などを使う。このように、ダブルチェックとは、単に同じ行為でチェックを繰り返す行為
ではない。ミス発見を確実に行う発掘して適用する知恵の駆使を意味する。

５－３，大脳生理学とミス防止
先に図 5-1 で『悪魔のサイクル』を紹介した。仕事の訓練時に経験する小さいミスは個人
の教訓になる。だが、実務における大事故は『百害あって一利なし』である。ヒューマン
エラーの発生は前向きに進む仕事を大きく阻害する。人的にも仕事の進行に疑心暗鬼にな
り「では、真剣に集中して行う仕事であっても、なぜ、人はミスを犯すのであろうか？」
ということになる。また、その原因を反省すると、必ず、①ゆとりが無かった（あわてた）。
②よく確かめなかった。そして、③注意して行動したが間違ってしまった例が多い。そう
なると、①は仕事の改善（ムダ排除）で対策して、②のチェックを十分行う環境を時間分
析と改善手法で進めるべきこと、また、①と②を確実に確保した上で仕事を進めるべきと
いう自然則の適用以外に良薬が無い。また、この対策で、③の発生確率を極めて少なくす
るわけだが、時として人は意図しない行動をとりヒューマンエラーを発生させる例がある。
そこで、この種の問題のメカニズムと対策を紹介することにする。
この種、大脳の作用によるヒューマンエラーの解析は、図 5-6 に示したように、既に多く
の大脳生理学者が、多大な実験などと共に検証して理論化してきた対象である。

参考書
科学的解析

①黒田勲 監修「航空 心理学 入門」鳳文 書林1977年
②正田亘 著「安全心 理 人 間心理より 見た事故防 止策」
技術評 論社1981年
③野間聖 明「ﾋｭｰﾏﾝ・ｴﾗｰ 安全人 間工学 へのｱﾌﾟﾛｰ ﾁ」
毎日新 聞社 1982年
④橋本邦 衛「安全人 間工学」中 央労災 防止協 会1984年
⑤F・H・ﾎｰｷﾝｽﾞ「ﾋｭｰﾏﾝ・ﾌｧｸﾀｰ航空分野を 中心とし て」
成山 堂書店 1991年 など

凡ミス
事例集と教訓

不注意
見落とし・忘れ

事故事例を
示す

点検省略

DB化

納期遅れを 避けたいため
点検省略
他人に任せた

仕組み・注意点
として解消する

図5-6 大脳生理学者によるヒューマンエラーの解析
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人は大脳の指示によって行動するが、このような研究から図 5-7 に示したような、動物が
持つ歴史的な活動が大脳、特に、右脳に蓄積され、ヒューマンエラーを生む行動になるこ
とが判ってきた。

最も単純な情報系
最も単純な情報系

行動

計画

Ｐ

Ｄ

判
断

Ｃ

人間の正常な知覚～認知メカニズム
生存競争に勝ち残るため身につけた内容
① 人類発展の歴史以来、過去の経験や
知識から行動を採るときには予測して
行動し、善し悪しを判断しながら事を
進める情報システム を使ってきた。
② 過去は明確だが、将来は見えな いので
不十分な情報を活用して判断を下す
ことを行ってきた。
③ 慣れたことは注意点をス キッ プする。
（思い込みや過去の成功体験が失敗を招く例）

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

問題が無いと違反をする例

目的、目標と取っている
行動が正しいか？を判断

① 道路における信号無視
② クリーンルームのエアーシャワー室に入る
人数を1名と定めても2名以上入る。時間
を無視して非常ボタンを押して出て行く
たった10秒程度が待てない。

図5-7 人間を含めた生物の行動パタン
人が行動を決める時、注意しながら活動を確かめながら OK を下す行動（左脳を使う活
動）と、過去、問題なく活動してきたので、目前の対象に対しては過去の記憶を使って行
動する、もし、問題が発生したら、その時に、考えて行動を変えれば良い（右脳を使う活
動）という活動がある。例として、1 歩足を進める際、足を出す前に、(1)目前の床をチェ
ックせよ！(2)足の歩幅はどうするか？(3)足をあげる上で問題はないか？・・・(n)一歩踏み
出す、というロボット・プログラム方式では、古代に人類は恐竜などが襲って来たときに
逃げ切ることが出来ない。そこで、無意識に逃げる。逃げ方がまずければ、行動しながら
軌道修正する。それで成功したら、その方式を訓練する。この情報が右脳に蓄積される。
そうすればとっさの時に的確な行動がとれる、という方式を繰り返してきた。その結果、
図 5-7 のような活動になっていったわけである。
「では、脳の中のどの時点で人はミスを犯すのか？」という点についても研究がなされ
てきた。その状況が図 5-8 である。この図を見ると判るが、①目に入っても拒絶する現象。
②目に入った情報と過去の情報を比較して、自分の経験から推して拒絶、または、正確に
とらえようとしない行動。③やってはいけないと知っているのだが間違って行動してしま
う行為がある。卑近な例では、自動車事故で、「緊急時にブレーキを踏むことを知ってい
るが、間違ってアクセルを吹かせ急発進して事故になった」と発言する例に見るように、
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正しい行動を知っていても、何らかの理由で間違った行動を取る、という大脳による意志
決定メカニズムである。
哺乳類
鳥類
爬虫類

大脳基底核
表情・態度の脳

人間が直立したため
感覚情報処理
系が前部へ出
て連合野となる

陸

海

脊髄

脳の進化

・延髄
・橋

脳幹（
生命維持の脳）

視床下部

脳下垂体（
ホルモン系の脳）

（
運動微調整の脳）
小脳

脳
視床 中

欲の脳

扁桃核

活動結果

側坐核

・指示のミス
・動作のミス

前頭連合野

活動開始

出力エラー

大脳辺縁系

動作計画

・判断ミス
・決定ミス

（感覚系）

（運動系）

好き嫌いの脳

意思決定

翻訳エラー

やる気の脳

判断

（精神系

意 志・創造の脳

認識反応
喜怒哀楽の脳

フィードバック

・認知のミス
・確認のミス

人間の大 脳（大脳新 皮質）

人間精神

知覚反応

入力エラー

人類

感知反応

脳の
活動メカニズム

外部情報

魚類

急所の脳

図5-8 人間の脳の機能と、情報処理過程とミス発生要因
脳が無意識にこのような行動を進める内容を大脳生理学者達は表 5-1 のように示してき
た。逆に脳がミスを犯しにくい環境についても、フェーズⅢという形で、図 5-2 の一部に示
してきた。以上が大脳生理学による研究結果である。

表5-2 大脳が関与するヒューマン・エラー発生状況
フェーズ

各フェーズの解説

表面化する状況や問題の例

Ⅰ

疲労が激しい時、単調な状態 ①目の前の信号を見落とす。②面倒である！という感情で
で意識がぼける現象が起きや 点検や確認をやらない。③目前の用件に結果を考えずに
すい状況。
手を出す（場面行動）。④感情的になり乱暴に振る舞う。⑤
早々仕事を打ち切る

Ⅱ

家でリラックスしている状態や
休息時の状況。思考などのソ
フトウエアは働くが前頭葉のソ
フトウエアは休眠した状態。

①予測機能が休止のため、予測しなければならない 事項
に注意を働かさず、見逃す。②確認する目でもないと信じ
て、チェックを怠る。③読み違い、早合点、早のみこみをす
る。④前にも経験があると考えて行動する。⑤割り込み用
件に気を集中し、やるべきことをしない。など、反射的に手
を出す。近道反応をするまで。

Ⅲ

明快な意識、つまり前頭葉が
活発に働き、積極的に行動を
している状況である。従って、
ミスは1,000,000回に１回以下
の状況。

①時間の切迫、状況の急変があると即断する内容 に迷
いが出ることがある。②一方の問題や注意点に集中した結
果、他の対象 に注意が行き届かないことがある。③作業
の課題が複雑だとチェックや判断を誤る

Ⅳ

緊急事態ですくんでしまう状
況。大脳がパニック状態にな
る。大脳のエネルギー水準は
高いのだが、過度の緊張や情
動による興奮が関係し目前の
事態だけに集中するに留まる。

①目前の出来事にびっくりしてただ見つめるだけ。
②課題緊張のためあらぬ判断や行動をとる。指示さ れた
ことや訓練して身につけたこと全てを忘れる。
③怒りや恐怖のため、日頃は取るであろう冷静な行 動と
は全くかけ離れた行動をとる。
④パニック状態に陥り無意味な行動をとる。
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表 5-1 大脳生理学により得られたヒューマン・エラーチェックリストの一部
区分

問題発生要因分析のためのチェック項目

A

作業情報は正しく提供・伝達されているか？

情 報

１，

情報は正しく伝えているか？

提供

２，

内容が不明確であり、仕事を担当する方に誤解や

チェック

無理解の要因になっていないか？
３，

表示の場所、伝達方法の不備はないか？
（作業する視野に重要チェック・ポイントが無い）？

４，

環境条件の不備のため（暗闇、騒音、など）指示が見えない、
伝わらない、という現象はないか？

Ｂ

認識・確認ミスは発生しないか？

認 識

１，感覚入力がなされない状況はなかったか？

確認

（目に入らなかった。耳に入らなかった、という現象）
①、別なことを見ていた、考えていた。
②、感覚器（電話、拡声器、通信ＴＶなど）が不具合はないか？耳
栓のため、補聴器の不具合を含む
③、感覚器の機能低下はないか
（老眼、疲労、単調、いねむり、などによる要因）？
２、感覚時に誤る状況は発生しなかったか？
（形、距離、高さ、早さ、文字、表示、など）
①、錯覚をしなかったか？起こしやすい状況はなかたか？
②、計器の目盛りや文字の表示が誤りを犯しやすくないか？
３、認知の誤はないか？
①、形や色が似ていなかったか？配列が間違えやすい状況はない
か？
②、記憶違いが発生していないか？
（事象や現象を間違って覚えていたりする現象） ４、認知し
ていない現象はなかったか？
①、知らせた内容が重要な情報であるという認識をする上で、本人
の知識、経験に不足する点はなかったか？
②、時間が切迫していたため、または、本人が混乱状況の時だった
ので教えたことが伝わらないという状況はなかったか？
③、他の興味があることに集中していたときに伝えたので、情報が
認知されない、という状況はなかったか？

注釈：以下省略（詳細を入手ご希望の方は、筆者著「ヒューマンエラー対策テキストブッ
ク」日刊工業をご参考下さい。
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「では、実務的なヒューマンエラー対策をどうするか？」ということになるが、まず、
「人はミスを犯す動物」という解釈ではなく、「各種の知恵を駆使して防止する策を考え
駆使する動物だから、万物の霊長として活動する役目を駆使しなければならない」という
考えを採るべきである。また、図 5-9 に示されたような 3 つの学問体系で今も研究が進ん
でいるわけだが、例えば、この応用として、泥臭いが、先に第 2 章示した、5S の整備によ
る間違って取る。戻す時に誤りを犯す各種行動の制限。赤：黄色：青といった色の表示の
区分による行動の制限～危険の察知認識を高める活動などは、図 5-9 を利用した対策となる。

HEに対する古い考え方
原因：本人の不注意、性格、特性 → 対策は“気合い” → ダメならあきらめ

心理学的アプローチ

なぜ、 そうし たか ？心理 的背景を 考え
問題解決 の道を探 ってゆく。

① 手抜き（やるべきことをやらない） → 意図を持って行う行為なので、規制や罰則が有効
② 間違い：定められた手続きをやらない。定めたことはやったがタイミングが遅れた、定められた手順
の手順を間違えた。やってはいけない手続きをやった。 → 問題の性格に応じた対策
例：教育訓練、標準化、メモ利用、アラームシステムの利用など心理的に補助する手段の適用
③ 不十分（正しくやったが内容が不十分だった） → 対策に対する系統的解は示していない。

大脳生理学的アプローチ

大脳の活 動プロ セスと発 生 メカニズム解析を 行いミス防止を
探求 する方式

① ヒューマン・エラー発生は大脳の活動低下期に起きる。 ②大脳の活動には適度の休息が必要
③大脳の情報処理メカニズムを解析してエラー発生防止を図る探求を進める。 → 研究内容の利用
を重視する。

人間工学的アプローチ

脳がさえ た状 態でもヒューマン・エラーは発生 する ので
問題が発 生し にくい機 器や環 境面の 対策を重 視 する。

① ジェット機のコックピットのエラー発生防止対策に例を見るように、人のミスを防止する策を駆使する。
例：正常なメーターの針は全て上向き、上向き以外を異常としてとらえやすくする。
②疲れない道具の活用、姿勢の工夫～職場の光度や座るイスの形状の工夫など環境面の改善など。

図5-9 ３つの学問体系によるヒューマン・エラー対策
ヒューマンエラー対策の発生は個人に起因する。従って。個人生活の中で訓練が必要で
ある。そこで、表 5-3 にその種の内容を例示させていただきつつ、読者の皆様には、個々人
で、ヒューマンエラー撲滅をお願い致したい。
表 5-3 日常生活で身につけるヒューマンエラー対策習慣の例
No.

