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はじめに 
 今や、産業界は生産量製品種までが目まぐるしく変化し、既に、多種少量生産という言

葉も変種変量時代に変わった。このような時代に対応するには図表Ａに示すような取り組

みが必要になる。 
 

図表Ａ　あるべき高収益体質の確立への対策手順
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 そこで、本書は『市場直結型の生産・販売対策』に対し、下記３点の対策を整理した。 
① 工場のリードタイムを極限まで縮減する生産方式の追求（セル生産を含む） 
製造レイアウト、工場外物流の最適化対策（ハード・ウエア対策） 

② ＪITを駆使した生産～販売までの一元・直結化対策（ソフト・ウエア対策） 
③ 全員参画で夢と理想を持って顧客志向のものづくり活動（ハート・ウエア対策） 
なお、①の対策は過去、レイアウト設計の基本原則を考案、システマテック・レイアウ

ト・設計法（ＳＬＰ）を基にその実務的展開を現状に適合するノウハウと共にまとめ、②

の対策は JIT（Just In Time）生産と、CIM（Computer Integrated Manufacturing）、
SCM（Supply Chain Management）の内容を中心にまとめた。特に、SCM対策におい
ては、③の関連企業を総合化させた全員参画による市場対応と、新製品をタイミングよく

開発する取り組みも紹介したが、本書が多くの方々が進めておられる、生産・販売革新の

参考として、大きく役立つことを願いたい。    
         2004年 11月 吉日 

                 （社）日本能率協会 専任講師 中村 茂弘 
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【本書の内容に入る前に】 
 本書の執筆を開始した 2004年春、昨年冷夏にもかかわらず、コンビニで有名なセブン・
イレブンが、冬の食であるとされてきた、おでんを市場に出し、利益を 10％伸ばした例や、
ネジを１個販売する沢根スプリングという企業が中国に生産が移る中で右肩上がりの成長

をしている例が報道されている。デル・コンピューターもパソコン競争が激化する中にあ

って快進撃中である。ここに SCM（Supply Chain Management）の片鱗、即ち、変種
変動の時代にあって、外部志向で企業のものづくりを見直す必要性を、改めて強く感じた

方々は多いのではないだろうか？この種の例は、顧客志向の立場で変化を柔軟に対処した

例である。だが、全ての企業がこのような対応ではなかった。いきなりの設問で恐縮だが、

下記に例示するＦ社再生の内容を検討いただけると、内部指向と顧客志向の差異が明確に

なる。是非、企業のあり方の一例として、ご検討願い、解答例として示したチェックポイ

ントをご参考に、VOC（Voice of Customers）の対策を考えていただき、本書の趣旨を
ご理解願いただければ幸いである。 
 

 演習問題 【Ｆ社の再生】 

 次の内容を見て、Ｆ社の製品販売対策を軌道に乗せる上で、客観的に見てどのような判

断をするか？討論して３点程度に見解をまとめて下さい。 
 
Ｆ社の概要：Ｆ社は足袋で有名 120 年もの歴史を持つ老舗であるが、倒産、会社更正法を

受けて、2003 年 10 月１日再設立、半年以内に再生を図るため、もと有名デ
パートで、営業企画で実績をあげた（カリスマ営業者）Ｆ社長を迎えて、この

再生事業に入った。従業員は老舗で活躍してきた人々と、新たに雇用した方々

の混合部隊 239 名で努力中。靴下、ストッキング、肌着、ベビーシューズ、
足袋が主製品であるが、今回、主要売り上げ品であるストッキング対策に集中

した対策内容を紹介することとする。 
活動内容： 
 Ｆ社長は、まず、社長に就任し、有名な足袋製造現場を見学された。今は限られた分野

でしか使用されていない足袋の生産に技術の高さを強く意識した。同時に足袋販売の実態

を調査したが、価格が 300 円～3,000 円まで、価格はまちまち、しかも在庫の山、種類は
337 種にも及ぶ状況を問題視した。早速、「品種は 30 種にしぼる」こと、また、ブランド
指向で製品製造・販売を展開し、在庫を圧縮して、売れ筋に絞った高付加価値製品戦略を

展開する指示を出した。これが新社長の行った最初の英断であった。 
 次に、従業員を集め、Ｆ社再生のためには「まず、会社の良いところを伸ばす対策が重

要になるが、何が重要か？自由に言って欲しい。」という交流の場を持った。だが、「品質

は誇れる！」「素直な人が多い。」「人間的に良い人ばかりで努力家が多いが、それが利益に
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結びついていない。」という答えがかえってくるだけであった。 
 新任社長は、就任後、旧大阪ビルにあった本社ビルは明け渡し、原宿に移転した。この

意図は、市場に一番近いところで高付加価値製品の販売を行うことと、市場の声や変化を

従業員が常に感じながら製品開発～販売対応を図ることを狙いとしたものであった。 
 まず、資金調達、また、新会社への再生のため、在庫一掃セールを展開した。これは大

成功だった。同時に、バーバリーなど、高級靴下の下請けで製品を製造してきた実態が浮

き彫りになった。Ｆ社は、技術が高く、バーバリーなど 5 社と契約して製品づくりと、販
売への援助をして売り上げを伸ばしてきたが、自社ブランド製品は足袋だけであることが

社長に判った。そこで、自社ブランド、しかも、Ｆ社のマークを靴下にレゴマークとして

付け、戦略展開をして行く方針を立て、早速、従業員を集め、この方針を関係者に伝えた。

だが、Ｆ社に長年勤めてきた方々からは否定的な意見が続出する状況であった。その内容

は「当社にはブランド力がない。」という内容だった。だが、Ｆ社長はここで英断「会社再

生の責任は自分にある。Ｆ社のレゴをつけてブランド化を狙う。技術はある、顧客が見て

美しい、質へのこだわりで顧客の理解とイメージを得てブランド化する。こうしない限り

自分たちの特長が何もない会社には、再生などあり得ない！」と話した。以下、どのよう

な反対があってもこの方針を基に会社を引っ張って行くことを告げ、これが今後の活動の

中心となり、体質革新活動が始まった。 
まず、従業員の意識が変わらなければ変化は何も起きないと感じたＦ社長は、従業員を

最教育する意味合いから、従業員を青山通り（渋谷の町）へ連れだし販売している商品を

見ながら、売れている商品やその品質の状況を見せてまわった。そうしながら、市場と製

品の教育を従業員に行っていった。この時、Ｆ社の従業員は「始めて、Ｆ社長のような目

で市場をみて勉強になった。」ことや「今まで、このような取り組みは全くしたことがない。」

などの感想を述べていた。この様子を見て、Ｆ社長の気持ちは「我が社の従業員は社内し

か見ていない。甘えている。自分で努力することがなければ会社は再生しない。」と思った。 
このような取り組みの後、11月 20日（１ヶ月後）課題として開発部門の方々に与えてい
た「ブランド・ソックス開発検討会議」の検討のため、会議に出席した。Ｆ社長は部屋へ

入るなり、既に会議室に新製品の提案パネルが展示いる新製品提案サンプルを見て、「これ

では売り物にならない！オシャレさが出ていない。これは、おやじ臭い、一般ビジネスソ

ックスそのものである。」既に、「ブランド品をつくれ！」という命令の基、原案を作成し

た開発関係者はショックを受けた。その理由は、Ｆ社長が具体的に製品の内容を示し、「訴

えるものがこれにはない。」「これは、人にプレゼントしたくなるガラになっていない。」・・・

と、ひとつづつ新製品提案内容を示し、理由を言い、結果、「ここにある新製品は全品ダメ

だ！再度、提案のやり直しに１ヶ月の猶予を与える。」とした。開発担当者に、再度の開発

提案を指示したわけだが、その内容は開発関係者を納得させるものであった。 
この指摘を受けた開発者の中にＳさん、入社 12年がいた。特に、彼は大きなショックと
指摘内容を大きく反省した人の一人であった。この後１ヶ月 12 月 15 日に提案品を製作、
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再度、Ｆ社長が出席する会議に 100点もの新規開発品を持って出席した。当然であったが、
Ｆ社のロゴマークを新製品につけた。それは見事な内容であったし、関係者は、これで、

いわゆる「おじさん臭さは消えた！」という自信作ができたと考えた。このような環境で

開発会議が行われた。そこではブランド商品を中心に営業をしてきた担当者を集め、この

方々を前に、また、それと対面する形で開発担当者が席につき、開発関係者が新商品を営

業担当者に売り込み、審議する形式で行われた。社長は遅れて会議室に入ってきたが、会

議に加わる前に、まず、開発担当者が持ち込んだ新製品の段ボールの中身をのぞき込み、

１品づつチェック、その中から、自分が要求した新製品一つを選定し、開発者、Ｓ氏の肩

をたたき、○と手でサインし、会議に入った。このような状況だったので、Ｓ氏はその製

品を最初に出し、製品紹介に入った。「市場のブランド品は一足 1,000 円ですが、1,500 円
にしたと思います。」というと、営業関係者は、「誰が、買うのか？」「高い。私は売る自身

がない！」という討論が始まった。この様子を見て、Ｆ社長は「2,000にせよ！それでも安
い、営業はこの製品を売り込む体制で、何をすべきかを検討してくれ！」ということで、

この会議は終了した。 
この後、Ｆ社長はＦ社の歴史と取り組みを学ぶため、大阪の旧老舗を訪ねた。ここには

120年の歴史と、レゴとされた人形が飾ってあった。2,500体の人形に加え、Ｆ社長が驚い
たのは昔の広告であった。ここには、当時の方々がＦ社の製品、足袋をブランド化してゆ