日常生活で習慣づける項目

チェック欄

１

たばこや携帯電話など、2 つの行動をしながら車の運転をしない

２

交差点が赤なら、車が見えなくても渡らない

３

信号が赤から青に変わったときも、必ず左右(指差し)確認する

４

いくら寒いときでもポケットに手を入れて歩かない

５

外出の時、必ず、火の元や施錠、持って行くものを指さし確認する

６

忘れやすいことや人との約束は必ずメモをとる

７

ヒューマンエラーを発生しやすい自分のクセを個人的につかみ、対策
をつくり、実施して失敗を減らす努力を日頃から行う
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第6章

目に見にくい、困った問題の整理法

６－１，困った問題の「見える化」解析手順
ある心理学者の解析によると、企業人が一人になった時に考えることは、①夢の実現（仕
事の実現と評価、異性獲得や食事や旅行、レジャーを含めた広義の意味で夢と理想の実現）、
②健康または病気の心配、③お金の獲得や保証、④人間関係の 4 項目とされている。特に、
工場の間接業務は人の集まりで運営される。そうなると、人的な局面を無視して効率化対
策を論じることに無理がある。そこで、以下、この種のテーマを含め、問題の整理法と、
一部、『見える化』手法の利用と有効性に関する内容をまとめることにする。
産業界だけでなく、オリンピック代表選手など、社会で自他共に認める成功者と言われ
る活動者に共通する点は、①情熱と呼べるほどの強い思いを持ち、あくなき活動してきた
こと。②人や社会に、成功を支援していただいた方々に心から感謝の気持ちを持つ。③賛
同する仲間がいて、思いやる気持ちと活動を進めるという内容が共通項のような形で存在
している。また、このような方々が集まる集団は他社から見ると真似のできない活動と成
果を発揮する例がある。そこで、(1)感情と人のモチベーション、(2)人が力を発揮する原動
力となる、自己目標管理について、個人面で実力向上を図る策と、要点をまとめた後、(3)
小規模集団を編成した中で集団として予想以上の目標達成を果たす内容と取り扱いについ
て必要な内容を解説することにしたい。
（１） 感性と個人の活動(育成)
「個人の関心事が関与する工場間接業務という仕事における行動の活性度は 85％が感性
に左右される」と言われる。ここには、①人生をかける仕事として選んだ内容が合ってい
るか？②上司や仲間に認められているか？③正しい評価がなされ、存在感があるか？など
の内容が大きく関与するが、この状況を、マズロー博士は図 6-1 に示した欲求の 5 段階説
で解説してきた。この『マズローの欲求の 5 段階説』は、まず、①生理的欲求という衣食
住などの生活可能な条件が満たされなければ、②危険を冒してまで仕事はしないというも
のである。この第 2 段階の安全の欲求が満たされると、今度は、③の第 3 段階、仲間と共
に役割を果たしたいという活動になり、やがて、④仲間に認められる第 4 段階の要求とな
る。その位置で成功を収めると、これに満足しない方の中から、⑤「自分の人生を掛けた
仕事をしたい」という思いで自己実現の活動に入る。また、この⑤の行動を進める方は、
「かなり苦境になっても歯を食いしばって頑張り自己実現の目標達成に努力を続ける」と
説明されている。また、この第 5 段階目の活動が職業観と呼び、ここに、個人として、自
己実現のための目標管理が適用されてきた。
企業は組織があり、上下関係があり、図 6-1 の下に示したような上司が部下に働きかける
活動の良否が、部下の活動や人生観に大きい影響を及ぼす。このため、個人指導の際、目
標を『見える化』して活動することが個人育成に大きく作用する。そこで、この種の用件
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を実験的に行った例を図 6-2 に例示することにする。

ﾏｽﾞﾛｰの
欲求の五段階

５，自己実現
４，仲間に認められたい

援
支

３，帰属（仲間に属し役割を演じたい）
２，安全の欲求（ケガなしの仕事）
１，生理的欲求（食の充実）

よく聴く・聞く

とことん話す
引き出す

自分の限界打破

人間として信頼・理解、観察、傾聴、質問、討論、行動への誘発

成功体験へ

実践は３現主義で

コーチングの

事実を見る

図6-1 人が力を発揮する理論

潜在力を引き出すためには、目標をはっきりさせる事が大切！
要点： 立教大学 松井（たまみ）教授「リーダーシップ」ダイヤモンド社より

ある高校で生徒を並べチョークを持たせ高く飛び印をつけることを行った。この時、
一人の生徒の一番高い印より３０％増したところに線を引き「この線を越えよ！」と
指示した。生徒は「エー」と言ったが５０名にチャレンジを促し飛んで貰うと、２６名が
超えた。
次に別のクラス５０名に対し、前回の最高飛距離を赤線で示し、「出来るだけ高く、
とにかく、この線を越えるように。」と伝えて、飛んでもらった。結果、前の最高域を
超えた生徒は１６名、とても、先の生徒が超えた３０％増しの線には届かなかった。

この実験から判ること
① はっきりした目標が無いと人はチャレンジ
しない。従って、結果も思わしくない。
② 不可能と思われる目標でも、チャレンジの
心があれば達成に努力する。
③ 目標があると潜在能力が引き出しやすく
なる（達成イメージが作用する）。

図6-2 目標管理の大切さ
この実験は多くの大学で検証してきた例のひとつであり、人が目標を持って行動する方
と持たないで日を過ごす方の差を例示したものである。ご覧の通り、個人の能力の増強は
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目標管理に大きい影響が出る。
目標管理を人材育成に利用して大きな成果を得つつある有名な取り組みがある。天理
大・教授・原田隆史先生の 3 段階目標管理と日々努力チェック方式である（「カリスマ体
育教師の常勝教育」日経 BP 社に掲載されている）。原田先生は大阪で問題を抱える松虫中
学をスポーツ一流校に目標を置く対策を実践され 13 名もの陸上競技日本一を創出された方
だが、この努力がきっかけで、現在は企業で人材育成の指導をされている。ちなみに、原
田先生が適用してきた目標管理運用の要点は、次のような事項だった。
① 3 段階の目標設定：個人が、すぐできる目標、将来の目標（理想）、中間の目標をワン
ペーパーに書き提出する。
② 日々管理：ノートに日々の目標を書き、P-D-C 管理を各人が行うと同時に、日々、小さ
い目標達成成功ストーリーを体験しながら、自己育成を図る。指導者は交換日記の形で
励ましや指導の筆を入れ、日々努力の支援を図る。
③ 生活習慣の目標設定：どのような方も、企業の仕事やスポーツ訓練の場では真剣な取り
組みを見せる。だが、差がつくのは、例えば、毎日、洗い物を手伝う。玄関先を掃除す
る、といった一見つまらないことだが、大切な生活習慣を続けることである。このため、
個人で目標を決めて守る。どんなにつらくても継続する。これを支援者が支援するとい
うことが、見えない場で個人の自己宣言内容の達成を支える。また、その結果、努力の
継続が②の本業の教材を保管する重要な内容となるだけでなく、人に感謝される嫌な仕
事の履行が、やがて、他人から感謝と尊敬を得る体験や、苦しい仕事を繰り返す方の努
力を評価するする、といったこと等を、目標管理を行って実体験願う方式である。
（２） 良きとの出会いと、上司の行動
毎年 4 月になると、新入社員教育が盛んである。誰でも知ることだが、新入社員育成の
成否は、研修後に配属された「良き上司との出会い」に左右される。この状況は玉子の殻
を破って生まれたアヒルが最初に見た動物を親と思って行動する形に似ている。新入社員
が最初に出会った上司の仕事が産業界における仕事の全てに見えることに関与するためで
ある。すなわち、最初に見た上司の仕事ぶりが企業における仕事ととらえ、それが一生を
左右するという傾向が強い。このため、企業では、新入社員配属時に最大の注意を払って
きた。剣道修行に「良き師に就かねば学ぶに如かず」と、「3 年待っても良き師につくのと
ダメ教師に就くのとでは、その後が大きい差となる」というものがある。この教えは、産
業界と武道という分野の違いはあるが、個人の育成に注意を与えた示唆である。ちなみに、
剣道の場合、「悪しき師について習った悪癖の除去は、習った時間の 3 倍が必要」とされ
る。筆者は剣道を習う中でこの種の実態を目の当たりにしてきたが、産業界にも当てはま
る事象である。剣道談義はともかく、職業の場合、若者が 3 年で 37％辞めるということを
見ると、上司と部下の職業間や活動に何らかのミスマッチがあるのではないだろうか？筆
者は専門外なので、この問題にコメントする立場ではないが、産業界の大きな問題である
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ことは事実である。このような状況下では、本書のような仕事の効率化対策という手法を
いくら準備しても無意味になるからである。そこで、一般的だが、先に紹介したジョハリ
の窓を利用した解析を図 6-3 のように例示することにする。この図は、新入社員を指導され
る関係者に紹介してきた図だが、上司と部下のあり方の改善に活用して有効だったため、
ここに紹介した。また、この図に付加する形で、その時に紹介したイソップ談も紹介させ
ていただくことにする。この種の問題の対策に対する具体論はともかく、読者の皆様にも
参考になれば幸いである。

【狙いと想定される領域】

ジュハリの窓
ジュハリの窓
若者の努力と成果
あり
↓

受け手側

望む→

未知→

▲
希望→
しない

満足？

適合
素晴
らしい
無駄
余計

なし
↓

▲ 期待

単に言われた（要求された）仕事
を処理するだけでなく、上司や仲間
の潜在ニーズ を探り、モノづくり の
実を現出する対策

外れ

？何も
起きない

【若者への期待】トータル・ライフケアー
１，期待度：仕事への取り組みと
成果

適合

対立！

２，仕事終了後の満足度
自己成長と周りへの配慮～感謝
関係者の満足と指導への誇り

３，永続性と未来への期待
これが、出来れば、次を任せる活動

図6-3 上司と部下の仕事のミスマッチを防ぐ視点
【ご参考：その１】研修で習い、筆者が利用したイソップ談
北風と太陽が彼らの力のいずれが強大であるか？について言い争っていたが、旅人を裸
にさせる！ということで勝負をした。まず北風である。ビュービューと烈しい風で旅人の
着物を飛び散らそうとした。しかし旅人は着物をしっかり押さえたので、さらに北風は強
く風を吹きつけた。旅人は寒くなり、さらに着物を重ね、結局は着物を脱がせることがで
きなかった。今度は太陽の活動である。最初は程良い加減で照らしていくと旅人は衣類を
脱ぎ出した。そこで、太陽はさらに強さを増した。すると、とうとう旅人は着物をすべて
脱ぎ捨て、水浴まで始めた。
この話は部下を持つ管理者側に役立つ話である。イソップは『暖かく部下を見守り、自
主的行動を選択させる方が、無理強いを対策よりも効き目の大きい！』としめくくってい
る。
【ご参考：その２】 効果を狙いすぎて、人材育成を忘れると！
イソップ物語に黄金の玉子を生むガチョウの話があるが、皆様は覚えておられるであろ
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うか？有名な話だが含蓄のある内容である。この話も人材育成とアウトプットの関連を示
す例である。
「ある貧しい農夫の家で、ある日ガチョウの鳥小屋を見ると、巣の中にキラキラと光る
ものがあった。よく見ると金の玉子だった。最初は誰かがいたずらをしておいたのだろう
と思ったが、重い、どうも本物のようである。しばらく考えていたが、これは売れるかも
しれないと考えて、市場へ出して、大もうけをした。翌日も、また一つ、玉子が小屋に生
まれていた。そこで、これも売った。この状態が毎日続いた。農夫は毎朝、小屋へ駆け込
み、1 日 1 日新しい金の玉子をとり、市場へ売ったため、農夫はたちまち大金持ちになった。
お金持ちになると農夫に欲が出て来た。1 日 1 個ずつでは遅い、ガチョウの腹の中に金の玉
子はあるわけだから、一気に全部取り出したい！と思った。早速、農夫はガチョウを絞め
殺し、解体、玉子を取り出そうとした。だが、中は空っぽだった。反省だけが残った。も
はや黄金の玉子を手に入れるガチョウはいない。」
これは、効果を早く得たいがための失敗談として子供に伝えるお話だが、人が育ち、技
術が育ち、新製品や、新技術という金の玉子を生む人材の保護育成に関与する話に使われ
てきた。
（３）

企業における小集団活動（仲間）と個人の力量アップ

英語では教育を Education と言う。この意味は「良い点を引き出し伸ばす」という意味
である。「人材育成はご本人の自助努力が 85％を占める」そうである。この意味で、教育、
指導する方には、各人に目標を持ってもらい、自助努力を支援しながら、ご本人の持ち味
を引き出すことが求められてきた。しかし、教育には「体験を通し、自分は自分で、気づ
きと共に育てる」という局面がある。人は仲間と話し、協力し合い、悩みや情報を共有し
合いながら自己開拓をする自己育成法である。この解析は、1970 年代、日本で盛んだった
小集団活動と共に明確化された。そこで、以下、人材育成に関する局面から、工場間接部
門における小集団活動の要点をまとめることにする。
① 間接部門における小集団活動の効果
工場間接部門では、多くの小集団活動形態がある。例を挙げると、(1)職制の問題に対し
て緊急に集まって対策を出す（会議や会合で問題解決を図る対象）活動。(2)サークル的に
集まり、雑談的な集まりの中から、お互い抱える問題解決のヒントを得る形態。(3)プロジ
ェクト組織形態で、企業における重要課題の解決を専従的に取り組むタスク・フォースで
ある。その他、インフォーマルな集まりがあるが、ここでは、業務に関与しない対象や、
アウトプットを出す目的で活動しない形態や、仲良しグループ的活動、勉強会的な集まり
は対象外とする。では、このような観点に立ち、「なぜ、小集団活動が生まれたか？」と
いう歴史的な背景と共に、その効果を紹介するにしたい。
1970 年頃、間接部門の小集団活動は、米国における集団管理の実験がもととなった。対
象は、200 名の程、いろいろな情報、書類を作成する企業だった。ここでは、書類のミスが
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多く困っていた。当時、この企業では従業員を○○○番さん、と番号で呼び、200 名を大部
屋に入れ仕事をする方式をとっていたが、「何としてもミスを減らしたい！」ということ
で大学の先生に相談した。相談された先生は日本における豊臣秀吉の勉強をしていたこと
が、このミス対策に大変な効果の発揮に関係した。
秀吉は清州城の城壁をたった 3 日で完成させた功績を持つ。その行動は、織田信長が戦
乱の世を抜け出すために必死の戦いの最中、築城が必須の条件となった。このような時、
この命令を受けた秀吉は、6 人 1 組に作業者を分け、責任体制と築城の場所を区分し、目的
を話し、各グループで十分に事前検討して作業に入った。その結果、従来では不可能と思
われていた築城がたった 3 日で出来るという快挙をなしたわけであり、これは歴史的な自
主的活動の代表例という評価を得た逸話である。
先の大学の先生、この方法を 200 名の従業員が働く職場に適用した。まず、行ったこと
は、大部屋で壁を仕切って 5～6 名のグループの○○さん、△さん△さん、と呼ぶようにし
て、ミス防止を各職場の集団に委託したわけである。すると、この会社の就業員達が仕事
の仕方を大きく変えていった。具体的な行動の例として、「我がグループは書類ミスをゼ
ロにしよう」ということで目標を自主的に立て、お互いに指導したり、助けたり、書類を
提出前に見てあげたりする行動が起きたからだった。また、グループ間に競争原理も働き、
生産性、納期短縮だけでなく士気も実力も相互に高まっていった。その結果、時間外にボ
ランティア（無給）の相互支援や相互教育などと共に、見事、事務作業のミスはゼロ化し
た。
以上が 1970 年代に事務部門における小集団活動の起点になった話しである。この効果と
活動の内容が日本に紹介されたわけだが、その後、秀吉（当時、籐吉郎）の活動が科学的
に解析され、逆輸入の形で自主的なグループ活動として日本へ上陸、さらに、各社でいろ
いろな研究が進み、小集団活動マネジメント手法となった。当時、「自主的活動（相互育
成法）は、今までの研修会や教育では得られないような人材育成が図れる」という評価と
共に、多くの事例が発表された。この種の内容については、読者の皆様は既にご承知の内
容ばかりと考える。だが、人や時代が変わっても、現在も役立つ要素が多いため、以下、
その要点を整理することにした。
② 小集団活動における相互、並びに、自己育成が進む要点
では、小集団活動を通して、仲間と共に活動する中から自己育成が進む要素を列挙する
ことにする。

(ｲ) 小集団活動はテーマ(具体的アウトプット)をもって活動することで協力関係が進む。
最初の小集団活動は、職場の仕事や環境などを見直し、自分達でテーマを決めていく
ところからスタートした。一般に、学校教育では、与えられたテーマに与えられた方法
で問題を解くということはでやられてきた。しかし、何をやるべきか？その問題を解決
すればこうなる！というイメージを自分達で考え、悩み、話し合いながら姿をつくって
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いく行動が小集団活動で行われた。このことは企画力というものを育てる効果を生んだ。

(ﾛ) 目標達成の主体が 1 人ひとり（自分自身）の集まり(協力)で達成に向かうという体験。
小集団活動で学ぶことは「1 人では何も出来ない。しかし、1 人が始めなければ何も起
きない！」という教えがある。要は、1 人ひとりの集まりで自分自身が中心となり、まわ
りに影響を与え、その相乗効果と共にテーマ達成がなされていく。すなわち、人のため
にやることが自分のためになり、自分のためにやることが他人のためにもなる。その後、
このようなチームへの真の協力は、実行力、自主性を高める重要な要素であることが、
多くの事例と共に、その成果が示されていった。
(ﾊ) 信頼が人の和、協力を高める！ことへの理解が、人的な幅の醸成に役立つ。
小集団ではテーマを分担、協力し合って進めるが、それには相手を理解し、信頼し合
う、という行動が必要になる。このためには、相手の立場に立ち、物事を考える必要性、
合意、納得がいくまでの話し合い、有言実行がつくる（約束をする）誠意ある行動が必
要となる。このような取り組みで人格形成が進むわけである。なお、このような訓練は、
ある意味ではカウンセラー的な行動となる。大事な点は、指導する方が先生となって実
を示す行動であり、この行動が関係者を指導する形として最も良い。その行動の後、人
に仕事を任せ切るという行動が生まれるが、これは、管理者になる前の訓練となる。小
集団のリーダーとメンバーは、このような内容を通して、聴取力、率先力が育ってゆく
わけである。特に、自分を理解してもらうために、相手を理解するという行動は、時に、
職制の上／下関係では無視し勝ちになる内容を見直すきっかけを作る。なお、この種の
行動は、リーダーとメンバーの共同で、お互いに成功の道を探る話し合いと反省の繰り
返しでこの種の能力が育つことが多くの事例から明らかになっていった。

(ﾆ) 話や、実態を見ないで結論を出すクセがなくなる。
もし、医者が診断もしないし、患者も調べず、話も聞かずに投薬するとしたら？足が
痛いのに胃薬、胃が痛いのに頭痛薬を出すようなものである。これは、明らかに誤診で
ある。医者にこの例が無いのは、実態をよく見て、客観、冷静に判断する手順を必ず守
らねばならないタスクをもっているからである。小集団活動は必ず問題解決の手順を踏
むが、これに似た行為を取らねばならない。思いつき、想像で実情に反し、間違った判
断をしない訓練は小集団における話し合い、現場・現物を必ず確かめなければならない
という問題解決のステップを踏むことにより鍛えられる。このように、事実解析力は小
集団活動を通じた改善ステップを踏むことにより訓練される。
(ﾎ) リーダー体験を通して、自然にマネジメント力が高まる
多くの意見のぶつかり合いが生じるのは小集団活動では日常茶飯事である。助け合い
ばかりが小集団活動の話し合いではない。この時、リーダーとしては、上手に相手に意
を伝えるコミュニケーション上の対策は、正しい意思を伝達する上で重要となる。加え
て、多くの意見の中から、1 人 1 人のためになり、会社のためになる方策の発掘と共に A
か B か？いずれかの方向への決断が迫られる例がある。判断には、評価基準を出し、話
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し合うこと、最終、リーダーとして、決断し、皆を 1 つの方向につれていく責任がリー
ダーには生ずる。これも、リーダーシップの重要な要因である。小集団のリーダーを担
当すると、このような事態が度々発生するため、情報を集め、評価基準を定め、最終判
断し、合意を得て次へ進む！という力が、自然に育てられる。
以上、小集団活動を通して、以上の 5 項目が 1 人ひとりの身についていくにつれ、集
団を管理する能力は向上する。実力向上の結果、チームの力は 1＋1＝2 ではなく、3 にも 4
にも高められることが多くの小集団活動を通し確認されていった。この様に、小集団活動
を通してリーダーは身につけるべき貴重な体験と共にリーダーシップという能力を身につ
けて行く有効な場を、自己育成努力という形で従業員に与える歴史をつくった。
（４）小集団活動に必要な活動要件
「三人寄れば文殊の知恵」は集団力の発揮の一例である。言葉に代表されるように、１
人では出来ないことがグループになると出来る！という状況が多々発生する。しかし、何
でもかんでも、人さえ集めグループ化すれば、このようなことが起こるのか？というとそ
うではない。“船頭多くして船、山に登る！”とか、“烏合の衆”という言葉がある様に、
かえって、グループを組むことが悪い結果となる例がある。そこで、グループを組んで効
果を発揮してもらうためには小集団運営の技術が必要になる。そこで、以下、基本技の中
から、主要なものを紹介することにする。
① 自主的活動の扱い：やらされる集団から自らやる気の活動への配慮
小集団活動は自主管理活動である。自主、という意味は自らが望むこと、使命感がある
こと。すなわち、本人の人生の目的と合致したテーマを発見すると小集団活動に参画する
メンバーは、人に言われなくても努力する。事実、多くの企業で、会社の時間内活動であ
ろうが、なかろうが、自分のためになるので努力する。自分のためになるので努力する現
象が、多々発生した。図 6-4 に示すように、小集団活動の運用は企業によって様々である。
無報酬でも活発に行っている企業もある。その理由は、自分のためになるからであり、そ
れが仲間や会社のためになるからであることが小集団に参画する人々に正しく理解されて
いるからである。また、このことを裏づける内容が、マズローの欲求の 5 段階説だった。
すなわち、衣食住を主体とした生理的欲求と安全の欲求が満たされると、仲間と共に会社
生活を有意義に過ごしたい、という心理のレベルである。このレベル以上の内容が小集団
の基本レベルとなる。これは人材育成の内容とも大きく関与している。なお、後述するが、
自主的活動を誤解して自由放任式の活動を推奨した企業やコンサルが盛んだったことが関
与した“似て非なる小集団的活動”が生まれた。「わいわいがやがや」方式だが、「人を
集めて話をさせさえすれば経営効果が出る」という方式だった。この方式は仲良しグルー
プの育成と雑談活発化には有効だった。だが、テーマの選定には、参画して活動すること
に対して、実行力、発言や実力の低い人の参画を余りにも重視した。このため、時間は多
大に要する割にアウトプットが少なく、図 6-5 に示したように、やがて、企業経営者の興味
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を失い。小集団活動の活動停止になっていった。このため、1990 年代には小集団活動の見
直しが図られ、現在は職制一体型に変化して活動するようになった。

時間中の会合（４０％）
定時内に行う会社
（７０％）
手当は給与内

休憩時間の会合（１２％）
朝礼、手待ち時間内の会合
（１８％）

会合時間
（１００％）

始業前に会合実施（２％）
手当なし（８％）

時間外に行う会社
（３０％）
手当は給与内

残業手当
（１２％）

就業後
（２８％）
手当あり
（２０％）

教育手当
（５％）
菓子題補助
程度 （３％）

図6-4 小集団活動の運用（1980年頃発表・調査結果）
数年間最高位

80
70

小集団活動

60

品質・作業の見直し

50

海外資材調達

40

生産リードタイムの
減
物流の見直し

30
20

技能者の能力アップ
10
0

1986

1970年代
① 参画社会をつくる
② 持ち株制度
③ 現場力の見直し
主に、ZD・TQC・JK運動を
中心に各社で発達

1987

1988

1989

1990

1991

1980年代
現場放任型
小集団活動
に問題発生
テーマ不足

1990年代以降
経営直結型小集団＝トップダウン
＋ボトムアップ活動融合型として
具体的経営課題を受け、チーム
マネジメント、プロジェクト・チーム
型の活動・職制一体型活動となっ
ていった。

図6-5 小集団活動の変遷~各社の活動変化
② テーマが活動の良否を左右する
図 6-5 に示したように、日本で生まれ有名になった小集団活動は、単なる人の寄せ集めで
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小集団を編成しても、経営効果は出ず、間接部門の方々が燃える小集団にならないことが
歴史的に証明されるという経緯をたどった。このため、経営面でも目的とアウトプットと
機関を定め、課題解決に最も適した人材を投入するプロジェクト活動形態が、現在の小集
団活動となった。また、以下に示したような活動に必要な要件が重視された。
① 目的：目標（アウトプット）がはっきりしている。
② 目標達成の内容は一般に厳しく、他の方々より注目を浴びる内容であり、メンバーに選
ばれたことが名誉となる。
③ 自らも、人生をかけて達成したい内容である。
④ 同じ目的をもつ仲間が集まる。したがって、話がわかる。役割を演じつつ、他の方々よ
り実力向上の要因が学べる。
⑤ 何と言っても会社が必要とするテーマであり、成功と共に仕事の実力が高く認められる。
このため、JMA では、このような活動を具体化するガイドとして表 6-1 のようはガイド
と共に、過去の弊害を除くため、小集団活動のレベル評価を提唱してきた。

表6-1 小集団活動の発展段階（JMA・革新モデルより）
Step1
自主参加段階
・モラールの 高揚重
視、
・仲間意識や 一体感
の醸成
・お互いの仕事の理
解、・経験交 流主体

Step2

Step３

自己実現段階

業績貢献段階

Step4
経営参画段階

・意識改革主 体、・個
人のスキルの拡 大、
・現状の問題 やテ ー
マの発 見、・改善手
法や改 善技術 の勉
強

・業績目標の 達成、
・マネジ メント層 の指
導との融 合、
・改善技術、 手法活
用の幅 の拡大

・プロジェ クト化
・トップダウンとボト ム
アップの完 全な融 合

・職場の仲間 との活
X軸
動が主 体
活動の場の広がり
（業務、職域、部門
との関わり）

・職場の仲間 との活
動が主 体、

・部門を超えたテ ーマ
解決

・関係部門、 関係会
社の巻き込 み

・上長やスタッ フが必
要に応じて加わる

・同種業務、 同一業
務、間S 熱業務、 前
後工程 の人々と 連
携

・独自のテ ーマ主体
Y軸
テーマ選定領域の ・身の回りの改 善が
主体
広がり（方針との
関わり）
Z軸
・職制による 指示が

・部門テ ーマの 理解と
共有化

・部門方式 に基 づくテ ー ・会社方針を受け た
マ主体
テーマ主 体

・自主管理活 動の実
践

・ 自立（律）的テー

活動の特長

自立（律）性の広
がり（職制との関
わり）

主体

マ発掘と問題解
決

・業績改革の 推進
・スピード化、

・職制と一体 化した、
自主性 や自立（律）

性の発揮

（５）小集団活動で活用する手法
自主活動の名がつくが、小集団運営は職制活動であると共に、個人の育成要素を重視し
た活動である。活動中「失敗は人生の教訓になる」という教えはある。だが、「仕事の成
功は人を育て、将来の目標や指針、自身と更なる自助努力を誘発する」ということは、企
業で自明の理である。あえて失敗を知りながら、企業で人や時間、資金などを投入した活
動を避ける意味が大きいことや、失敗＝責任を取るという事象を見ても、企業で行う各種
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プロジェクトはあくなき成功への努力を探求する活動は人材育成に大きく貢献することが
判った。では、そのために必要な小集団活動(運営)技術を紹介することにする。
① 2・6・2 の原則
2・6・2 の原則は小集団マネジメント運営の重要な内容である。一般に集団を組み、革新
的な新しい方向へ集団を動かそう！という時、集団にはこのような傾向が表れる！という
法則である。図 6-6 がその原理だが、新しいこと、チャレンジブルな事を進めようとすると、
20%：前向きに取り組もうとする。自主的に勉強もするし、多少の困難にもめげず達
成に努力するグループが生まれる。
60%：付和雷同型といわれるグループである。どっち付かずのグループである。
20%：変化を嫌うグループである。いろいろと問題点を挙げ、否定的な行動を取る。