くための努力や、自信に満ちた商品紹介、現在見ても、驚く位に素晴らしい意志を顧客に

訴える内容が多々あった。そこで、その一部を持ち帰り、社員に見せることにした。 
12月 18日『おひろめパーティー』の名のもと、Ｆ社の歴史ある広告を関係者に公開した。
従業員は改めて、先輩の開拓者精神や当時の努力、更には、今見ても新しいファッション

の内容に驚嘆した。特にＳ氏は特に強いショックを受けたようであった。更に、新商品を

お披露目するパーティーにＦ社長は、先の会議で検討された販売戦略商品を身につけ、Ｓ

氏に見せ、誉める行動を取りつつ、今後のあり方に意見を言った。ちなみに、Ｓ氏である

が、老舗、大阪に家族を残し、東京に一人住まいしつつの生活をしている。Ｆ者の再生は

自分の双肩にかかっているという意識は高く、社長が青山を歩き商品説明をして以来、自

主的にこの行動を欠かさず、しかも、精力的に新製品開発を担当してきた。当然のことで

はあるが、「Ｆ社のキーマンの一人、最優秀候補である。」とＦ社長は考えているし、Ｆ社

の会長、Ｆ社の建て直しに資金を出すＮ社の社長もＳ氏の活動には大きく関心を寄せてい

る。新会社は先に大阪から、本社を文京区に移したが、その後、再度、移転し、現在のフ

ァッションの町として有名な原宿となっている。社長は、先の会議で示したように、「新規

開拓こそ、また、ブランド化こそが、我が社が生きる道」と考えた。事実、先の会議では、

「この方針を貫け、この責任は俺が持つ！」とまで言い切っている。 
Ｆ社長の考えは、今まで、Ｆ社は「開発と製造はつくり放し、営業も売る行為はするが、

なぜ売れたか？なぜ売れないか？の解析はしてこなかった。これが職場や人事の壁が会社

の活動を阻害している。従って、商品開発に加えて、組織・人事の構成も大きく変えなけ
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ればならないと考えてきた。そこで、『マーチャンダイザー制度』の導入を考えた。ここで

言うマーチャンダイザー制度は、新商品の企画～製造～販売とその評価までの全行程をマ

ネジメントできる人の存在を言う。まず、この制度を人事改革の柱とし、部長以上の会議

で内容を紹介し、担当者を選定した後に、このような組織に移る趣旨を伝えた。当然、部

下にもこの趣旨を伝え、この制度にチャレンジする者は今の職位、職制に関係なく提案と

試験に出てくるよう指示した。 
先のＳ氏を始め、数名がこの企画に立候補して来た時点で、マーチャンダイザーとして

企画する候補者達に、企画をプレゼンテーション願いつつ、その内容を評価する、という

内容を、職制を通じて連絡し、いよいよ試験を開始した。 
１月 10日まず、最有力候補である、Ｓ氏の発表が始まった。ところが、工場生産の内容
は、工場担当者、Ｓ氏の説明内容は単なる商品説明だけだった。このため、Ｆ社長は「そ

の企画で売り上げはどうなる。まず、その商品を企画する基になった商品の売り上げと売

れていた理由を説明して欲しい。今、先の新商品のサンプル説明ではないので合って、マ

ーチャンダイザーとしての説明を聞きたいし、その審議試験なのだから、・・・」と叱咤し

た。この発言で、試験場はパニックとなった。要は、職制を通して行った説明が何も機能

していないからであった。特に、注目すべきことは、先の職制会議で賛同した部門長から、

「Ｆ社長が過去取り組んできた衣類販売と、靴下は違う、ソックスにマーチャンダイザー

制度は当てはまらないと思う、・・」と言った議論や質問まで飛び出した。そこで、「社の

方針としてやる！」「成否は社長の責任だし、これが出来ないのであれば、今後はない！」

とまで言い、強い信念を伝えた。Ｆ社長は、「この方針に努力しないものは会社から去れ！」

という意気で話し、「マーチャンダイザーの候補者試験は２月 26日にやり直す。」と決めた。 
再度のテストはスムーズに行われた、特に、キーマン候補であるＳ氏は、営業や工場の

質問によどみなく答える状況を見てもこのことは明らかであった。これに平行して、3月 2
４日有名新宿のデパートの一角で新商品発表会がなされた。一坪のスペースを借り、Ｆ社

独自のブランドコーナーで新商品を直接販売する、という内容であった。Ｓ氏、Ｆ社長も

参席し、見守る中で、Ｆ社の活動が始まった。Ｆ社長はこれで、Ｆ社の第１歩がスタート

した、と考えている。また、「消費者に本当に商品が認められ、売り上げにつながり、収益

も出て、従業員がそれにより明るくなり、自信を持つようになれば、会社は立派に再生す

る。」と考えた。だが、Ｆ社の再建計画は始まったばかりである。現在、ここまでの状況で、

過去の売り上げ、利益とも何も変化（成果を示す伸び）は全く無い状況である。 
なお、今までの活動を含め、６ヶ月以内にＦ社再生のメドをつけるタスクがＦ社にはあ

る。必死になって、ここまで述べてきた内容の実現が望まれる状況にある。 
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【解析例】本設問には解答はない。解答例よりチェックポイントを提出すべきことが本書

の解答例となる。では、以下にその内容を記載することにする。 
① 各種対策を図る場合、数値、状態目標明示の必要性 
計画に基づく経営体質活動は日産ゴーン氏の取り組みと、その成果が示すところである。

このような意味合いから、まず、リバイバルプランに当たる内容を明確にすべきである。 
② 業績評価と実力主義体制の必要性 

マーチャンダイザー制度はスルーで商品の内容を見る、責任も持つ、という良い点が

ある。ことの良否と働きがい、顧客ニーズを組み入れた対策～売れる商品化への努力に

対する計画と活動評価が個人の評価システムと結びつけてこそ、この取り組みの良否が

責任・担当者の腹にドンと伝わるはずである。この面の強化・補完はこの種のシステム

具体化の重要な要素であると考える。この取り組みは評価されるのではないだろうか。 
③ SCM対策の必要性 

既に、靴下ではダンという会社が SCM成功企業、靴下が中国生産に移る中で右肩上
がりの成長を遂げていることは有名である。F社のように、商品を出して、顧客の声を
売り上げ、売れ筋で見る。新製品提供も企業やバイヤーの感性による判断でするのでは

なく、直接、販売される商品の状況を見て顧客ニーズにあった商品展開を図っている。  

SCM　靴下を小売店に直販・生産する
　　　　　　　　　　DAN社のSCM

工場・大量・見込生産

問屋

店舗

販売 在庫切れ

売れ残り

SCM

店舗販売

 
対策内容は、期せずして SCM である。なお、SCM の詳細は後に詳説するが、デル・コ
ンピューター、セブン・イレブン進展の基本に、ＩＴと共に活用する SCMの外部（顧客）
志向取り組みは注視すべき内容が多い。靴下製造販売ダンを中心に、これらの企業活動と

対比すると、Ｆ社は残念ながら、内部指向の取り組みと言わざるを得ない。 
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１， 第１章 産業界の変革と各社の対応 

 １－１，マーケット直結型工場革新を図るには？ 

現在、多くの企業がマーケット直結型販売・生産対策に JIT（Just In Time）・SCM(Supply 

Chain Management)の活用を欠かせない状況にある。だが、この対処に当たって、IT ネット
ワークの活用という、形だけの方式に突っ走ると、本質的な問題対策に手を打たないため、

生産性はあがらず、結局は仕掛りをかかえつつムダの多い生産になってしまう。このため、

本書では、マーケット直結型生産対応手法を効果的に進めるため、極めて基本的な進め方

を図表１－１－１のように示し、大きく３つの段階から対策を進める方式を提示すること

にした。では、まず、この図表に示す内容から解説を開始することにする。 
 

図表1-1　JIT-CIM対策の要点
たとえたとえ

ハードウエア
　　＋ソフトウエア

　　　ハートウエア
（目的を持った人々の活動）

ハードウエア　
自動車の機械部分

JIT-CIMの場合JIT-CIMの場合

良い工場レイアウト

ソフトウエア
各種制御系

や操作の管理
良い管理のための
装備（IT活用、
目で見る管理など）

ハートウエア
　人生にとって
　価値ある
　　　活動

顧客に評価され
継続的改善が
進む活動

SLIM-Ⅰ

SLIM-Ⅱ

SLIM-Ⅲ

 

 
マーケット直結型販売・生産対策を図るための第一ステップは効率良い生産を支える基盤づく

りであり、この対象として重要な要素は、効率的、ムダのない製造レイアウトの準備であ

る。この条件を、車の運転にたとえるなら、良い自動車というハード・ウエアが準備され

ることを意味する。その理由は、もし、ポンコツで修理ばかりが必要な自動車があったと

すると、そこに、どのような最新の制御システムや IT（Information Technology）を搭
載したとしても、スピードを出し、安全、快適な走行は望めないからである。生産・販売

という活動をスムーズに行うための製造レイアウトは、正に､良い自動車のハード・ウエア
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の構築と具体化に当たる。だが、良い自動車のボデーは基盤整備に過ぎない。そこで、次

に、ハード・ウエアを運営する制御システムが必要になるが、これをソフト・ウエアとい

う。ソフト・ウエアは生産管理システムを意味する。一般に、ここには、効率的な JIT・
CIM・SCM という生産管理手法と共に情報処理手段に IT を駆使する例が多いが、この種
の内容が、自動車の制御システムに相当する内容である。このように、ハード・ウエアと