前向き

新目標

２
２

付和雷同型 反対派

６

２

前向きの２だけが
活動する状況

＋６＝８

前向きの２に誘発
されて行動する状況

全員参画１０：０

行動しないと時代遅れ
になるので追従の状況

次に、２：６：２の原則は、集団をつくり変革を方針として出すと、やる気の２割が生まれ、その方々
が新しいチャレンジを始める、という理論である。すなわち、前向きの２０％が成果を挙げる。組織
が褒める、そうすると付和雷同型の６割が動き、８割が動けば、もう残された２割は８割に追従す
る、という理論だが、集団を動かすには、いかにやる気のｸﾞﾙｰﾌﾟを発掘すべきかがわかる。なお、
加えて、前向きの２割への投入は１００に対し、アウトプットは２倍殻倍、これに対し、後向きの２の
アウトプッとは３％程度とされている点に我々は注意を払うべきである 。

図6-6 ２：６：２の原則と運用
全員をやる気の集団にするためには、管理者は、前向きの 20%に管理者は力を注ぐべき
である。100%の力を注ぐと、アウトプットは 200%にも 300%にもなって 返ってくるから
である。魚を水に放った如くである。しかし、ある方々は、「やる気のない 20%に何とか、
やる気になってもらいたい」「気になる」「仲間外れにしたくない！」と思うようである。
もし、ここへ 100 のインプットを行っても、得られる結果はたった 2～3％である。時には
反対しないのを止める程度に止める！といった内容となる。マネジメントの立場から見る
と、前者の取り組みの方が、後者、すなわち、やる気のない人をやる気にさせる努力より、
余程効果が高い。「それなら前向きの 20%に注力しよう！」と努力すると、全体に変化が
起こってくる。この時に、20%の動きを見て、60%のグループが「やる気の 20%のように
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なりたい！」と考え、行動する傾向が生まれる。なお、20%をエリート、頭の良い会社が認
める人達と考える人もいるが、そうではない、あくまでやる気の 20%である。「あのよう
な人達に出来ることが自分達に出来ないハズがない！しかも、会社の方針に合い認められ
ている」という状況を見て、「負けてなるものか！」と考えて行動するわけである。この
ような行動を起こすためには事例発表会や、チョットした教育をこの 60%の方々にするだ
けで良い。もう、やる気になっているし、お手本はやる気の 20%の方々がつくっているか
らである。このように集団を運営すれば 20%＋60%＝80%がやる気のグループに入り改善
活動の環境は変化してくる。全体がやる気となり、やがて残された 20%は、追従せざるを
得ない環境になる。以上が 2:6:2 の原則を活用した集団誘導法である。
② X 理論と Y 理論
小集団活動がやり気になるためにはもう１つ重要な理論が必要になる。プラス思考を大
いに活用した取り組みである。人の良いところを伸ばし成果を挙げていく方法である。こ
の原点は表 6-2 に示す Y 理論の活用である。過去、多くの企業が用いて来たのは X 理論だ
った。しかし、X 理論に示されたように常に否定的に人をとらえていたのでは、管理される
従業員にとって、たまったものではない。

表6-2 X理論とY理論（仮説）の差異
X理論の基本仮説

Y理論の基本仮説

１，普通の人間は、生まれながら仕事が嫌いで、
できるだけ仕事はしたくないと思っている。
２，人間は、生来仕事嫌いだ、ということから、ほ
とんどの人間は強制されたり、命令されたり、
処罰するぞ、と脅かされなければ、企業目的
を達成するための十分な力を出さない。
３，普通の人は命令されるのが好きであり、責任
がかかると回避したがり、余り野心を持たず。
何よりもまず安全を望んでいる。

１，仕事で信施品を使うのは人間の本性であって、
これは、遊びや休憩の場合と同じである。
２，統制したり、脅かしたりすることだけが企業目
標の達成に向かわせる手段ではない。人間は
らムチ打っても達成に努力を払う。
３，献身的に目標達成を目指すかどうかは、それ
を達成して得る褒章次第である。

仕事の与え方

仕事の与え方

権力統制、脅迫、強制や厳しい制度下での管理

欲求に合わせて、自尊心、責任感、向上心を重視

【Y理論の応用法】 従業員のやる気づくり・継続の原則
① 夢を形づくる。自分の良い点を伸ばし、欠点を消す。
② 目的と目標（アウトプット）を決める。
③ 信念を持ち、貫通力で通す決意を固める。
④ 体力・気力で天才をしのぐ努力をする。
⑤ 成功談をつくり、自分史の具体化と共に明日へ伸びる卵を育てる。
⑥ 失敗と苦難はプラス思考で対処する。
⑦ 文句、中傷、批判を貰うことは、人に認められ始めたと考える。

「いくら持ち味、良い案を持っていても、どうせ、努力してもダメであるから程々の仕事
をしよう！」とか、「せいぜい言われた程度のことをやっておけば良い！」という行動に
なるためである。このような評価ではチャレンジしようという行動を従業員は取らなくな
る。これに反して、Y 理論は人の持ち味、存在、可能性を認め、良いところを伸ばす主義で
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従業員に接するやり方である。Y 理論は従業員に仕事やテーマを任せるので、心理状態は大
きく変化してくる。小集団活動を自主とし、活動の内容は小集団に任せる理由はこの点に
ある。
③ アイデア創出と小集団活性化のためのアイデア創出阻害環境の除去
プロジェクト運営において、プラス思考とマイナス思考の差が成果を大きく左右するこ
とは、読者の皆様がよくご存じの要件と考える。このため、アイデア創出時にブレーン・
ストーミング法が度々用いられてきた。この方式は、発言時に、(1)質より量を求める。(2)
自由奔放に発言する。(3)他人のアイデアに便乗歓迎。(4)批判禁止の 4 原則を利用して発想
を促す運営を図る。「アイデアは自由に、だが、その後、評価は厳しく」がアイデア発想
の手続きである。そこで、これに加える形で、小集団活動で研究されてきたアイデアをス
トップするキーワードを表 6-3 に例示したので、ご参考に、と考える。
表 6-3 アイデアをストップするキーワードの例
No.

項

目

1

昔やったが失敗した（うまくいかなかった）

2

夢みたいなこと言うなよ。まだ、そんなこと考えているのか

3

面白いアイデアだね。しかし、お金がかかるぞ

4

それは理想論過ぎる。君は実務経験がないからな

5

問題外のアイデアだ。そんなこと考えるなら自分の仕事をキチットやれ

6

今のうちのレベルではムリだよ

7

うちに経験者がいないのでムリだよ

8

それは高くつくぞ

9

理論的には正しい。しかし、時期的に早すぎるよ

10

それはトップが了解しないぞ

11

現場の反対が多く、受け入れ体制をつくるのが大切だぞ

12

単なる評論かい、お前やて実績をつくってから言え

13

どこの会社でもやっていないよ、例はあるのかね

14

現在の制約上、よいアイデアだがムリだよ

15

あとで考えよう。当面保留だね、その考え。

16

それをやるとお間の設備がムダになる

17

そのアイデアは会社の方針に反する

18

そんなことするとまわりの笑いものだよ

19

オレに提案するな。○○に言えそんなこと
20

チェック

うちの仕事は特殊だ。あそこのやり方はやさしいからできたんだ。ウチ
ではムリだよ
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表 6-3 アイデアをストップするキーワードの例（つづき）
No.

項

目

21

忙しくてそれを検討する手間や人手がない

22

それは我々の仕事の範囲（枠）をこえているよ

23

なんで今、それをやらなきゃいけないのか

24

なっとらん、何を考えてるのか、バカを言え

25

子供じみたことを言うな

26

頭おかしいんじゃない、もっとまじめに考えろ

27

君、いつもそんなこと言うから人に信用されないんだ

28

あいつの考えか、それならダメだ

29

「できるわけない！」そんなこと、常識で判断しろ

チェック

（６）小集団活動で期待する集団管理というリーダーシップ力の養成
1970 年頃、日本で小集団活動を進める中で、経営効果や自助努力以外に、得られたもう
ひとつの良い点は、インフォーマルな形でリーダー経験をした方がチームマネジメント力
を養成して行くという点だった。ある意味、先の解説とダブルが、局面が異なる内容があ
るため、以下、その主な要素を整理することにする。
① 小集団のグループがかかえている問題を解決することでリーダーシップ力が増した
このようなことが行われる理由は、グループ員がかかえている、つぎに例示するようなテ
ーマや問題に直面し、対処が必要になるという環境が関係するためだった。
(1) 皆が一番困っている問題、メンバーの一人が問題解決上、行きづまっている問題を挙
げ解決へ向かわせる役目がある。
(2) 他部門、上長からの援助、お金、時間、技術上、行きづまっている問題の対策のため
調整役になる。交渉役になる。
(3) 小集団のミーティングでテーマとして問題点を挙げ対策や改善の方向づけを行う。解
決策を見出す、助ける、分担を調整する等の策がある。
(4) 個人的な問題に対して相談に乗る。
② 明るい活動の雰囲気づくりを図る必要があった。
目的、目標達成に皆が明るく、意欲的、お互いに苦しいが助け合い、信頼し合って明
るく事を進める雰囲気づくりを図る対策は登山、スポーツ、旅行等におけるリーダー雰
囲気づくりと似た内容があったため、リーダーになった方は努力する必要があった。
③ 仕事の分担、調整とチームワーク（力）の向上をはかる努力が必要になった。
リーダーが 1 人でテーマを取りしきり、自らが実施することもあるが、そればかりだ
とメンバーがリーダー一任という形で任せきりになる。時には逃げる例も生じたり、リ
ーダーに難問を統べて押しつける、という現象が発生することがある。そこで、メンバ
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ーの力量や心理状況を見ながら、テーマの分担を見直し、調整し、全体として目的、目
標達成を図るための調整役としての仕事がリーダーに発生する。チームワークづくりと
言われる内容であり、リーダーとしての調整、決定、サゼッションなどをテーマの進捗
状況を見て行う調整力や関係者を立てる活動が必要になった結果、“人づかいが上手く
なる”という力を自然に養成して行く。
④ 上／下・前／後工程や関連部門とのパイプ役になる必要が生じる例が多い。
小集団活動企業内で行われる自主活動では、活動の内容の自主性は重んじられるが企
業の活動なので、職制の許可が必要になることがある。例えば、ミーティングの時間を
取る。ミーティング室の予約、関連部門との意見調整など、一見、庶務的な事項や、管
理者から働きかけてくるハズの内容に不十分な内容がある時に、事前調整、段取りを行
う仕事もリーダーには必要になるためである。
⑤ P（計画）－D（実行）－C（チェック）管理力が増す。
小集団活動のテーマ推進の計画が予定通り行っているか否か？会社の状況や方針の変
化を含めて計画に変更の必要性はないか？他のグループに比べて、推進の状況が良い
か？負けていないか？などなど、先の①～④の項目を含め、早いサイクルでテーマ達成
に至る内容や活動時間、レベルアップやメンバーの活動内容をチェックしていくことが
リーダーには必要になる。
以上の内容は職制のリーダーの活動にも当てはまる内容である。小集団活動のリーダー
の活動内容が職制の長と大きく異なる点は、命令や権限、人事権といった内容がない点で
ある。このため、小集団のリーダーはグループの方々と合意と納得を得るための話し合い
をする手段の習得が必要になるが、このような活動を通して、リーダーは仲間の良き師と
なり、同時に仲間として信頼される。また、これはリーダーにとって、無形の財産となる。
なお、管理者の仕事の進め方も小集団グループリーダーのような進め方が良いとされてき
たわけだが、この種の内容の多くは、小集団活動を通して能力が醸成させる。加えて、以
下に示すようなリーダーとして活動することで得られる「5 つの喜び」と称される体験は自
己育成のチェックに大きかったことが紹介されている。
① 難しいことを成し遂げた喜び
「本当に皆さん、よくやっていただきました。ありがとうございます。最初、このテーマ
を実施すると決まった時、不安でした。私は今回、皆様とメンバーを組み、また、リーダ
ーを担当させていただきましたが、心より幸せだったと感激しています････。」という言
に代表される内容である。共に努力し、達成までにはいろいろあったかも知れないが、テ
ーマ達成と共に、それまでの苦労や、ぶつかり合ったこと、いやな思い出は消え、達成の
喜びと共にもてる力の発揮に喜ぶ状況である。1 人ではできないことも 3 人以上の文殊の知
恵で解け、改めてメンバーの協力と仲間の大切さに感謝の念を味わうことになる。「この
種の苦労は買ってでもしろ！」と言われるが、苦労が多かったほど、喜びは大きい！
② グループ員が成長した喜び
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リーダーも伸びたがグループ員も伸びたハズである。そして、目標の達成は陰で努力した
リーダーの苦労も見逃せない。成功と共に始めて目立たぬ努力への理解が、クローズアッ
プしてくる。このことは、次のリーダーに役立つ内容になるばかりか、リーダーと同じ気
持に皆がなっていることを示す。どんなに職制の上長が誉めても、やはり苦労を共にした
グループ員からの本音と共にグループ員の成長の状況を見ることは、一時的に親のような
役目を担当したリーダーにとってはうれしい内容である。今度はメンバーとしてリーダー
を助けてゆこうという理解も、リーダーが自分と仲間が育った自覚として残る。
③ 厳しい要求を受け入れてくれる喜び
小集団活動に対し、職制が時間や資源、金額を与えてくれたとしても、「一般にはとても
足りない！」というのが本音であろう。従って、メンバー員もリーダーも何らかの努力を
ボランティアで追加しなければならない。第一、簡単なものなら過去に誰かが達成してし
まっているハズである。それが出来ないから今やっているわけである。リーダーにとって
も、メンバー員にとっても、あることを成し遂げるためには山を越える努力が必要になる。
一般に、「無理は承知だが…ヤラネバ！」とリーダーの立場に当たった者は、各種の対策
をメンバーにお願いすることになるが、「よし！ヤロウ、ヤルッキャナイ！」と、要求を
受けてくれるメンバー、しかも努力し、物事を達成していくメンバーの姿を見ると、リー
ダーを担当した者は、“感謝”と力強さ、信頼を得ている。このような内容は、強制や金
を積んでも得られない喜びである。
④ メンバー員が自分のチームに誇りをもつ喜び
リーダーがメンバーンを好きになり、信頼しなければリーダーシップは生まれない。逆
に、このことはメンバー員が我がチームを愛する行動となる。このようなことが、「他に
負けないで頑張ろう！」とか、「我がチームに所属していて良かった！」といったチーム
員が我がチームを大切にする心へつながる。
⑤ 他から認められる喜び
成果発表会、また、目標達成内容を上司、トップより誉められ、まわりからも賞賛を受け
ることは、いくつもの得がたい喜びを得る。このため、過去、各社で判を押したように、
小集団発表全社大会が毎年繰り返されたことがあった。だが、やがて形式より実務を重ん
じる関係で、各職場の長か直接行う方式や実務的に意味を持つ発表形式に変化して、現在
に至っている。
（７）工場間接部門における小集団活動テーマの例
工場間接部門のテーマには多くの例がある。そこで、ここでは、その参考という形で、
過去、多くの企業で取り組んできた内容を例示することにする。
① 経費節減、事務所に 5S に関するもの。
② 顧客サービスに関する資料、マニュアルの整備、電話の対応に関する改善。
③ 事務作業改善に関する標準化、取り決め事項の整備、コンピューター化や事務連絡体制
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の整備など仕事を進める上での環境条件の整備。
④ 出張時の対処、経費節減や個人的に合理化や経費節減になるメリットが生ずるノウハウ
の交換。
⑤ レベルアップのための専門技術の勉強会、資格取得の援助となる事項。
⑥ 問題点を整理し、将来の組織、活動の改善につながる提案者づくり。
⑦ プロジェクトチーム的な性格のテーマを受け、仕事を通し情報収集～検討～対策をつく
る組織的活動（販売促進、業務の合理化、コンピューター化、など）。
⑧ 特例を受け、タスク・フォース、プロジェクトの形で経営上の重要テーマを実施してい
く活動、新製品開発、新しい販路、マーケットの創造、コンペティターに対応した各種
体制強化、企業変革を進める企画、啓蒙活動、新工場建設、海外進出計画の策定、新技
術具体化など、企業における重要課題と極秘命令を受けて行う活動、一般にオフ・ライ
ン、専従部隊などで行われる。
⑨ その他、委員会活動など（調査研究内容をマニュアル等にしたり、テキスト作成、教育
を図るなどのアウトプットを目的に活動するサークル）

６－２，部門間にまたがる問題の整理対策法
（１）事例紹介：経費節減を職場改善、共同作戦
間接業務は、多くの方々協力を得て求める成果を創出する職場である。だが、反面、多
くの方々がいると、仕事のやり方、どこへ行く方が利用する交通ルートの差異、コピー、
文房具の使い方、･･･一見、細かい話だが、人によりやり方の違う差が経費上のバラツキと
いう形で出てくる。しかし、個人的に注意するとつまらないわだかまりになるので、つい、
放置し勝ちとなる。そこで、筆者が関与した A 社における簡単な指導例を紹介することに
する。なお、この対策は、不況時に実務研修として取り上げたテーマだったが、研修と同
時に、わずかだが月 10 万円ほどの原価低減を得た例である。ちなみに、A 社の対象職場は、
本社の技術や開発部門であり 30 名ほどの方が働く職場であり、目に見にくい問題を挙げ、
見える化改善を図るというテーマだった。また、手順は次の通りの簡単な内容だった。
① 問題と感じていること全てを制限無く挙げる、特に不満に感じていることを挙げる。
（例）女性はお茶くみにやとったわけではない！
あの方は、残業するとタクシー代をつけている。同じ地区から通う A さんはつけ
ていない。乗っても自分で支払いをしている。
② 今回は経費節減が目的のひとつだったので、①に列挙した問題との関連を図るため、庶
務部門のデータを借用して実状を分析し、各人が挙げた問題、例えばタクシーの活用方
法やコピーの枚数などのバラツキをもとに、目標値を決める（費用を棒グラフ、円グラ
フ化したりする）などの処置を進めた。
③ 皆が改善したい内容や各人でバラツキが大きき問題を挙げ 1 項目ずつ、改善案を考える。
④ まとめた結果を 1 つの提案書にまとめ、部門長に紹介し、承認を得る。
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⑤ 部や課の全体会議で内容（ルール）を紹介し、承認を得る。
以上の内容は、表 6-4 示したようなルールに定め、事前に関係者全員に説明～了解済みの
手続きを進めた。だが、一度だけの説明では、ルール運用に十分な理解をしないことがあ
り、トラブルが発生する恐れがある。そこで、その後、継続して次のような対策を進めた。
(ｲ) 経費、付近地の支払規則を記入すべき台帳の表紙などに規則を明示する。
(ﾛ) 朝礼等で交代に一口事例を紹介する場があれば、効果が挙がる事例を実施状況とともに
報告する。
(ﾊ) 自己チェックリストを基に、自分で実施状況をチェックし、改善点を考えていただく。
(ﾆ) 書類などの保管については交代に監査する方法を決めて実施、報告をしてもらう。あく
まで良い取り組みをガイドの形で示し、広げる方法を重視する。
(ﾎ) 小さな改善でも効果ある内容は提案として出してもらい、表彰するルートに乗せる。
表 6-4 経費節減と職場改善、共同作戦の項目
１．付近地は決められたルートの使用を基本とする。もし、特別な費用の使用（仕事）が
極端に遅くなり、タクシーを使用する例など）の時には上長許可を必要とする（申請書
作成）こと。それ以外は個人許可とする。
２．交際費の使用は 1 人あたり 2,000 円／日とし上限を設定する。会社のクラブ以外の使
用は特別許可を要し、限度額を越えた分は個人負担とする。なお、すべて上長許可、領
収書には会食者の氏名、人数を記入すること。
３．顧客への土産等の持参は別途定めた規則、要請書に明示する持参品は社内品をベース
とする。
４．文房具の持ち出し時、払い出し台帳に個人名を記載する。大量使用の時は事前連絡を
行う。研修や会議などでの使用はワンセットになった文房具箱を利用する。
５．書類はできるだけワンペーパー化する。
６．原則として 5 枚以内のコピーは本人が行う。それ以外は 10 時と 3 時の当番でまとめて
行う、会議等で、多量のコピーが必要な場合は当番の方には少なくとも、関係者には 3
日前に連絡のこと。
７．個人的な買い物を女性に頼むことを禁止する。
８．お茶は、朝ポットに入れておくので、部長以下は各人で入れること。お茶くみは廃止
する。茶器は使用後洗浄し、各人がもどすこと。
以上の内容は 1 度の徹底で制度の実施と効果創出も終わりとなる。特に、この種のルー
ルの徹底は、関係者が足並みを整えて行うところに意味があるが、実施しない人に“いじ
め”とならない工夫が必要である。以下、その種の適用例を紹介することにしたい。
経費節減の実施に当たって重要な点は、自主性を重んじる点にある。この種のルールは、
総論賛成であっても、実施されると多少のトラブルが発生することがある。例えば、個人
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的にタクシーを使用したのをつける方があった。だが、これは規則上カットするルールと
なったので、庶務担当者は機械的にカットした。すると、この方が庶務担当者にクレーム
をつけた。しかし、クレームは部や課で決めた内容である。そこで、庶務担当者は「上長
印をいただいて下さい。このものはまだ添付されていなかったので処理しました」という
用紙を渡した。口論を避けるルールの運用である。その結果、この例では、上司を説得す
るだけの理由が無かったので本人支払いとなった。この種の問題は、発生時点で、ご本人
と担当部門長との交渉を願うのがルールと定めていた内容の履行だった。庶務担当に判断
や交渉の権限は持たせていないルールであり、判断は、この方の直属上司である。当然の
ことながら、上司は定めたルールを中心に意志決定を行う立場にある。従って、許可でき
るか否かをこの方に話す責務があるわけだが、今回ように、事務ルール決定後に違反行為
を目前にした交渉に事務関係者が難を感じる懸念があったためだった。だが、このような
問題は、担当部門長が責任をもって処理を行い、理由を皆に公開することをしないと、全
体の取り組みが失敗の方向へ向かう。また、従業員が嫌がる業務・問題を上手に解決に向
ける仕事は管理者の責務であるため、今回も、その種の話を上司の会合でお話ししておい
たことが、今回も関与した。状況はケース・バイ・ケースである。従って、この申し出が
上司に許可される場合がある。だが、今回、許可無く勝手に行う行為の甘えや不公平さは
認められない取り決めが運用された。研修後、数ヶ月経ったとき、筆者には、「特に、職
場外で話が出る、許可無くタクシー利用する方と我慢する人に対する例のように、この種
人により不公平が発生することによる感情的な話が全く無くなったので職場が明るくなり
ました」という報告をいただいた。
次に、この種の対策には、個人的メリットを生む方式を付加することも重要である。例
えば、不況下ではあるが、時には出張時に個人で買い物を楽しく、安くする情報をまとめ
たものをガイドと共にまとめておくサービスなどである。筆者達が行った事例では、駅弁
や酒のつまみを近くの店やスーパーで安く買う工夫、土産ものの中味は同じでも箱代に大
きくコストがかかっているものがある。直接製造販売店へ行く、ホテルより予約して置く
と新鮮なものが半値で入手できる例は多い。また、地方へ出張の時、タクシーがなかなか
つかまらないが、着く前にマニュアルを利用して電話予約をして置くと、ジャスト・イン・
タイムに移動ができる方式を紹介した。このガイドは、雨の降る日に立って待つというこ
ととはなくなるので関係者に大変喜ばれた。同種の例であるが、米国赴任者に対し、現地
では日本食品の入手が我々に切実な状況があったため、経費節減の方式を広げ、マニュア
ル化したが、この例は「皆様に大変に役だった」という感謝をいただいた。このように、
個人に役立ち、会社の経費節減と共同生活に役立つ内容は小集団活動のテーマとして取り
組むことが大切である。経費節減の場合、各種ルールががんじがらめになるというものを
つくると、それはそれなりに効果が出る。だが、ゆとりない窮屈な運用になる。そこで、
個人にメリットがある工夫の提案を入れるが、この処置は、目に見えない楽しさを経費節
減活動に与えるという効果がある。
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先般、書に日本電産・永守社長が M&A と共に紹介した諏訪の三協精機の改善に、同種の
対策を進めた例が紹介されていた。アプローチの内容は、下に記載した筆者が進めてきた
手順と同じものだったが、3Q6S（良い社員、良い会社、良い製品づくりという 3 つの Q（品
質向上）対策と、5S：整理・整頓・清掃・清潔＋作法＝6S）を定めて全員参画企業体質改
善運動を進めたものだった。この種の対策の積み上げを含め、各種対策の結果、1 年で黒字
化させた事例である（「日本電産

永守イズムの挑戦」日本経済新聞社編・刊

2004 年に

紹介）。この例を見ると、経費節減という目に見にくい問題の対処に対して、ここに記載
の内容が時に大きな低減効果を生み出すことがわかる。

筆者達が進めてきた経費節減５Ｓの進め方の手順
第１期：買いすぎ、持ちすぎのムダ対策
① やがて使うだろう・・・、と買いすぎ持ち過ぎ 品の提出
② 机上の整理・整頓、離席時の消灯徹底
③ コピーのムダなど制限や注意書きの明示

第２期：仕事の改善～見直し対策
① 会議、資料の配布先、 枚数や記載方式の改善（ワンペーパー化）
② 工具、金型などの不具合で不良発生や手直しの原因除去対策
③ 接着剤など材料の適正量使用の改善（自動化を含む）
④ パレット梱包資材の通い箱化やVE対策
⑤ 購入資材のインセンティブ対策（協力会社連携ＶＥ）

第３期：プロジェクト・チームによる横断的改善
① 業務の見直し組織改革による業務改善～IT化対策
② 物流ＶＥなど、 あらゆる経費の３段階改善（普通／Ｇｏｏｄ／
Ｖｅｒｙ Ｇｏｏｇ／Ｅｘｃｅｌｅｎｔ）に分け日々改善管理
③ CAD～リ・エンジ ニアリングによる未来型管理体系への
新企画（実行計画）への取り組み