いう良い車体にプラスしてソフト・ウエア良い制御システムを配備することが快適走行を

行うための条件整備となる。 
 更に、単に、良い自動車と制御システムを整備しても、それだけではアウトプットは何

も期待されない。自動車に例えるのであれば、その自動車を利用して人生の豊かさを味わ

う活動が必要になる。創った新車を博物館に飾るような対策や目的は別として、どのよう

に良いハード＋ソフト装備の車を得ても、単に車庫にしまい眺めているだけでは人生の目

的や豊かさを得ることにはならない。即ち、ハード＋ソフトには、それを活用した活動、

目的や目標を達成する行為が必要になる。筆者はこれをハート（心）ウエアと言うことに

した。具体的活動は企業種毎に異なるが、この内容は企業においては中期経営目標の達成

ストーリーづくりや顧客満足の製品づくりとなる。すなわち、図表１－１－２に示すよう

に、「夢なければ理想なし。理想なければ方針立たず、方針なければ目標立てず、・・・・ 
 

図表1-1-2　ハート・ウエアの基となる内容

夢なければ方針立たず

方針なければ理想立てず

理想立てねば、目標作らず

計画立てずば行動取らず

行動せねば成果なし

成果なければ喜びなし！

喜びなければ次の目標立てず

目標なければ計画作らず

Ｐ
計画

Ｄ
行動

Ｃ
確認

計画なければ
　管理なし！

人生訓に学ぶ、人が行動する基盤

 
 
実行なければ成果なし」という言があるが、企業においては、夢の実現のため、必ず、経

営・生産・製品という３つの革新軸の追求が必要になる。ハート・ウエアは心理面の対策

である。そこで、具体的活動においては、まずこの３つの革新軸を立て、目標を定め達成
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努力と達成評価～満足へとつなげることが企業の活動の基本となる。要は、この３つの革

新軸に定めた目標を達成させながら、企業理念に定めた行動理念の具現化と授業員の職業

感・仕事を通して産業人として、仲間と共に企業観を実現してゆく活動、ハード＋ソフト

＋ハート・ウエアの活動が実務的な内容である（なお、この中身と形は各社、各職場でこ

の内容は様々となる）。 
 

１－２、JMAアンケートに見る産業界の対応 

（中国対応を視野に入れ） 

 現在、日本の製造業は中国生産を始め、人件費が安いアジア各国の台頭により、ものづ

くり形が大きく変貌しつつある。その状況について各種の統計資料を活用し、実態を把握

し、変種変量時代、という言葉に代表される、『短納期・新製品対応』、『短納期生産・販売

システムの必要性』、また、そこに具備すべき『高品質・低コストでものづくり対策の必要

性』について解説を加えることにする。また、このような分析を通し、日本の生産・販売

環境と、そのあり方、また、本書が目的とするハート＋ソフト＋ハート・ウエアを活用し

た生産・販売体制の必要性を浮き彫りにしてゆくことにする。 
 
（１） 中国生産とその驚異 
 原価対策を中心に、今も中国生産には多くの検討が重ねられている。一方、SARS問題以
降、日本企業の体質改善が大きく進められ、既に中国生産を驚異としていない企業もある。

だが、一般的には、2003年現在、中国の人件費は日本の 20~30分の１、しかも、過去、日
本が得意とした家電製品、オートバイ、自動車や IT～携帯電話生産までが予想以上の吸収
力で日本から中国へと転移している内容を見ると、やはり世界の工場というタイトルでひ

とつの生産拠点をなる中国の存在を無視することはできない。このような中国の生産概況

の一例を図表１－２－１に示すことにする。また、既に中国に関する内容は多くの著書が

出ている。そこには多くの日本企業が驚異として取り扱っている内容や、課題は多くの文

献に紹介されているが、ここにそのような内容を示す一例を紹介することにする。 
事例はオートバイ・メーカーにおける例である。この事例は H社が関与する事例である。

オートバイは世界で年間 200 万台の需要があるそうである。そこで中国の需要はというこ
とになるが、その半分の 100万台とのことであった。このような需要がある中で A社は中
国に工場を建設し、販売も中国で行う戦略を立てたが、中国へ行くと、既に H 社のコピー
が走り回っていた。そこで、調査をしたが、オートバイにはキャブレターなど、技術的に

は精度が高く製造が難しい部品が多数搭載されている事実に行き当たり、H 社は大きな驚

異を感じた。その理由は、このコピー・オートバイが全くの中国製なのに、高い技術で製

造されていたからあった。H社では早速このような部品がなぜ製造可能なのかを調査した。
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その結果判ったことは、かつてオモチャを製造していたメーカーがアルミ鋳造でキャブレ

ターを生産するので、高い精度で製品を製造実現が図れることを掴んだ。 
 

図表1-2-1　中国生産の驚異を示す例

カラーＴＶ　24.4%

ＤＶＤﾄﾞﾗｲﾌﾞ　39.4%エアコン　57.6%

四輪車　5.5%ＶＴＲ　20.7%
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HDD　20.4%

自動二輪車　48.6%

WTO
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中国には既に、この種の高い製造技術があったわけである。ちなみに、「中国では、既に、

1970年代に鉄鋼生産を日本から技術導入し、具体化させてきたので、工場生産に関するイ
ンフラを中心とする基盤整備も整っている。加えて、この種の製造技術があるからコピー

の製造が可能である。」と H社は理解した。オートバイの生産は 50社を越える企業集団で
行われていた。本来、製品のコピーは国際法的には取り締まりをすべき内容である。だが、

中国でこの種の法の整備はまだない。たとえ中国政府にコピー違反者の取り締まりを訴え

ても具体的活動は起きない。そこで、H 社では「取り締っても雨後の竹の子のように生ま

れてくるオートバイのコピー会社への対応は気が遠くなる状況である。」と判断した。次に、

逆手を考えた。弱小コピーメーカーは資金がない。また、人材育成もままならない。「それ

なら、コピー会社の優秀な企業をまとめ H社の傘下に置き、中国で正式に H社の製品生産
を行わせよう。」という戦略を展開した。この戦略は現在に実り、既に H社における生産販
売は既に軌道に乗っている。この話は直接 H 社の技術者からお聞きした話だが、この例が
示すように、「中国は技術力が低いから大した驚異にはならない。」と考えるべきでない。 
 過去、日本の産業は米国に追いつけ、追い越せだった。多分、当時、米国側からすれば

日本を驚異と見ていたことは事実である。この状況は、現在、日本が中国を見る内容に匹

敵する。かつて、米国で「ジャパン・バッシング」という事件があった。1980年代末期だ

 4



ったが、「米国の産業不況は日本が米国から学び、追いついたことによる。米国を越え、我々

の産業に進出し、失業者を増加させる状況は許せない」ということで、日本の自動車輸入

排斥の問題を図った例である。このジャパン・バッシングの後、米国では日本に技術をや

たら公開することを禁じ、国をあげて対策を練り、IT を柱に復活劇を演じた。また、一方
では、米国の大手自動車メーカーGMはトヨタとの合弁会社 NUMI社をつくり JIT導入を
図り、自動車の生産性・品質向上に努めた。この対策で米国の自動車産業は復活した。以

上の内容は米国経済が 21世紀に入る前に行った対策として知られる有名な内容である。現
在、まだ、例は少ないが、日本と中国の関係もこれに近い内容が発生しつつある。例えば、

人件費低減ニーズから中国で金型を生産する例があるが、多くの金型技術が中国へ流出し、

問題となっている。これ以外にも、技術流出に危機を感じている企業は多く、日本各社は、

現在いろいろな手を打ちつつある。 
一般に、日本では、製品の質と共に、高い技術を短納期で駆使した企業だけが生き残る、

という傾向が現れてきている。日本で量だけ、拡大を経営基調にする企業は倒産の憂き目

に合う例が多く出てきている。本書が対象とする業界とは異なるが、既に、この種の内容

は量販店に特徴的にその傾向が出ている。流通業界では Y社、スーパーマーケットの D社、
デパート S 社などは量を追う戦略展開だったが、この種の失敗の顕著な例とされている。
逆に、顧客志向で売れる時に売れる物だけをタイミング良く提供する。値段は少し高価で

も、新鮮、安全、顧客の望む高品質製品を提供する努力をしてきたセブン・イレブンはそ

の逆の対策を図った代表例とされている。また、図表１－２－２がその内容を示している

（ここでは、不況下の中で、驚異的ともいう内容で売上高と収益を伸ばしている）。 
 
図表１-２-２　セブン・イレブン全店の売上高・純利益の推移
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このような内容から、日本におけるものづくりのあり方もうかがい知ることが出来る。す

なわち、高品質・短納期、顧客志向の製品を売れるタイミングで提供する取り組みこそが、

日本産業発展の要点になりつつある状況である。 
 
（２） 産業構造の変化と JMAアンケートに見る各社の経営重要課題 
 先の例を含め、日本産業が進む方向を大局的に把握することにする。図表１－２－３は

日本における産業の変化を示す統計の一例である。この図表を見て判ることは、産業が大

きく変化してきているという内容である。図表が示す通り、製造業が 1992年を境に落ち込
みを見せている。この内容は生産過剰、海外への生産移転、地球環境問題の対策から、ゴ

ミにしないものづくりを指向する各社の活動がここに大きく関係している。卸・小売業・

飲食点の推移は生活環境の変化に伴う伸びとされているが、注目すべきは、成長の一途を

たどるサービスという項目とこの分野への就業者の伸びである。この内容は、IT のソフト
開発に加え、アフターサービス、新製品開発分野といった分野が日本産業として大きく進