赤字会社の建て直しの内容
日本電産 M&A後、 日本電産 永守イズムの挑戦
① 三協精機の経営革新、赤字対策に当たり、
事前にもうかる構成を策定
（1年で黒字化出来ない時はつばをかけて良い！とまで発言）
② 三協精機 の改善を６Sで開始
従業員が全員で改善内容を提示
③ 1円で購入する内容も稟議書作成の要求！
④ 自腹で昼食代を出し、全員から改善内容を集める。
⑤ 即断、即決で良い案は実行へ移し、改善活性化と
管理者の姿勢を明示した。
⑥ 購入資材は3段階の目標管理で協力会社とインセンティブ
を実行！
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（２）目で見て判る問題対策～予算外だが、プラス効果が高い収益増強対策
一般の工場間接部門は予算を持って活動している。従って、原価改善は定められた予算
を守る形で諸活動が統制されてきた。この方式の良い点は予算が制約となり、ムダな活動
の制限を図る点にある。また、予算に定められた内容が関係者に判っているので、統制が
取れた活動が組織内で行われる点である。しかし、反面、予算は前期実績をベースに定め
られるために同じ額を確保するための活動や、部門間を超えた活動が別勘定なので扱いに
くい。さらには、予算外の活動をする発想が浮かびにくいため、革新的な改善は提案しな
いという傾向が発生することがある。そこで、「本音で語る」という方式で目に見にくい
問題を挙げ、全員参画、部門間を超えた活動も検討し、予算外の項目も拾って『見える化
改善』を進める方式を紹介することにしたい。
【手順１】困っている問題の列挙
小さなカードに何でも良いから問題を書く。書き方は以下の通りだが、理想－現実＝改
善ギャップの見方で現状を見直して問題を挙げるケースや、他社や他部門と比較して感じ
ること、他部門からの要求から、・・・仕事をする上での不満など何でも良い。小さなカ
ードを用意して 1 人 10 件と定めて行う。このように数を定めると、人は、問題を探すもの
だが、一応、カードが出ない方がいる場合、職場で集まってブレーン・ストーミング形式
で挙げる方法でも

本音カードのまとめ方
カードに語らせて図化する内容は考古学の調査と同じ。ジグソパズル式に、個々と
全体が図化され、体系化が進む

手順１ ： カードの意味明確化
「カードが語る」＝意味明確化を図る。このためには、「名詞＋動詞」で内容の把握を行い、要求の
明確化を図る。単なる分類・整理は図化を進める方の偏見に左右された図になるので注意！
作成した
カード
上にカードを
つくってクリップ
止めして行く

例：共同で使う棚や置き場は、整理しても作業場が乱れてしまい、
賽の河原の石積み状態で困る！ → ムダな整理整頓は対策すべき

その他の例

△良くない分類の例： 5Sテーマである（意味不明）規則の強化が対策となる
例が多い。
○好ましい例：要求「整理整頓のムダを明確にする」
→次の整理で「なぜ？」と問うが、「身近な作業のムダの除去を図る」
という要求が中分類となり、ムダの明確化～対策が浮かび安くなる。

例：うちの上司はやる気がない！その例として、先般、改善要求をしたが、許可を得た仕事の
が曖昧、結局やり直しだった。こちらもやる気がなくなってきた
→ 仕事を指示する時は具体的に（５W1Hで）行うべき
例：うちの上司は人をえこきいきする！先般も、Aさんが行った大した仕事で無いものを
誉めた。逆に、Ｂさんの大したことがないミスをえらく叱っていた。あそこまでやるべき
ではないと思う。
→ 仕事の評価基準を明確にすべき

良い。とにかく、数
を集めることが、最
初の手順であり、カ
ードには、①問題を
書く、②問題の事例
を 1 問題－1 事例式
に書いた後、③要
は？と問い名詞と
動詞で何をどうし
たいか？改善ニー
ズを記載する（例を
下に示したのでご
参考下さい）。

【手順２】カードの解析と島づくり
カードの解析と同じ要求はまとめてひとつの島のようにして行く。その例を図 6-7 に示し
た。ここでは、手順１で得たカードに、1 枚ずつ、名詞と動詞で内容を把握した手続きを解
析という対策を進め、同じ要求を持つカードをグループ化する。なお、「意味が類似して
いる」とか、「要求する気持ちは同じような内容ではないか？」という感性的な判断では
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なく、個々のカードが要求する内容を名詞＋動詞で表題をつける。また、全く一致するも
のだけをグループ化して、同じ目的であれば、多くの手段が考えられる。・・ということ
で、まとめ、後で対策案創出の準備を進める。

作成したグループの状況
表題が
つけられた
グループ
表題（作成したカード）

例：○○作業の
ムダを省く

全く同じ表題の時、
カードは集計するが、
無理な集めはやらない。

少し、上位の観点で
新たな表題をつける
例：正味以外の
ムダを減らす

例：○○職場の作業スキルを
向上させる
（表題が異なれば分類は統合しない）

【避けるべき表題作成の例】
① 最初から自分が持つ結論を持って、カード作成を誘導してしまう表題のつけ方
例：我が社の歴史や文化、過去の経緯から、○○してしまうので、○○を辞めさせるべき！など
② 否定的表現 ： 「○○が悪い」「○○すべきではない」「○○の不足」など 否定は良いが対策案
の創出を阻害するために避ける。
③ ぐるぐる廻りのカード作成 （例）「設備が老朽化している」→「不良が出る」 →「結局、生産に追わ
れて時間が取れない」・・・・・この場合は「○○設備の○○不具合を除去する」で原因の除
去は可能であり、後の議論は波及内容であり不要（原因が無くなれば消える内容である）

図6-7 カード群を見直して島づくり
【手順３】改善要求事項の図化
詳細を図 6-8 に示したが、図 6-7 の対策で全てのカードに表題となる名詞＋動詞のカード
を付けが終わったら、多少、上位の概念で、表題のカードに名詞＋動詞をつける。この処
理により、手順 2 で作成された表題カードの更なるグループ化を進める（より高い要求項
目で表題づけした段階で今度はグループ名をつける）。このイメージが図 6-8 の上部である。
この処置で数個の要求分類グループとなるが、カードを集めた時の企業の方針やニーズに
従って、そのグループが問題解決にどのような関連となっているか？または、要求される
カードの集まりをどのように関連づけて図化すると、皆の問題が、問題→要求→改善を表
すキーや表題になる事項という関連となる。後は、大きな模造紙にそれを広げて眺めるわ
けだが、そのイメージが図 6-8 の下のイメージ図である。この取り纏めは考古学で行う現地
調査に似ている。要は、個々に存在する要求をジグソパズルのようにまとめた結果、全体
像を『見える化』へ持ち込む方式で解析を進めるためである。なお、考古学と職場の問題
という違いはあるが、個々の問題を要求としてまとめ、職場改善に何をすべきか？という
手続きで全体像を明確にする内容は同じである。
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① 類似カードに、今度は分類をつける。
② カードの分類を見てカード間の関連や問題解決の流れをつくる。
③ カードをバラして図化する、という順序で図を仕上げ、現状把握とする。

完成イメージ

④ 現状把握の内容を見て、
工場長の方針と改善要求
内容を整合させる。

⑤ 全員参画可能な説明内容を
図化する（企画書の骨子）～
改善へ向けた評価方針の
決定へ（全体を動かすため）

図6-8 カードグループの関連図づくりを図化
【手順４】個々の問題・要求カードのウエイトづけ
個々のカードと要求は図 6-9 の基準で評価する。
カードを見直してウエイトを書く

重要性
５：極めて重要
４：かなり重要
３：まあ重要
２：あまり重要
ではない
１：全く重要性
はない

効 果
５：極めて高い
４：かなり高い
３：あるだろう
２：余り期待
出来ない
１：効果無し

容易性
５：極めて容易
４：かなり容易
３：まあ出来るだろう
２：少し困難
と思われる
１：不可能である

５段階評価によるﾃｰﾏのウエイトづけ
次に示す、ﾃｰﾏ・ポケット・マトリックスの各枠の大きさは限られ、
一カ所にたくさんのﾃｰﾏは置けない。また、経営的には、重要性が高く、
効果も大きく、早く出来るものを上にした方が、実施面でも有効である。
このため、次のようなウエイトづけを行い、ランクの高いｶｰﾄﾞを上部に
置いて行く。

５×４×４
① 問題
①事例
問題
②
① 問題
②
事例
③②
改善
事例
③ 改善
③要求
改善
要求
要求

評価の後、
企業方針に
従って抽出
～実施へ

図6-9 個々のカードの評価～検討
【手順５】大きな全体図から、実施テーマの抽出と整理
ジグソパズル的に作成した大きな図に挙げられた問題と改善要求はテーマポケットマト
リックスというアイデアバンクに登録する。図 6-10 がそのイメージだが、手順３と４で整
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理された改善要求は図 6-10 に示された縦軸を用いる。また、問題の対象となる改善要因（５
Ｍ＋Ｉ）のどれに当たるかを評価した後、横軸の経営効果のどこにどのように出るか？を
アイデアと共にカードに記載の後、適合するマトリックスに位置づける。なお、この位置
づけは１箇所、一番関与するところにお願いしたい。その理由は「・・も大切、・・も関
与するので」という言が示すように、“も”は二次的効果であるためと、枠をまたがる置
き方が、改善の際に混乱を招くという実務的な理由があるためである。

① 問題
② 事例
③ 改善
要求

テーマ・ポケット・マトリックス
（アイデア貯金箱）へ割り付けた形
経営効果

要因

集めたカード

品質

ｺｽﾄ

納期

安全

志気

＋時間 ＋エコ対策

物＝設計
設備
計測
方法

要求をつかみ縦軸の
要因（改善対象）と、
改善後の効果をの欄へ
位置づけする

人
情報・管理

図6-10 実施可能テーマの割付
テーマポケットマトリックスの枠は限られている。従って、一度ここに対象としたいカ
ードを置いた後、先に図 6-9 で定めた重要性、効果、容易性の高いものを上におく並べ替え
をお願いしたい。この処置で重要性、効果が高く、容易に出来る対象に早く着手すべき表
示となるからである。加えて、この種の改善をスピーディーに進めること、すなわち、簡
単な改善の早い着手が改善力の向上に大きく関与する。
【手順６】

予算外改善を予算と直結見える化へ

最終は手順７の実施～成果のつみとりいう活動になるが、本書では手順６までの紹介で
解説は終了する。「手順７のような活動は読者の方には、すでに日常業務でやってこられ
た内容である」という理由があるためである。では、手順６に関与する内容を解説するこ
とにする。
図 6-11 に示したように、手順５でテーマポケットマトリックス上に置き、抽出されたカ
ードは最適な問題解決手法を割り当てた後、各工程や職場や担当区分を横軸に、また、縦

172

軸に改善手法をつけたマトリックス上に置く。ここで、改善効果を個々のカードに見積も
るが、粗い数値化で良い。細かい数値化より実施を急ぐためである。また、マトリックス
の各枠に数件あるものは、上に集計カードを置き、その下に置いたカードの効果を主計し
た値を書く、図の数値はそのイメージである。このようにして作成した数値はちょうど、
水を集める漏斗のように、各種の改善後に予想される値を集め、予算と比較する。以上、
この図化法で、目に見にくい問題を改善した結果得られる改善となる。

手法A適用ｸﾞﾙｰﾌﾟ
例：品質改善手法
手法B適用
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
手法N適用
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
例：自動化対策

５Ｍ＋Ｉ →

経営効果 →

選定→抽出した
改善要求カード

ﾃｰﾏ・ポケット
マトリックス

工程１
手法A
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

３０

手法Ｂ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

２０

工程２

１５

工程３

１７

・・・・・・・ 工程Ｎ

１４
１６

手法c
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

２１

３５

・・・・
・・・・

２３

１６

１８
３５
５３

５９

３５

５９

１０

手法N
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

１２

合計 ６０

６２

６０

２２

６２
１２２

企業の方針に
従って抽出

５３
８８

２６９

５９

経営
予算

図6-11 改善選定カードの実施～効果見積もり
以上の手続きが、「目で見て判る問題対策～予算外だが、プラス効果が高い収益増強対
策」である。

６－３，サービス IE に見る仕事サービスのコツ
（１）製造各社に見るサービスの位置づけ
サービス活動は企業が生産する製品と共に企業製品の質を高める顔であり、「サービス
とは形が無い財である」と定義されている。第三次産業ではサービスは商品そのものであ
るため、極めて高い経営管理項目と定め、対策に努力してきた。特に、海外では、ホテル
宿泊やレストランなどサービスに対してチップという対価を支払う例があるが、この例は、
サービスという仕事にどのような価値を感じたか？をお客様が、チップ額というお金の支
払いで評価を示す例である。
では、サービスの評価を図 6-12 に例示することにする。図の上の方に示された内容は、
先に図 6-3 で示した基本型であり、ジョハリの窓である。「お客様が期待（好む）されるサ
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ービスが充実していれば満足！」とる評価であるが、この方法は多くの場で研究されてき
た。「製造工場におけるサービスは？」となるが、これも一般的だが、「お客様かれの電
話の受け答えに問題がある企業は倒産する危険が高い」という注意がある。例えば、競合
する企業において、商品案内やクレームなどの問い合わせや対応に問題があると、購入を
控えるという行動が発生する。このため、各社ともビジネス・マナーの最初のメニューに
電話応対を入れ、新入社員段階で教育を進めている。挨拶や名刺交換のマナー同様、この
種の対応で相手に違和感を与えることが、どのように良い製品づくりや工場活動をしてい
ても、最初から、その状況すらお客様に判っていただける入り口を閉ざすためである。

お客様側
望む
提供側

実施する

◎ 期待通り

実施しない × 期待はずれ

望まない
×余計・過剰
○ 適合

売上増はその企業の
商品の良さ（Ｑ・Ｃ・Ｄの
程度）を評価して、買う
という行為で投票
しているのと同じ行為！

組織における目的：
① 顧客の信頼と数の増を得る。
プロフィット
② ライバルをしのぎ、特徴ある存在と評価を得る。
＝金銭的利益
③ 長期的、継続的な利益の確保につなげる。
＋
ベネフィット
＝価値を得た
と感じる内容