展している内容を示すものである。 
 

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

19
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

サービス業

卸・小売業・飲食店

製造業

出所：総務省

図表1-2-3　業種別就業者数の推移

 
 
 産業構造の変化を示すもう一つの統計がある。図表１－２－４である。過去、「日本は“欧

米の猿マネ”中心の製品づくりを企業活動の主体にしてきた。」という諸外国のそしりがあ

った。この内容の一端を示す例であろうか？過去、海外から技術を購入する額は販売する

額を大きく上回る状況だった。しかし、1993年頃を境としてこの状況は一変している。そ
の理由は、今や、日本は技術を販売する金額が輸入する金額を大きく上回る状況になって
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いるからである。このように、日本の産業構造は近年、大きく変貌してきたわけだが、そ

の要点は次のようなる。 
(1) 市場に飽和状態になっている製品種に対し、相変わらず量を追う方式は不合理である。 
(2) 特徴ある製品づくりのためにはサービスというキーワードを中心に、製品に何らかの
ソフト面での付加価値の追加が必要になっている。 

(3) 知的産業が重要視される時代になっている。 
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1986 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1998

技術貿易支払額

技術貿易受取額

受取額／支払額

（億円）

支払額

2

1

0

0.5

1.5

受取額

出所:総務省

図表1-2-4　技術貿易の推移

 
 
このような解析に加え、我々は、もうひとつの局面である産業界の６・3・3 制なるもの
に目を向ける必要がある。図表１－２－５をご覧いただきたい。産業界の６・3・3 制を図
表の右上に示すが、その内容は、資金を投入しつつ顧客ニーズに適合した新製品開発に６

ヶ月、しかし、そのような新製品も生産ピークを迎えるまでがたった 3ヶ月であり、後の 3
ヶ月は在庫処分をしながら次の生産立ち上げに備えるのに 3 ヶ月、という内容である。こ
のような内容は携帯電話、パソコンに多く見られる現象とされ、ドッグイヤーという言い

方もされてきた内容だった。今やこの種の製品に留まらず、家電品、自動車、食品～家庭

用品に至るまで多くの生産財で見られる現象となっている。さらに、このような生産・販

売環境に対し、各社がどのような経営課題を持ち活動しているか？という内容について、

JMA（（社）日本能率協会）による調査結果を紹介することにする。アンケートは図表の左
側に示したが、771社の内容は、次のようになっている。即ち、 

(1) マーケット対応としては顧客ニーズに対応した高付加価値製品を如何にタイミング
よく出すべきか？ 
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(2) 海外生産との差別化を配慮しつつ、高品質の製品を適正価格でいかに提供すべきか？ 
このためには、 

(3) 既存の仕事のやり方を見直し、組織改革と共に、人材育成と意識改革を如何に進め、
変種変量の時代に対応すべきか？ 

という 3 点にその経営重点課題がしぼられる。このように、各種統計を整理すると、日
本産業が変化対応と共に、ものづくりのあり方を市場直結型でどのように変革させるべ

きかが、より明確になってくる。 
 

図表1-2-5　JMAアンケートに見る
　　各社の重要課題対策

製品ライフサイクルの短命化の状況

＋
↑
金
額　

↓
マ
イ
ナ
ス

新製品開発６ヶ月

立ち上げ～
ピーク
　３ヶ月

終了まで
　３ヶ月

経営成果を
迅速にあげるには？

0

20

40

60

80

100

　　アンケート集計
　　　　　　↓
解析と重要課題抽出

１、マーケット領域　７７１社
　　①　高付加価値サービスの開発　 48.4％
　　②　お客様のニーズ先取り対応　 47.7％　
　　③　顧客情報蓄積と活用　　　　　 32.3％
２、生産領域でのアクション
　　①　品質に圧倒的に高い信頼性追求63.9％
　　②　Q・C・Dの最適化　　　　　　　 　　 72.4％
　　③　需要変動に対するﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ化　 28.7％
３、研究・開発領域でのアクション
　　①　経営戦略・事業計画との一貫性　42.5％
　　②　研究・開発とﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの連携　　38.8％
　　③　同上の成果創出期間短縮化　　 28.4％
４、その他：成果主義　　　　　　　　　 　 　75.4％　

今回紹介する課題の例
①　SCM対応(サプライチェーンマネジメント）

②　新製品立ち上げスピード化
③　N社に見るスピード収益向上
　　の極意！　

解説と
　相談

 
  
 
（３） マクロに見た日本におけるものづくりのあり方について 
 ここに日本におけるものづくりのあり方の全てを述べることは出来ないが、マクロ的に

先に示した各種統計の解析から提示される内容を紹介することにする。図表１－２－６は

高付加価値製品を生むために生産側でどのような対応を図るべきかを例示した内容である。 
価値連鎖という考え方である。一般に、企業が活動して高い収益性をあげつつ顧客満足を

得るためには、SWOTの考えを用いた活動が最も効果的とされている。Ｓ（Strong：強み）
を伸ばしＷ(Weak Point：弱み)を消す対策を図る。この対策で顧客評価を受けた製品に対
し、Ｏ（Opportunity：チャンス）を見つけ販売する。この対策により、Ｔ（Thread：驚
異）を消す対策を図るという対策である。SWOT はマーケッティング戦略の基本である。
このような対応を図るためには、的確､タイムリーな顧客ニーズ把握と、変化する顧客ニー

ズに柔軟に対応する生産体制が必要になるが、ここには各種企業グループが一体となった
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連携プレーが必要になる。今や連携プレーの構造は社内外を超えた生産・販売・物流対策

であり、研究開発～製造・販売～流通をも加えた柔軟な市場ニーズ対応ということになる。

また、このような対応が JIT・SCMを手段とした対策の要点となるが、市場直結型で、い
かに､早期、かつ、市場対応性の高いこの種の体制を実現させるかが、企業存亡の差異とな

っている。 
 

図表1-2-6　バリューチェーン（価値連鎖）
社内にある競争優位な源泉の発掘～活用

生産・販売・物流管理システム　

人材と人材を活かす活動

　　研究　　～　　新製品開発　　　

資材調達・系列ネットワーク

購買
調達

製造 出荷
物流

販売
ＰＲ

サー
ビス

顧
客
対
応

T：脅威O:ﾁｬﾝｽ

W:弱みS:強み

強みを伸ばし、弱みを減らすマネジメント

マッキンゼーの７Ｓ
１　戦略(Strategy)
２　組織構造（Structure)
３　システム（System)
４　人材（Ｓｔｕｆｆ）
５　スキル（Skills）
６　スタイル（Style）
７　価値観
　　（Shared　Value）

マッキンゼーの７Ｓ
１　戦略(Strategy)
２　組織構造（Structure)
３　システム（System)
４　人材（Ｓｔｕｆｆ）
５　スキル（Skills）
６　スタイル（Style）
７　価値観
　　（Shared　Value）

主活動

 
 
 

１－３，マーケット直結型工場革新に対する各社の取り組み 

（１） 生産システムとマネジメント活動 
 お客様が購入される製品は、品質・納期・コストに加え、各種サービスが付加され、価

値となって提供される。この状況を図表１－３－１に示すが、これを、多くの企業で、『も

のづくりのプロセス』という。なお、このようなプロセスを横軸とするならば、これに対

し、マネジメント活動というものが縦軸という形、また、交差する形で製造プロセスを補

完する。この種のマネジメントが果たす役割は、限られた資源（人、もの、設備、時間、

金、情報・・・といった生産・販売・物流活動のための要素）を有効活用して製品実現を

果たす、即ち、「如何にムダなく効率よく生産・販売へ向けるべきか」、という活動となる。

このように、ものづくりは、この図表に示した縦軸と横軸の活動によって具体化するわけ

であるが、先の考え方と連携させるならば、横軸は生産ラインというハード・ウエア、縦

軸は生産管理というソフト・ウエア＋会社における各種従業員の活動を支えるハート・ウ
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エアということになる。なお、単にこの解説だけだと先の図表１－１－１の繰り返しに過

ぎない。そこで、マネジメントの重要性を次の解説と共に明確にすることにする。 
近年、マネジメントのやり方で大きく企業の状態を変えた例は多い。事例を紹介するこ

とにする。有名な一例は日産自動車だが、日産自動車は 2000年に赤字転落していた。また、
多額の借金を抱える状況だった。だが、ゴーン社長が就任した途端、短期間で赤字脱出と

多額の借金返済を果たすという、劇的な快挙がなされた。この要点は図表１－３－２に示

す通りである。また、その要点はトップダウンとボトムアップが連携され、リバイバル・

プランという再生計画に職場の枠を超えた全員参画の活動がなされた結果である。これは、

正に、マネジメントのやり方を大きく変革された事例である。この例は、野球で恐縮だが、

同じ時期、過去、最下位に転落していた阪神を 2003年には優勝という快挙を果たした星野
監督の管理術と共に注目された内容に似かよる点が多い。この種の事例はマネジメント変

革に関与する内容であるが、このような成功の要因をあえて図にまとめると、そのアプロ

ーチは図表１－３－３に示すようになる。 
 

図表1-3-1　生産活動システムとマネジメント活動

Input
（投入）

生産・販売 Output
（産出）

キャッシュフローのスピード・円滑化

理　　念理　　念

目　標目　標

活動の仕組み活動の仕組み

目標達成目標達成

夢の
　実現へ

Q:品質向上
C:コスト低減
D:納期短縮
P:生産性向上
S/E：安全・環境
M:士気向上

Q:品質向上
C:コスト低減
D:納期短縮
P:生産性向上
S/E：安全・環境
M:士気向上

製品と
　サービス

製品と
　サービス
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図表1-3-2　CF強化策の成果に見る要点
CF;　組織の壁を越えたクロスファンクションを実施した日産ゴーン氏の活動と成果の要点

黒字化のポイント １，　計画的行動（リバイバル・プラン）
２，　トップ・マネジメントの力
３，　枠・組織を超えた活動
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図表1-3-3　トップダウン＋ボトムアップ融合化の要点
トップの思い

①　経営に結びつく問題→対策→効果の明示

②　活動の良否と貢献度が目で見て判るしくみづくり
③　変革を進めるキーパーソンとキーファクター

①　経営に結びつく問題→対策→効果の明示

②　活動の良否と貢献度が目で見て判るしくみづくり
③　変革を進めるキーパーソンとキーファクター

危機感危機感

成果を出すとそこへ資源を集中する傾向

仕掛け人
　①　成果が確実手法の駆使
　②　成果が早くあがる対策

　②　わかりやすい表現と

仕掛け人
　①　成果が確実手法の駆使
　②　成果が早くあがる対策

　②　わかりやすい表現と

ﾜｰﾙﾄﾞNo.1
　　　実現ｽﾄｰﾘｰ
①　状態目標

②　数値目標
③　段階的
　　　　レベルに向上

リセット
　過去の歴史
　　　　　習慣

の見直しと
　　刷新・変革　

拡大
①　IT管理　②貢献度が目で見える
　　　　　　　　　活動体系
③職場・協力会社の壁を活動

拡大
①　IT管理　②貢献度が目で見える
　　　　　　　　　活動体系
③職場・協力会社の壁を活動量＋質的効果

　　の創出

量＋質的効果
　　の創出

 

 
 

 11



では、この種のマネジメントの構造や具体策､特に、今回対象とするテーマ『生産・販売

リードタイム短縮』に有効、かつ、どの企業でも活用可能な明解な手法はないか？という

課題が出てくる。幸い、この種の対策は（社）日本能率協会による TP（Total Productivity：
総合生産性）マネジメントで既に研究され、具体化され、今は多くの企業で成果をあげて

きた。この内容については第４章に詳しくその内容を紹介させていただくことにするが、

要点は、図表１－３－４に示す通りである。なお、この図表は ISO9000:2000 に規定とし
て示されている内容を目で見てわかる形で具体化させていた内容として知られるマネジメ

ント方式としても産業界で有名な方式のひとつである。 
 

図表1-3-4　全員参画目標達成活動に活用　
　　するＴＰ展開図とは(基本形）

ISO9000:2000　2.3　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛｰﾁ

a) 顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに期待を明確にする。

b)　組織の品質方針及び品質目標を設定する。

c)　品質目標の達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任を明確にする。

d)　品質目標達成に必要な資源を明確にし、提供する。

e)　各プロセスの有効性及び効率を測定する方法を設定する。

f)　各プロセスの有効性及び効率を判定するための指標を適用する

g)　不適合を予防し、その原因を除去するための手段を決定する。

h)　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの継続的改善のためのﾌﾟﾛｾｽを確立し適用する。

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

（５）実績（成果）の収集

目標値：１００

総合目標背設定

品質保証実態図

 

 
（２）、リードタイム短縮が与える経営的意義 

 
リードタイム短縮は原価低減、品質改善と並び、極めて重要な内容である。第 2 章の具
体論に入る前に、ここで、その意義をあえて取り上げ、要点を解説することにする。 
企業が生産・販売のため製品をつくるが、つくった製品が売れるタイミングに合ってい

ない場合、早すぎると売れないケースが生じるが、特に遅れた場合、顧客の信頼を失うば

かりか、期待する売り上げが得られない、という危険が生じる。また、この問題は資金繰

りという問題にも大きく関与する。そこで、本書は経営分析の書ではないが、常識的に知

っておくべき内容に限り、ここにリードタイム短縮と経営改善・影響に関する要点をまと

めることにする。 
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① 資金繰り（キャッシュフローの改善）とリードタイム短縮 
昨今、銀行の貸し渋り、引き剥がし（貸したお金を期限にかかわらず取って行く行為）

が社会問題になっている。この影響は中小企業の倒産という形で社会問題になっている。

昨今の事例だが、図表１－３－５の白書に報告された『勝ち組と負け組の差』を例にキャ

ッシュフロー（資金繰り）対策の重要性に対する重要性を紹介することにする。図表は各

種経営上の対策をレーダーチャートで示したものであるが、その差は歴然としている。勝

ち組の活動は次のようになるからである。 
(1) 幹部の給与・ボーナスなどの低減もあるが、営業・販売強化に大きな活動の重点を置
いている。このことは、市場対応の製品づくり（含む販売）に大きな努力が払われて

いることを示している。 
(2) 仕入れを始め社内外のコストダウンを総合的に進めている。 
(3) この努力があって、負け組に見られる借金の返済に走り回る内容が極めて少ない。 
負け組の内容を詳説する必要はないと考える。その理由は、上記の(1)～(3)の全く逆にな
っているからであり、親戚・知人から借りる。経営者の個人の資金を投入する。事業縮小

を図る、という内容が資金繰りに困っている実態を示していることを見れば誰でも判断が

つくからである。 
中小企業の場合、資金力不足から倒産になるケースが多い。その理由を図表１－３－６

に示すが、企業は黒字でも簡単に倒産するという問題である。企業活動においては、借金

が出来れば何とか凌げるが、もし材料購入時に資金が無ければ材料は買えない。また、従

業員の給与も支払えない危険にさらされることになる。この具体的イメージを図表１－３

－７に示すことにする。工場における材料～製品化と資金の関連は図表で示した内容にな

るが、材料を購入し、ものづくり、仕掛かり、在庫、・・・という内容が円滑に動けばこの

ような問題は発生しない。だが、もし、お金の流れが止まると、たちまち循環がおかしく

なることになる。工場内にたまっている材料や仕掛かりも、よく見れば、物という形には

変わっているが資金が変化した姿というわけである。だが、中間財や在庫の形で製造・販

売工程の中間で寝ていたのでは売り上げという現金にはならない。もし、ここで製品を売

り上げても、買掛金という形で入金が無ければ、現実の資金には変換できないので、資金

不足、材料が買えず、従業員の給与も払えないということになる恐れがある。このように、

原価低減と同じく、資金の流れの円滑化は企業にとって重要対策ひとつのひとつであるこ

とに、我々が注視すべき重要なテーマが多数存在する。 
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図表1-3-5　‘03年　中小企業白書より：
　　　　　　　勝ち組と負け組の差異？
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図表1-3-6　経営活動と現金の流れ

生産

発送生産

販売

入金

材料
購入

販売

販売して始めて
入金する

正循環
の状態

倉庫

売れる積り
　　　で在庫

売れない
→滅却

悪循環

　顧客を含めた資金の流れは図のようになる。即ち、製品が売れる。これで、入金がなされ、次の生産
のための支払い、従業員への給与の支払い、・・・など、売上金が活用される。この状況を経営資金
の正循環と言う。だが、もし、ここで、在庫した製品が売れなければ、折角、製造しても値下げして売る、
だが、売れなければ廃却ということになることもある。資金繰りとしては悪魔のサイクルに突入する事態
となる。企業は，売れるだけのものを売れる時、生産すべきであり、リードタイムは縮減すべきである。
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図表1-3-7　　生産活動とコスト発生状況

　工場におけるものづくり～販売の過程は、特別な場合を除き(ｻｰﾋﾞｽ残業やなど）、全てて費用の
発生に関係する。そのイメージは図のような上昇曲線になり、コストが加算され、最終的に売上
原価（製造＋仕入原価）になる。そして、これに平行して大切な点は、資金の流れである。資金の
流れが止まれば、コストだけがかさみ資金が無いので払えないことになり、この循環は停止する。
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② 経営体質強化とキャッシュフロー対策 
資金繰り対策の重要性を中小企業における『勝ち組、負け組の対比』から解説した。

特に、資金を充分持たない中小企業においては、資金不足は企業活動上重大な問題であ

り、その要因は、単に貸付金、売掛金など、未回収の資金だけでなく、生産～販売～入

金までの大きな資金の流れが関与する。要は、資材を購入すると、ここに、必ず資金が

使われるわけだが、この資金入手のためには、資材、工程間にある中間財（仕掛）、加工・

組立中の材料～製品在庫、物流・販売を待つ製品の全てを早く原価化する取り組みが必

要となる。このためには、生産~販売の流れをスピード化させ、早く販売～現金化するこ
とが重要になる。企業活動では、この局面を財務ではキャッシュフロー対策と言う。  
つぎに、この種の内容が経営的にどこに、どのように数値として出てくるのか、とい

う内容を解説し、次に、キャッシュフローの改善を明確にすることにする。では、まず、

貸借対照表(BS：バランスシート)の構成を図表１－３－８に示すことにする。この図表
を見て判る通り、生産・範囲活動に貸す資金と、そのお金を調達した先を示内容(借り)
の状況を対照、比較して示した資金の状況を示す内容が貸借対象表となっていることが

わかる。左側は資金の運用であり、流動資産とはものづくり～資金回収、それに要する

固定資産の投入を示したものである。要は、生産活動の状況を資金という形で示してい

る。これに対し、右側はその資金を自分で調達したのか？という内容と、もし、不足の

資金が出た場合、それをどこからチャーターしたか、という負債の状況を示す（借入金
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で補っているかを見るものである）。両者は必ず 100 でバランスさせなければならない。
そうならないのはどこかにウソがある。なお、正確に資金のバランスがわかると､生産販