お客：単なる買い手
顧客：顧みていただける
お客様

映画
故伊丹十 三監督 作

従業員も顧客！

従来：売り手が提供する
商品とサービスが商品だった。

「スーパーの女」
店員が買い物
するスーパーが
基本となっている

図6-12 サービス活動の目的と基本
筆者のような仕事にもこの種の例があった。友人から支援を頼まれた例だが、赤字で困
っているとの話だった。そこで、早速電話した。だが、電話を掛けたとき、この会社の受
付の対応は極めて粗雑だった。友人を介して頼んだ改善支援の内容が電話に出た方に伝わ
っていなかったのかも知れない。しかし、余りにも対応が冷たいため、「必要ならお電話
を」と伝えて、電話を切った（私のような仕事は、支援という仕事だが、一種コンサルタ
ント的な解釈がされるため、何かの売り込みと勘違いしたと解釈したのかも知れない）。
その後、この会社の社長からは何も連絡が無かったが、その 3 ヶ月後、「ここは倒産した」
と友人から電話が入った。理由は、「ここに重要な注文が入ったが、電話応対のまずさが
関与した」とのことだった。電話は顔が見えない。だが、不思議なことに、齢を経ると、
相手の状況が推察できる。この経験は正にそのような内容だった。詳しい説明は割愛させ
ていただくが、図 6-12 の図の下に示した内容を基に評価すると、ここに示したサービスの
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大半が掛けていた事例である。その後も数件、同種の内容があった。全てが倒産するとい
う事例ばかりでは無かったが、似た現象が起きた。このような体験から、筆者は、工場に
おける各種マナーやサービス対応の大切さを強く感じる次第である。同時に、筆者は、先
に紹介した「日本電産の永守社長が三協精機の改善に当たり、3Q6S の中に、5S にプラス
する形で“作法”を入れた理由は、この種のご経験を配慮した対応ではないか？」と推察
した。
本書はサービスに関する専門書では無い。あくまで工場間接部門の方々が関与するサー
ビスの要点をここに記載させていただいているわけだが、GE では、先のウエルチ会長の時、
6 シグマの中で、図 6-13 のような解析を企業活動に取り入れた対処を図る内容を見ても、
企業ではサービスをメーカーでもアウトプットする製品に付加すべきことが判る。

顧客が感じる価値分析

レベル１

レベル２

レベル３
ｽﾋﾟｰﾄﾞ

ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰのｽﾋﾟｰﾄﾞ
味
ﾙｰﾑｻｰﾋﾞｽの
食事

食べ物の品質ﾞ

見栄えﾞ
温度

参考例をGEへ

アイテム数
ﾒﾆｭｰの多様性
H(ﾍﾙｼｰ）ﾏｰｸ付きｱｲﾃﾑ数

企業 のサービス

１、顧客について考え、顧客のことについて話し合うこと
２、顧客が会社をどう認識しているかを評価し続けること
３、顧客の利益になるように、優先すべき問題を解決すること
４、親切の価値が経済価値以上の状況では、顧客に屈服するか、妥協するか、付加価値を
与えること
５、不注意な間違えやまずい処置をした真実の瞬間を誠実に直し、不当な扱いを受けた客に
償いをすること・・・・ と7項目を設定

図6-13 GEのシグマで使われたサービス分析
（２）サービスを戦略的に駆使して業績を伸ばした企業事例
では、サービス品質向上を図った優良企業の例を紹介することにしたい。2012 年 JAL は
京セラ会長の稲盛氏投入と関係者のご努力で、見事に黒字化、上場に復帰した。再生時、
株価はゼロ円、多くの方がリストラされた、格安航空各社が参入する中で多くのご苦心が
あったわけだが、再生の要点はサービス向上による売上高の向上が大きく寄与したとの報
道だった。実は、過去、同種の立て直しがスカンジナビヤ航空の再生時に行われてきた。
図 6-14 がその要点である。これは、ヤン・カールセン社長就任と共に行われた内容だが、
JAL に似た内容だった。以上、この例を見ても、企業はサービス向上を通して顧客の信頼
を得ることの大切さが判る。
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事例１：ｽｶﾝｼﾞﾅﾋﾞｱ航空1980年800万ドルの赤字だった。→37歳のﾔﾝ･ｶｰﾙｾﾝ社長就任
｢ﾋﾞｼﾞﾈｽ客のための世界最高の航空会社にする」方針を立て全ての行動を規制
した。国際観光協会の出張は停止、日本人の観光ツアー獲得も止めた。逆に、
ビジネス客に焦点を絞り新企画を展開（自動車電話でチェックイン迅速化など）
この対策で見事赤字をクリアーさせた。
【誰が企業の顔か？】
① 顧客と直接接する人
② アルバイトでも派遣
社員でも、従業員でも
誰でも顧客にコンタクト
する人は企業の代表
③ どんなに立派な会社
やトップがいても、顧客
に接する人の行動が
ＣＳの対応でなければ
その企業のサービス
展開は失敗する。

企業の姿勢と行動規範
企業の姿勢と行動規範
企業の姿勢として明確にすべきこと
① あなたの会社のお客様は誰なのか？
② お客様はどこにいて、
何を望んでおられるのか？
③ 顧客があなたの会社に求める価値は
一体なんなのであろうか？
④ 何を持って、お客様は満足と感じるの
であろうか？
⑤ 以上の分析に立ち、あなたの会社は
何を行動規範にして、具体的に顧客に
価値を提供しているのか？その評価？

図6-14 スカンジナビア航空における赤字脱出対策
このような研究は、形を変え、製造業でも研究されてきた。そこで、その状況を図 6-15
に例示した。
顧客サービス ：顧客満足を最大限に得るために企業（組織）のあらゆる部門と智恵を
動員、駆使して行う活動であり、顧客のニーズと期待、使用（利用）時の
満足度などの要因にお応えする、という実態ある活動を示す。

【理論より事例で学ぶ大切さ】
① 花王：「顧客の苦情を製品サービスに生かした例」
・シャンプーとリンスの区分ができない、という目に
不自由なお客の意見を入れ容器に突起物をつけ
指先の感触で判別可能にした。
・容器にシャンプーの液が残りもったいない、という
意見でリサイクル、完全取り出し式容器に改善。
② ダイキン工業
・研究開発者に「顧客の声を聞け！」との社長命令
でVOC調査開始、省エネ・タイプの業務用クー
ラーのモーターの使用エネルギー60%を低減
バブルの時期を上回るv字回復を果たした。
企業の論理ではなく、顧客の
立場に立った物＋サービスの
提供が大切！

◆ 不良・クレームが発生する。
◆ 期待した内容が得られない。
◆ 暗黙の不調和
見た目は良いが
顧客は歓迎して
いない（だが、
言わない）

物・品質と
サービ ス？

● 顧客が満足する
ことであり、顧客を
満足させることでは
ない！
● 日頃の企業人活動から
離れて、自ら消費者の視点で購入と
使用上の満足度を評価すべき！

図6-15 リクエストというクレームの活用
産業界では「クレームを味方に顧客ニーズに対応～新商品化と企業の発展！」という言
があり、研究と対策活動が盛んだが、図 6-15 の左下の取り組みはその例である。ダイキン
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工業はバブル崩壊でクーラーの販売が落ち込む状況だった。そのような時、「研究者はお
客様の声を直接聞け！」という社長命令が出た。社長の言では「象牙の塔とは言わないが、
研究室にこもり製品化を進める関係者ではどんなに優秀な製品を作っても売れない」とい
うお話だった。そこで、研究者達は紙と鉛筆を持ち、1 件づつ、製品を購入されたお客様を
まわった。すると、「ランニングコストの改善を！」という要求の多さに驚嘆したため、
消費電力 40％減のモーター開発に着手した。その結果、1 年で 60％もの消費電力を削減す
るモーターを開発した。コアーという芯材にマグネットを挿入するタイプのモーターであ
る。すると、まだ、バブル崩壊の回復が無い時代の 2002 年に、見事 V 字回復を果たした。
しかも、過去の売上高に勝る内容だった。この対策を別名 VOC：Voice of Customers と言
う。正にお客様の声を生かした製品の登場が大きな顧客サービスの形で市場に歓迎された
一つの例を産業界に示した。
過去、似た例を連発させ新商品開発と企業発展をしてきた例に花王の取り組みがある。
ここでは、商品を買われるお客様にお願いして商品に触れていただき、VOC を進める活動
がなされてきたが、図 6-15 の①に例示したような多くの商品開発を成功させてきた。事例
を JMA の講演で事例紹介をお聞きしたことがあった。ここでは、例えば、間違って幼児が
洗剤を口にした対策にはお医者様のネットワークを持ち、即座に対応を進める環境を整備
するなどの内容だった。素晴らしい CS 展開である。説明するまでも無く、これに対する形
で図 6-15 の右側に示した企業、すなわち、VOC 面で欠陥を持つ多くの企業が、ここまで示
した企業と大きく差がつく状況になることは、もはや、読者の皆様には説明する必要が無
い取り組みということになる。
（３）サービス改善の技術
①

ホテルにおけるサービス解析

サービス改善には多くの手法が紹介されている。だが、ここでは、工場間接で活用可能
な内容として、参考になる専門にサービス業が行ってきた対策を例示することにする。工
場においては、受付を始め、工場見学や技術相談～クレームの対応など、工場関係者がお
客さまと直接接する場は多い。そこで、これに似たサービス業をホテルのフロントを例に
取り、分析することにした。なお、お客様の行動とサービスの視点は工程分析によって把
握可能である。そこで、再度、工程分析と共に使う改善キーECRDPS を記載し、解析に入
ることにする。
E：省略の原則である（Elimination）。仕事の本質を見て、真の目的を探り排除する。
C：結合の原則である（Combination）。2 つ、3 つの仕事を統合して、一つでできるよ
うにする対策である。
R：置き換の原則である（Re=arrangement）。もっと良い方法や機器などに置きかえ、
スピードをあげる。
D：分割の原則である（Division）。2 つあるものを分けることにより分担したり、相互
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応援が効くようにする対策。
P：平行の原則である（Parallelism）。分割、平行同時に事を進める。D と同じ内容、
進め方を示す内容である。
S：単純化の原則である（Simplification）。距離や手間、書類の簡略化から、機械化に
関する内容までを含む、IC カード等の利用による転記の省略といった手段もここへ
含めると良い。
では、ホテルにおけるチェックアウト業務を分析してみることにする。顧客の立場に立
ち、チェックアウトの工程を分析すると次のようになる。
（1）キーをフロントへもっていく。
（2）キーを出し、チェックアウトを告げる。
（3）支払額を聞く。
（4）現金、またはカードで支払をする。
（5）多くの場合、待つ
（6）おつりと領収書を受け取り、ホテルを離れる。
では、このようなプロセスで、どこに、どのようなサービスが存在するのであろうか？
これを分析すると図 6-16 のようになる（工程分析の基本事項を学べば、実際の分析はフロ
ーチャートという方式を用いる解析が、この種の対処に有効である）。

お客様より キーを受け取る 要求

サービ 改善の 例
① ホテル利 用時 に（事前 に）
請求処 理を済ま せること で
待ちを防ぐ

キー持 参で ない時

キーの 有無？
OK
部屋No.をコンピ ュータ にインプット
～請求書 発行

② お客様 の行列 が多い時は
関係者 総動員 で対応 する
③ 特別 追加ご 利用の 有無は
赤字で アウトプットした伝票を
作成しておき、 確認支 払いを
早 める

お客様による 確認？
OK

追加、修 正が ある
内容を確認 して請 求書を修 正

支払い金額をい ただく

④ 退館 前、食 事に行かれる
時に差額支 払いなどが 出来る
ようにする。ま たは、 自動振り 込み
で確認・サインと する
（クレジットカードは 登録済 み）

OK
支払い処理とおつりの 用意
領収 印を押 す

⑤ 領収 書お渡しの 時に、お客様
のニーズなどをお聞き する

領収書をお渡し する

⑥ これ から訪問 する場 所
お薦 めのお土産 など、
情報を渡 す準備を
してサ ービ ス向上を 図る

お客様へ キー持 参を願う

請求金額 と照合 ？

不足の場 合
不足金額を 請求

またのお会いを 期待し てご挨 拶 する（含 む笑顔）
お客様が去る までお見 送り する

図6-16 ホテルカウンターを例としたサービス分析
フローチャートの利用は、□や◇の記号の中に文章で仕事の内容が書けるので、このよ
うな分析には有効である。なお、サービスの要点は図の左側に記載した例となる。これは
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ホテルのフロントサービスの例だが、工場における接客という分析には、同じ方式で解析
を願うことにしたい。
② サービスに対する機能分析：目的がひとつでも手段は多数という解析法
サービスという目的には多くの手段がある。そこで、サービス VE を紹介することにする。
評価式は下に示した通りだが、この算式の分子は現状のサービスの状態を示す。同じコス
トや工数を投入した結果、過剰サービスを進める割にアウトプットが低ければ努力は報わ
れない。そこで、分母にあらゆる角度からアイデアを探し、要求を満たして、コスト・時
間がかからない策を抽出するという活用がサービス VE アプローチである。すなわち、この
様な手続を取ることにより（C を下げ）、F を一定のままにして V；ここでは顧客満足度を
高める活動が、VE を用いた顧客満足度改善の向上アプローチというサービス VE と称され
る取り組みとなる。