売活動の資金が大きいと、その金額は資金を外部から借りても調達すべきことがわかる。

逆に資金不足になると、このような資金バランスは成り立たないことになることも判る。

即ち、左方の生産活動に資金が調達できないので円滑な生産活動が成り立つはずがない

ことを意味するわけである。 
では、現金保有→部品・材料購入→生産～販売→入金という内容がこの中のどこに示

されているのであろうか、それには図表１－３－９、貸借対照表の左側をご覧願いたい。

図表に示した流動資産、という資金は、その下に位置する土地・建物や設備を資金で表

した資産（有形固定資産）をベースに資金を流しながら生産・販売活動を行う活動資金

の流を意味する。ご承知のように BSは期首・期末における、ある時点の資金の状態を示
す内容であり、一時点の資金の状態を示す（なお、この内容は収益を示す損益計算書(PL)
のように半年、１年と活動した結果得た利益（＝売り上げ－コスト）とは異なる。BSと
PL は両者とも企業経営上、極めて重要な内容である）。この両者を総合化して企業の健
全性、ということで図表１－３－１０のように一覧で示す方法がある。企業は総合力で

収益向上を目的として活動するが、その総合力は総資産利益率で評価される。利益は PL 
より算出されるが、分母の総資産は先に示した BSの貸し方、または、借り方の総資産を
示す。この計算で､企業はお金の面で固定資産と流動資産全体を活用して生産・販売した

結果、どの程度の利益を得たかを示すかを評価することができる。 
 

図表1-3-8　貸借対照表の持つ意味

貸方＝１００

流動資産

資産
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の
　状況　

中身は
ともかく
バランス
している

期末の状態？

他
人
か
ら

借
り
た
金

自分の資本金
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図表1-3-9　BSと流動資産という生産・販売活動の関連
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流動資産：現金、並びに、比較的短期間で換金可能な
　　　　　　　資産の対象

固定資産：1年以上にわたって所有したり、設備のように長年
　　　　　　　　所有して使用する資産の対象

　流動資産の関連事項を解説することにする。見ての通り、流動資産
とは、ある時点（期末など）の生産・販売～売上～資金回収状況を資金
という局面から、その実状を示したものである。

 

 

図表1-3-10　損益計算書（PL）と貸借対照表(BS）と
生産販売活動の関連
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ＢＳの対策は①生産ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮や、仕掛低減などと、
②持てる資産の効率向上対策である。
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次に、この中身は？となる。売上金を分子・分母に置くと２つの内容に分割される。

右側は利益／売上高＝売上利益率となり、この内容は、ある売上高の時、１個売る毎に

どの程度の利益を得ているかを示し、損益分岐点分析と共に、固定費、比例費の低減、

売上高増強対策がこの対策となる。また、もうひとつの左側は、売上高／資産合計＝資

産回転率というものだが、この内容は、売上高を得るため資産をどの程度回転する力が

あるか？という状況を示している。身近なたとえ話で恐縮だが、一般に、駅前の立ち食

いソバ屋さんは１杯のそばを売っても利益が小さい。店も小さく、そばなどの置き場も

資金もない。だから、売れた資金でソバを買いソバをつくり、売る、という回転数の増

加に努力する。その結果、回転の数の増加が総合利益の増加となる。これは小回りを効

かし利益を得る方式の活動を示す内容である。この方式を企業にたとえるなら、設備も

人も少ない状況で、資金を回転する。すなわち、川の流れを早くしてアウトプットして、

またインプットを得る活動に当たる。小さい工場と販売体制で効率よく、しかも、途中

に在庫や仕掛りを持たずに生産することを意味する。また、これは JITや SCMの内容そ
のものとなるが、経営的にはここまでに示した内容になる。 
では、このようにして得た売上が、順当に将来、企業が発展するための投資に使われ

ているのであろうか、これが次にくる企業の課題である。さらに、借入金を持つ会社は、

利益を返金に回し、自己資本の増強と共に企業の経営革新が順当に進められているので

あろうか？ということも気になる。このような状況も見なければ企業の今後や、資金運

用の良否の実態が判らない。なお、社会的には、バブル崩壊後に、「このような内容は明

確にすべき！」ということになった。そこで、法律も改正され、キャッフロー報告書の

公開が大手企業に報告が義務づけられたわけであった。報告書の形を図表１－３－１１､

例を図表１－３－１２に示すことにする。 
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図表1-3-11　ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ報告書の形と経営活動
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図表1-3-12　ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書の計算例
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（ＢＳ）　－　短期借入金返済額

（ＰＬ）　－　株主への配当金の支払い

　　　（財務活動によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ）

Ｃ
財
務
活
動

－４５００

　－５００

　 １０００

　　　　　０

（－４０００）

（ＢＳ）　－　有形固定資産の取得による支出

（ＢＳ）　－　投資・有価証券の取得による支出

（ＰＬ）　＋　投資・有価証券売却による収入

（ＢＳ）　＋　資金が底をつき、証券などを売却

　　（投資によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰ）

Ｂ
投
資
活
動

　３０００

　４５００

　　－３０

　 　１００

　　 　６０

　　－３０

（７６００）

（ＰＬ）　＋　当期利益

（ＢＳ）　＋　減価償却

（ＢＳ）　±　売上債権の減少額
（ＢＳ）　±　棚卸資産の減少額
（ＢＳ）　±　買入債権の増減額
（ＰＬ）　－　役員賞与の支払い額

　　　（販売活動の結果得たｷｬｯｼｭﾌﾛｰ）

Ａ
営
業
活
動

金額　　ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの区分

Ｄ活動の結果残る額（現金同等物を含む）＝
Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝２００　　（この額を前期に加算する）
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第２章  最新レイアウト設計技術：SLIM-Ⅰ 

＆ リードタイム短縮の技術 
 

 ２－１，システマテック・レイアウト設計前の事前チェック 

 レイアウトとは、先に図表１－１で解説した生産・販売システムの根幹をなすハード・

ウエアの構築に当たる内容であり、良品をスムーズに製造できる環境として、生産ライン

という設備やインフラ面の設置対策である。そこには「流れ（レイ）を作り、材料を投入、

製品をつくり、出す（アウト）工程の流れをつくる目的を果たすための手段」が必要とな

る。工場に於いては、人、物、設備、お金、情報が活動し、製品の製造を行うが、これら

生産の要素のうまい組合せをつくる具体的な対策がレイアウト設計技術である。レイアウ

トは家の土台のようなものであるから、一般に、大幅な変更には多くの費用と時間、困難

までが伴う例が多い。特に、装置産業においては、慎重にレイアウトを検討し、具体化を

進める必要がある。また、生産時に多くの人、物、設備が関係するので、操業時の反省点

は少ないほうが良い。このような物の見方から、レイアウト設計時に、出来るだけ問題を

軽減化させる必要がある。この対策に当たっては、事前検討の充実を図りつつ、「過去のチ

ェックポイントを整理し」「将来に向けた理想的な工場づくりに役立つ方法の探究」が必要

になる。このような視点に立ち対策手順を整理した内容が本書に述べる「レイアウト設計

技術」であるが、この時に行う内容は次のようになる。では、このような内容を背景に、

レイアウトを具体化する方法について解説を進めることにする。 

 

・ 夢をつくり、実現へ向けること。 

・ 将来起きそうな問題を予測し、事前に対策を図ること。 

・ 過去～現在の歴史で得た教訓を活用し切ること。 

 
（１） レイアウト設計技術を活用する前に検討・注意すべき用件－① 
 製品製造のためレイアウトを設置する目的は「売れる製品づくり」である。そうなると、

レイアウト設計以前に図表２－１－１に示すような手順を定め、レイアウトに流れる製品

の検討をすべきことになる。 
では、簡単にその種の要点を示し、簡単な解説を加えることにする。 
① 製品環境と伸び、ライバルの台頭、売れる市場へどのような戦略と戦術を具体的に

展開してゆくべきか、を調査～検討～評価する。 
② 重点を定め、顧客志向の生産体制づくりを念頭に置き、レイアウト設計に入る。 
③ 構築するレイアウトは生産販売の状況に従って変化するので、この内容を配慮する。 
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 図表２－１－１ レイアウト設計前に検討すべき用件とレイアウト設計の位置づけ 

 

① 社内技術と情報の収集／商品のライフとニーズ変化 

把握／技術開発体制、機器の整備／ライバルの動向、 

戦略調査／ユーザーの要求、動向調査／海外企業の 

動向、戦略調査／対象市場の大きさの調査／・／・ 

／・・・・・・ 

 

② 技術トレンド分析／特許調査／カタログ調査・ 

国内外文献調査／学校、研究所等の先端技術調査／ 

                  アイデアの B.S.／   異種技術の導入検討／… 

 

                     研究項目、目標の明確化 

 

③ 需要予測と販売予測（含むシェアー）／価格戦略／ 

 

セールスポイントの明確化／顧客への貢献度／… 

 

④                ①、②、③の確認と戦略、推進組織、スケジュール 

明確化とオースライズ、特許、意匠登録方向づけ 

 

⑤                 機能の確認／ユーザーの反応、期待の確認と修正内 

 容の明確化／将来の販売戦略の検証と量の見積り／ 

 販売ルートの確認／販売体制の準備／ＤＲ… 

 

⑥                量／価格／ＰＲ方法等営業上の体制づくりと顧客と 

                 の密着化体制と人容の整備／投資規模、計画の方針 

                 明確化／責任と役割をつくり組織化 

 

⑦                材料、部品の調査隊体制づくり／協力会社の体制づ

くり／生産技術部門と開発者との協業による設備、

作業方法研究／原価と原価低減方針の明確化／ＶＥ

検討／他 

⑧ 

                  各種承認／基準の整備／標準書の作成／・… 

                  【平行してレイアウト設計案の提示】 

新製品開発のため 
経済環境調査 

ライバルを含めた 
技術動向の把握 

新製品開発のための伸

びる市場の明確化 

重点開発分野に対し先

行した戦略の展開 

実需（真の顧客）のニ

ーズ把握と整理 

社内体制の整備 

新レイアウト構築に関

し関連対策の実行 

最適生産ラインの 
構築 
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 このように、レイアウト設計の目的は、まず、「売れるものづくり」であることを配慮し、

製品戦略というマーケット対策を充分に配慮した検討を前提として、充分な検討の後、具

体的なレイアウト設計手法の適用に入るべきである。更に、直接レイアウト設計というハ

ウ・ツウに入らない理由は、下に示したように、レイアウト設計の失敗に伴う問題が過去

多数あるからである。特に、昨今は中国を始めとする海外生産の台頭、製品ライフサイク

ル短命化、技術革新を含めた変化の激しい時代的にあっては、レイアウト設計前に下記の

内容を事前に充分検討すべき必要性は益々高くなってきた。 

 

〔レイアウト設計前にチェックすべき顧客ニーズ把握のための項目の例〕 

(ｲ) 海外を含めライバルとの比較に於いて品質・機能・納期面で格差が見込めない。 

(ﾛ) 価格面で競争力がない。 

 (ﾛ)品質としての信頼性、アフターサービス、アフターケアー性で問題が多い。 

 (ﾊ)顧客側から見て、企業が持つ製品や使い勝手などに良いイメージが得られ難い。 

 (ﾎ)軽量小型、強い、寿命が長い（使用環境にマッチする）という面で信頼性が低い。 

 (ﾍ)環境問題に関与する事項がある。 

 (ﾁ)将来の変更可能性、多様性、発展性、ユーザーの使用ポリシィに合っていない。 

 (ﾘ)新技術、新アイデアがなく、顧客から見て、特徴が感じられない。 

 (ﾇ)小口注文や変化・多様化する顧客の要求に柔軟な対応が図れない。 

 (ﾙ)供給量面で不安がある。 

 (ｵ)顧客の新製品開発要求タイミングにミートできない（短いライフサイクルへの対応）。 

 (ﾜ)販売、流通、供給のルートが整備されていないので、多くの傷害がある。 

 (ｶ)その他、 

 

 生産する製品の検討はレイアウト設計に大きく関係する。単にライバルや同製品レベル

の市場の検討だけでは製品ライフサイクルや顧客ニーズの把握・検討が不十分である。製

品によっては、上位、すなわち、真の顧客ニーズから製品を見直す必要がある。そこで、

次に、『上位から製品を見直すべきか？』必要性と解析方法について解説することとする。 

 

 

（２）レイアウト設計技術を活用する前に検討・注意すべき用件－② 

 上位から製品を見直す、というものの見方について、たとえ話ではあるが、ワークデザ

イン解析が示す内容を紹介することにする。例は『エンピツ削り器メーカーの例とした機

能追求法の利用例事例』である。Ａ氏という仮想人物を設定し、この内容を解説すること

にする。 

 〔Ａ氏の話から〕 

 「ワークデザインという手法があります。ノーコスト、ノータイムで目的を果たす手段
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を見つける手法（米国ナドラー博士が 1970 年代に提示し世界的では有名な手法）として有

名ですが、メーカー発想から離れ、顧客・外部志向で製品や仕事を見直す有効な手法です。

では、例を用いてこの手法の活用と解析を進めることにします。例を挙げて話を進めたい

と思います。」 

「エンピツの自動削り器というものがあります。昔は小学生になると一家に一台購入す

る風習がありました。この機器の是非をここで云々する積りはありません。機能追及、と

いう手段を研究すると顧客の眞のニーズがどうなるか？を示したいのです。まず、エンピ

ツ削りの段階を取ることにします。こうすると何がライバルとなるかを図表２－１－２に

示すこととします。エンピツ削り器の機能はエンピツをセットし、削ることです。『早く書

き易い芯を形づくる』ことか製品差別化の重点になるでしょう。この競争も大切ですが、

では、「その目的は？」と問うと、顧客がエンピツを削る目的が見えてきます。このような

ニーズを把握するには“何のため？”と問うとその実態が見えてきます。私がこの問いを

してみると、その答えは『物を書く』となることに気づきました。」また、面白いことには、

「この段階で鉛筆はボールペン、フェルトペン、シャープペン、万年筆、チョーク等々の

筆記手段がライバルになる。」という製品も同じ目的を持った製品であることが判りました。 

更に、「物を書くのは」“何のため？”と問いますと、更に興味深い話が見つかります。

物を書く目的が「文字を形成する」となったからです。この段階で、「文字を形成する手段

は多数ある。」と気づきました。例えば、ワープロやディスプレイ等までこの範疇に含まれ

鉛筆のライバルとなることがハッキリしたからです。更に、問いを進め「何のため？文字

を形成するの？」と問いました。すると、その答えは「情報を伝える」ため、となります。

では、その手段は？となりますが、このニーズを満たすのであれば、必ずしも文字が必要

というわけではないことになり、ビデオ、電話、テープレコーダーまでもが対象になりま

す。この様に、ワークデザインの解析を利用して真の顧客ニーズを追求すると、顧客の行

動やライバル製品と思っていないものがライバルになるとことがわかります。また、この

ように解析してゆくと、鉛筆は単に情報を伝えるための一手段にしか過ぎず、他に多くの

手段があることや、他の製品で目的を果たす良いものがあれば鉛筆は必要ない、というこ

とまでが判りました。 

この解析から、要は、上位の機能を果たす対象と計画中の製品との関連をつかんでおか

ないと（同種の製品とのライバル製品との比較だけでは）、不充分な検討ということになり

ます。このような認識に立ち、真の顧客の行動とニーズをつかみ、その後に、上位から製

品を眺め、現在、対象とする製品の特性、市場性などを明確にすることが顧客サイドに立

った物づくりの分析には大切である、という結論になります。また、このような分析を進

めると、製品をつくるレイアウト検討前にこのことをよく分析すべきことが判りました。

要は、現在考えている機能を、まず、上位にさかのぼって検討し、真の顧客ニーズをつか

むべきことや、もし、対象機能レベルと製品を選んだ場合、対象とすべき製品の売り上げ

規模、特徴やライバル製品との差別化などを検討し、その後に、物づくりを図る工場のレ
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イアウト設計に当たる必要性があることがはっきりと理解できました。当然ですが、製品

が変わると物をつくるプロセスは全く変わってしまいます。従って、まず、製品の条件の

明確化が絶対に必要になるわけです。」 

 

図表２－１－２ 鉛筆を例とした上位展開による真の顧客ニーズ分析の例 

 

情報を伝える 

美しい文字を形成する 

物を書く 

芯を形づくる 

 
エンピツ削り器の製造 

安く、早く、多品種を 

顧客ニーズは情報媒
体が使われるとこ
ろ全て 

ライバル製品：ビデオ、テープレ
コーダー、電話、ファックス…
…コンピューター 

印刷物、 
 公式文書、 
表示物… 

企業、学校… 
不特定多数の場 

顧客ニーズ 
入学時、小学生高

級化、カッコよさ

ライバル製品：ワープロ、筆記用
具、印刷屋さんの依頼……Ｘ－
Ｙプロッタ 

ライバル製品：他社エンピツ、ボ
ールペン、シャープペン、チョ
ーク、マジック、筆… 

顧客ニーズ 
入学時、小学生高級化、

カッコよさ 

何のため 

何のため 

何のため？ 

 

以上の内容がＡ氏による製品の機能を明確にする対策と、上位展開を用いたチェック方

法の要点である。顧客志向の解析に当たって、この種の分析は極めて重要である。先般、

あるパソコン用小型モーターを製造するメーカーにお邪魔することがあった。その企業の

方々の言によると、「現在は繁忙期です。小型モーターはディスクや CD-Rom、CVD などの作

動装置に大量使っているからです。だが、技術革新は激しく、現在は大型容量のメモリー

が出来つつあります。もし、このままモーターを全く使用しないメモリーの容量が増加し

ていったら、やがては CD-Rom や DVD だって過去のものになると思います。そうは言っても

当社はモーターからの脱出はすぐに出来ないので、分野の異なる面へ小型モーターの活用

を探索中です。」というお話だった。正に、「機能が同じであれば、顧客にとっては、製品

は何でも良い。」という事例であり、技術の進展で製品交代を予測させる内容である。昨今、

携帯電話にデジカメ＋メール機能が搭載されている。今年、桜の花見に出かけると、ほと

んどの方々が携帯電話で自分と桜や仲間と写真で撮っている状況を見かけた。これも、デ

ジカメやフィルムを用いたカメラ製造側に取っては驚異となる内容である。過去、テレビ

電話の開発が各社でなされたが、定置式、高価で扱いにくい内容だというイメージだった

ので、テレビ会議という手段に置き換わる状況で開発は中断された。だが、現在、その機
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能をカメラつき携帯電話が持っている。今となれば、テレビ電話開発の必要性すら忘れら

れる状況である。当時、機能に対するニーズはあった。だが、安価で簡単に扱える手法の

実現で、このニーズを満たす商品が世の中には既に登場している。このような例を見ると、

レイアウトはものづくりの手段のひとつなのであるから、益々、レイアウト設計前に、先

に示した上位機能展開を行い、製造対象にする製品を再度見直す必要がある、ということ

になる。 

先に紹介した図表２－１－２に話を戻すが、この解説で、鉛筆削りの機器開発という下

位機能の実現内容はよく見直して見る必要がある、ということがご理解いただけたと考え

る。たとえ、もし、メーカーとしては「高速・高性能・デザインも最高！」という製品を

つくっても、また、メーカーで満足（内部指向）しても、顧客のニーズを満たすか否かは

別物になるからである。 

 