V（価値） ＝

F＝求められる要求＝働き（＝「名詞＋動詞」で示す）→
C＝同じ働きをするより安いコスト・時間を示す実態や物

では、ここで、工場間接部門でも参考になる。では、あるゴルフ場におけるサービス VE
の適用事例を紹介することにしたい。過去、ここでは、お中元とお歳暮時にいつも万年筆
を配ることが年中行事だった。しかし、このサービスを、お客様は必ずしも喜んではいな
いようであった。事実、ゴルフ場では鉛筆を使うし、背広を着ておいでになるので、子供
さん、友人、机のコヤシになっていることはゴルフ場でも当然想像がつく内容だった。折
しもバブル崩壊、顧客も減る中で「これらの品を戦略的に顧客確保に活かせないだろう
か？」というテーマがトップより疑問として出された。そこで関係者はこの対策を改善テ
ーマとして、次のような検討を進めた結果、価格は半分、しかも、ゴルフ場への予約がダ
イヤルを回さなくても出来るテレフォン・カードを贈呈する対策が選定されたが、顧客数
の大幅な増加を得た。このテレフォン・カードはダイヤルを回す手間が無い。このゴルフ
場にしか通じないカードだった。従って、お客様にとっては、電話代の減、持ちやすさが
評判となり、顧客に大変に喜ばれたわけだった。では、ここで活用された VE による解析経
過を以下に詳説することにしたい。
【あるゴルフ場における万年筆贈呈の VE 対策】
① それは何か？「万年筆である」
② それは何をするものか「字を書くものである」
↓
「本質的でない“場を考えると”○○ゴルフクラブの名を常に
伝えるものである」
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↓
「○○クラブの予約を促進するものである」
③ その価格は？「1,000／本･･･1 年」
④ 他に同じ働きをするものはないか？
「予約促進なら、1．ネーム入りティシュー、2．ネクタイピン、
3．ペン立て、4．カレンダー･･･10．テレフォン・カードと、
沢山アイデアがあるゾ！」
⑤ そのコストはいくらか？
「1．ティシュー

100 円×10 回配れる」

「2．ネクタイピン

10,000 円

「10．テレフォン・カード

10 年に 1 回だぞ」････

500×2 枚つくれる」

⑥ それは必要な機能を満たすか？
「お客様の立場にたつと、常に身につけ、イザという時簡単に年を取った人
でもメガネ、メモなしで酒を飲んでいても誤らずにゴルフ場に電話しなけれ
ばならないわけだから」…→“ヒラメキ”
「「ゴルフ場案内」＋「電話番号」＋「テレフォン・カード」が良い！」
↓
⑦ 結論「投入すると自動的にゴルフ場へ TEL できる専用テレフォン・カードにしよう！」
【キャディさん達が行ったサービス VE】顧客があふれるゴルフ場づくり
この例は、まだ、アクアラインが出来ていない頃の話である。当時、千葉にあるゴルフ
場は、多少とも交通の便が悪いことが関係してお客様があまり訪れない状況だった。とこ
ろがこの中でも「サービスが良い！」と評判が高く顧客が極端に多かったため、JMA のサ
ービス大賞を受賞したことがあった。ここでの取り組みは「ゴルフ場にお客様が来られて、
どのような時間の活用をされているか、ご存知ですか？私達は調べました！」と解析を進
めた。ゴルフ場はキャディさんが世話をするが、ゴルフ場へ来てキャディさんと話しなが
ら歩くのが 50%だった。また、友人と話すのが 30%、残り 20%が風呂、シャワーその他と
いった時間構成だった。そこで、このゴルフ場では「50%もある」お客様との接触時間にサ
ービスの基本がある！」と考え、キャディさんが小集団活動を重ね、楽しく、スコアがあ
がり、良い気持ちを与える話し方に工夫をこらしていた。要は、接し方の工夫を考え対応
するサービスの質向上に集中したわけだった。このような努力は当然お客様に公開して進
めた内容ではなかったが、この結果がゴルフ場の評判の良さを高め、顧客の増加へつなが
っていったわけである。以降、同社の内容が千葉の多くのゴルフ場でも利用された結果、
交通の不便を超え、千葉にゴルフに来る方が増え、現在に至っている。
以上、異業種から学べということで、サービスを専業にするホテルやゴルフ場のサービ
ス向上対策を紹介した。工場間接部門におけるサービスはここまで専門的な内容を必要と
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しないかも知れない。だが、知って活用することで役立てば幸いと考え対策方法と事例を
紹介した。一般にホテルの場合、多くのサービス要件がある。そこで、過去、サービス VE
を、関係者と検討した内容を図 6-17 に例示させていただくことにする。この解析は機能系
統図による例だが、どこにウエイトを置き、人手と費用をどこに掛けて顧客満足度をあげ
るか？という課題の抽出に有効な内容なので、本書に掲載させていただくことにした。
目的手段 系統図 解析 の例
ホテル 産業を例と して
（再度）来たくなる 気持ちを 起こさせる

品物サービ ス方式の価値を 高める

顧客サービ スの
“質”向上を 図る

顧客ニーズを 正確につかむ（変化も知る ）

品物サービ ス方式の価値を 高める
[条件]
1．お客様の立場に
立って判断する

顧客ニーズを 性格につかむ（変化も知る ）

2．限られた人 、設備、
資金を 上手に使う
隠れた喜びを 満たす工夫を する
企業の
対 応

従業員一体となって良いサービ スを 図る

美感を 与え る
良い居心地 を与え る

〔 文化 をサー ビスす る、曲 線美 を形作 る方 式の採 用、 凹凸を 取り入れた 入口 、外見 をよ くする 、5S〕

心のこも ったサー ビスを与え る

〔 体の悪い 人にイス を準備す る 、若い人に は早口で伝え る、たとえ 百円で も一 言を 加え る〕

本物の味と 環境 を与える

〔予 約制で お客 を待たすウナギ や、 パン 屋の焼 きあがり方 式を 取り入れ る 。高級な コー ヒーに高級な
ミ ルク 、 シュガー を用意す る 。味に合 った飲物 を準備 する（ ス ーパードラ イビ ールは 枝豆

に合うの考え 方） 〕

喜ばれ る環境 を
つくる

顧客の必 要に合った 環境 をつくる
え る、女 性が
要〕

〔 女性用 トイ レは ハンドバッグ置 場が必 要、 全身がうつ る鏡等 必要 、自動 販売機 は会話なしで物 が買
ゴル フ場へ 行くのは プ レー意 外に風呂 、食 事が良いため 、若 者は若 者風の 環境が 必

顧客のイメー ジに サービス 環境を

〔 職場に合 った、 外見イメー ジ（従 業員の 服装等） 、 案内文 等は横 書き 、XE ROX、FAX整備〕

合わせ る

（再度）来たくなる
気持ちを起 こさせる

質の高い仕 事を 行な う 〔 アルバイ ト等 補助に雇 った人にも 具体的に 仕事を 指示す る〕
価値の高い サー
ビス を実 行する
価値の高い サー ビ
ス を工夫し 実施
する

親しみをつ くる

〔 名前 を覚え呼ぶ 、名 刺で自己 紹介す る、 五円玉 を ご縁と言う言い 替えで 送る〕

心のこも った態度 を
いこと。身につ ける

〔 心のこも った笑い を行な う。 事務所 はフロ アーに 最上階にマ ネ ジャ ーの机 を置 かな
見下す ようになる 、奉仕 サービスに努 力す る〕

基本、 正しいサー ビス 〔 ホテ ルマンは 手の組 み方 、手に表 情をもた せよ 、言 葉遣い身だしなみ をキチ ンと
する。 礼儀マ ナー を身につけ る
正し く、 詫びる 時は白 黒｣ハッキリ 、 よいサー ビスと低いサ ービス従 業員
が知る こと、
サー ビス を 日常化してゆ く、 言葉の 使い方 を研究す る（ 例） ご
承知の通り 、 ご存知 の通り 、
が よい〕

コス ト対サー ビス
の価値 を高め る

得をしたイメー ジをつく る〔 数字の トリック を利用す る 。9 8 0 円←1 ,0 00 円、オマ ケをつける 、TE Lを 借りると アー
ト引越
セ ンターは1 00 円を袋に 入れて おいてゆく 。しかし 、料 金は引 越代に入 っ
て いる宅配 ピザは
3 0 分遅 れると 値引 きにおくれ る〕
コス トに見合 ったサー 〔 デ ィズニーラ ンドは高いが 、サ ービスにお客 様は満 足して いる 。サー ビスと報 酬が
見合わなビス 充実に努 力する
いと ころにサ ービスはない（ 外 国はサー ビスにチップ を払う 、マ クドナルド
は
元 気良いあいさつ 、安 価な イメー ジの印 象づくりに努 力して い
る 〕

来たくなるか 否か
状態を フォ ロー
する

[なぜ訪れたのか のアンケー ト、 季節の 便りを贈 る]

図6-17 ホテルにおけるサービスVE体系図
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第7章

工場間接部門の総合的効率化対策事例

【業務改善～30％余力創出プロジェクト活動】
ここまで、間接部門の効率化対する手法と個々の手法活用に対する事例紹介を行ってき
た。理論や手法は、実務へ展開し、成果を挙げて始めて活用の有効性の証明となる。この
ような内容を、産業界では「理論無き成果はマグレである。また、成果無き理論はウソで
ある」という教えで語ってきた。そこで、本書として、バルブという流体を制御する部品
メーカーにおけるホワイトカラー生産性ニーズを受け、支援し、4 ヶ月で 30％の方々を新
分野への投入した事例を紹介することにする。
表 7-1 に示すように、この企業は全体で 124 名のエンジニアイング会社であり、17 名 14％
の試作部門を持つ企業だった。リストラという暗い対策の要請ではなく、「現状の人数で、
企業発展のため、どうしても 30％の人材を割きたい。また、現在、残業が多いホワイトカ
ラーの方々の残業もゼロ化したい」というものだった。ホワイトカラー生産性向上には、
企業収益悪化から、やむなくリストラを図る例がある。企業存続と給与支払いが従業員に
出来ない状況で首切りを進める例だが、この例はその種の対応では無い。また、筆者は、
今まで、首切りのためにここに記載した手法を適用したことが無いことをお断りさせてい
ただくことにして、事例の説明を進めることにする。

表7-1 バルブ工場における改善前の人員構成
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間接部門効率化対策に当たって重要な点は、①プロジェクト発動前に、30％効率向上で
得た余力を生かす方々の個人名を定め、何を行い、企業がどのように発展するか？という
経営計画を出す。②気合いや頑張りで業務を進めるのではなく、理想－現実＝改善ギャッ
プを埋めるという形で、個々人の仕事に対するあるべき姿を明確化していただき、自主改
善の形で個々人の業務改善を図る。また、この種の目標管理具体化のため、人事部門長を
中心としたプロジェクトメンバーが個人面接の形で話し合う。③部門間にまたがる問題に
対し、部門長認定の精鋭部隊に加わるプロジェクト員を半専従の形で集め、部門間の問題
対策と、各部門への連絡、各種調整役を図る。④プロジェクト発足前に、1 ヶ月程度の個人
時間分析を進めるための分析~改善手法研修を行い、時間分析と改善、組織で取り上げて解
決すべき課題などを定量的に把握する。⑤大きな組織改善が必要なプロジェクトなので、
仕事を機能分析した後、あるべき、仕事の形態にプロジェクトチームが中心となり、大き
く変更する具体策を企画～提示する。⑥会議や打ち合わせなど意志決定とコミュニケーシ
ョンの効率化を図るため、KT 法を中心とした手法投入を図り、会議や打ち合わせ方式をア
ウトプット先行方でインプットを精査する形態に改善、フォーマット化する、という内容
を定め、表 7－2 の形で全体を進める、ということとした（経営会議で決定、全員に説明）。
なお、この種の対策では、先例を学べということで、業種は異なるが、ホンダ（J）運動や
住友金属鹿島事業所の取り組みが書として紹介されていた内容を参考にした。

表7－2 バルブ工場における間接効率化ステップ

今回、特に重要なことは、プロジェクトチームがトップダウンの形で組織改善や IT の活
用改善に当たるが、従業員が静観してしまっては成果が出ない。そこで、個人の時間分析
と情報工程分析を進める中で、表 7-3 のような様式を活用して全員参画ボトムアップ形態で
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提案を求め、トップダウン＋ボトムアップ融合型で改善を進めた。ここには、先に解説し
た個人で行う自己時間分析がデータベースになるわけだが、その進め方は表 7-4 に決め、個
人と職場サークルによる改善検討を繰り返しながら進める方式で進めた。

表7-4 バルブ工場における自己時間分析
~改善発掘のステップ

また、このような運営で進めた改善内容と効果集計は表 7-5 のようになった。

表7-5 自己時間分析と、情報工程分析を通して得た
改善内容（工数削減値）のとりまとめ
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このような職場毎の改善に加え、プロジェクトチームでは、部門間にまたがる改善や企
業の組織全体を大きく改善しながら、IT を用いた工場における情報・コミュニケーション
システムなどの改善が必要だった。当然、この種の内容は、先の表 7-5 とリンクさせながら
行うが、図 7-1（オリジナルデーター図表 5-12 を掲載）に示した工場の組織改善と、表 7-6
に示した業務の流れと必要人員を検討しながら進めた。
図 7-1 新・企業組織の検討と改善、並びに、必要工数
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表7-6 改善後の組織と仕事、必要工数の見積もり

以上、一連の改善過程と解析データなどを紹介した。この結果は 4 ヶ月後に実施可能性
が高い内容であることが確認され、実施に移されたが、約半年の後、見事に 30％の生産性
向上が果たされただけでなく、残業もゼロ接近させることができた。当然、ここには、IT
によるバックアップがあった。だが、改善の大半は、各種の工数低減を進めながら個々人
の仕事の価値を高めた対策と組織の壁を越えた業務革新だった。
以上、組織全体を改善するモデルとして、ここまでに紹介した内容は、多くの工場間接
部門の効率化にお役立ていただけるガイドとなる要件を持っていることを確認するプロジ
ェクトだったので、ここに、本書の手法を総合的に活用した事例という形で紹介させてい
ただいた。
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