  

（3）レイアウト設計技術を活用する前に検討・注意すべき用件－③  

 レイアウト設計に当たっては、どのような要請やニーズが基本となるか？についてよく

見直しておく必要がある。一般に、レイアウト設計の前提条件で大きく問題となる事は(1)

生産する製品がもつ固有な特性上の問題、(2)レイアウトを設計、稼動し始めた時に検討モ

レが有り、対策が必要となる問題、の 2 つに分けられる。後者の問題対策については 2 章

以降のレイアウト設計手順の項目に対策内容を記述することとして、図表２－１－３に、

(1)の内容を例示することにする。ここには、くどい程までにこの種の内容を紹介する理由

は、レイアウト設計上の失敗は避けたいからである。そのためには、少なくとも過去、多

くの事例と共に、失敗に至った内容を整理し、活用できる体系を具体化しておくべきであ

る。これをレイアウト設計のための DR（Design Review）というが、そのような内容の一

部を示したものが、図表２－１－３なので､皆様にはご参考願いたい。なお、この種の対策

はリスク対策という範疇に入るので、図表２－１－４や図表２－１－５を用いて、事前に

充分なリスク対策をここへ充当しておくことが大切である。 
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図表２－１－３ 製品開発～量産移行時のチェックポイントの例 

（予防策を事前検討用として）   

1．価格低下の問題 

 ・ライバルとの競合 

 ・製品のライフサイクル 

 ・新モデルの発生の影響 

 ・発展途上国品の参入 

 ・在庫の増加 

 ・円高 

2．ライバルとの競合 

 ・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 

 ・上位概念の製品の伸び 

 ・異業種が同機能品を製造 

 ・他社と品質格差が少ない 

・大手参入 

 ・内製化 

3．市場性 

 ・需要の変動が大きい 

 ・季節性がある 

 ・顧客のニーズ、好みの変化 

 ・販売実績 

 ・特定顧客、市場に限られている 

 ・業界の圧力 

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 

・社内の推進体制、専従者の工数不足 

 ・検討時間が掛かり過ぎる 

 ・営業活動に作業工数が不足 

・顧客のニーズ把握に伴ない追加仕様に 

こたえられない 

 ・新技術の具体化に対して経験者がいな 

  い 

 ・生産時に具体化するための技術的内容のつめ

がなされていない 

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 

  サービス……） 

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 

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 

12.労働集約的、又、労働力の確保に不安がある

13.メーカーの資金力 

14.ユーザーの新製品装着率が景気等で左右され

る 

15.ユーザーの使用環境が変化する 

等々 
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図表２－１－４ 計画実行に対するリスク対策様式の例 
① 計画の目的 
と期限 

 
 

No. ②実施事項 ③各項目のスケジュール(日程と項目) 
   
   

   

   

   

   

   

   

   

④項目 No.

（抽出分） 
⑤想定したリスク 

の内容 

⑥理 由 ⑦P ⑧S ⑨対策案 

予防/緊急時 

⑩E ⑪F 

 

⑫リスク低減 

予想・見積値 

         
         
         
         
【記入の手順】①プロジェクトの目的と期限などを表題として記載する。②実施項目を挙げ、③ｶﾞﾝﾄﾁｬｰ

ﾄや PERT でスケジュール化する。なお、リスクが想定される分野は二重線や○印をつけ、危険が予想さ

れることを示す。④危険が予想される項目を再度記載し、⑤リスクを想定する。更に、⑥危険が予想され

る理由を書きリスクの内容を明確にする。⑦P(発生可能性)を数値で示す。例えば､想定した問題が必ず起

こると予想した場合は５を評点として記入する。⑧S(重大性)を評価する。例えば、致命的な影響がある時

は 5 とする。⑨対策案（予防策と緊急時用の対策に分けて対策案）を創出する。⑩E（案を適用した時の

効果）を数値で見積もる。例えば、極めて効果があるなら５とする。⑪F（案の実現性）を見積もる。極め

て実現性が高ければ５とする。⑫Eと Fの内容を見て⑦､⑧で見積もったリスクがどの程度低減されたかを

評価する。以上の対策にもかかわらず、この計画の危険度が余りにも高い場合、この計画自体の見直しが

必要になることがあるが、プロジェクトのリスク対策が整い､危険度の回避､対策案が出来れば、実行に移

す運びとなる。 
【注釈】表中の○と共に示した No.は解析手順を示す。 
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図表２－１－５ リスクの評価と予防・緊急対策～リスク低減の進め方（例） 
①【リスクの評価】 Ｐ：Probability × Ｓ：Seriousness 
         （発生可能性） （事が起きた時の重大性）   
    Ｐ：Probability 
５：必ず起きる。 
４：起きる可能性が極めて高い。 
３：５分５分の可能性がある。 
２：ほとんど起きないであろう。 
１：絶対に起きないと思われる。 

Ｓ：Seriousness 
５：起きた時は致命的！  
４：かなり影響大  
３：影響は出るだろう。  
２：影響は少ない。  
１：影響は無いと思われる。 

    ①リスクの大きい項目 
を抽出する。 

 ② ②リスクの理由と 
    程度を明らかにする 

③①予防策を立てる：予防とは問題の未然 
         防止を狙いとしたもの 
 ②緊急時対策を立てる：予防策を実施した 
        にもかかわらず、問題が 
        発生してしまったときに 
        とる対策 

④【対策成果の評価】  Ｅ：Effects   × Ｆ：Fulfillment 
                    （対策案適用の効果）   （実現性） 
    Ｅ：Effects 
５：効果は極めて大きい。 
４：かなり効果大きい。 
３：効果はあるだろう。 
２：効果はあまり無いだろう。 
１：効果は全くない。 

Ｆ：Fulfillment 
５：必ず実現できる。 
４：実現性は高い。 
３：実現できるかも知れない。 
２：実現は難しい。    
１：出来ないと思う。 

⑤ 低減程度の見積もり：効果、実現性が高いと見込まれる対策 
駆使した結果、どの程度リスクが低減したかを見積もる（例：発生確率４

→２に低下、重大性５→２）。 
【注釈】表中の○と共に示した No.は解析手順を示す。 

 

 28



２－２，経営・製品・技術革新戦略とレイアウト設計法の関係 

 
（１）製品（革新）戦略の評価 
 先の項で述べたように、レイアウト設計手順活用に当たっては、まず、製品戦略をベー

スに工場の役割を明確化する必要がある。製品戦略を決めた後は、マーケティング手法を

用いて市場とその動向を客観的に解析すべき段階に入る。売れる製品とその規模、そして、

売れるキーファクターの把握である。この対策を製品企画という。そして、この種の対策

を終えてから、レイアウト設計固有の検討に入ることになる。では、ここで、具体的に生

産・販売対象となる製品と、その市場戦略対策、そして各種評価方法について、代表的な

解析図を例示することにする。 
マーケティング手法全体の構成は図表２－２－１のようになる。その中から有名、かつ、

多くの企業で活用が盛んな PPM（Product Portfolio Management）を図表 2－２－２
に示すことにする。この分析は、マーケットにおける個々の商品シェアーと市場成長性の

関連より、製品のライフサイクルの状態をつかみ、製品戦略を検討するツールとして使用

する手法である。具体的利用法は、各ゾーンに製品を分けた結果、図表中に示された判定

方法と矢線を利用して製品戦略を検討する。なお、当然のことではあるが、戦略決定に当

たっては、図表 2－2－３～５に示したような解析と共に、各種調査データによる裏付を図
った後に各種の判断を行う例が多い。 

 

図表2-2-1　マーケティングの範囲を示す例

・先進企業研究・CS事例体験解析
・対人接触

・デザイン・インと開発

・特定商品ﾏｰｹｯﾄ解析

・新製品開発の販売

戦略的

　新製品開発

・SCM
・IT＋顧客ﾈｯﾄﾜｰｸ
・ｺｰﾙ･ｾﾝﾀｰ活用法

・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾏｰｹｯﾄ解析

・市場・成功商品の

　　データ解析法

・ヒューマン・コンタクト

・交流分析

・チェックリスト法

営業力強化

・成長分野解析

・シェアー解析

・需要予測

・お客様の声解析

・ｸﾚｰﾑ→新製品解析

・統計解析

・多変量解析

・感性分析

統計解析 と

　　図化・評価

・IT(市場の日々）
　変化解析法

・グループインタビュー

・SWOT解析
・テストマーケッテング

・市場調査の基礎

・アンケートと解析法

マーケット・

　リサーチ

・異業種交流

・研究会発表会

・CS解析と売れた商品
・ロングラン商品解析

・図解で知るMT手法
・ランチェスター戦略

トータル的な

　マーケティング
　　　　　の把握

　　　情報交流　　応用・実践ツール　　　基礎的ツール

　　　　　分野

分類
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図表 2 －２－ ２ 製品の成長性検討図（ＰＰＭ：ポートフォリオマネジメント分析） 

Ⅳ Ⅲ

Ⅱ

a

e

d

b
b’ 

c

(注)●の大きさは市場に  
於ける売上規模を示す 

先発メーカースタイル 

後発メーカー 
スタイル 

高
い 

市
場
成
長
性 

低
い 

Ⅰ

低い 
マーケットシェア 

高い 

 
 

図表 2 －２－ ３ 製品戦略検討の例（縦に３つ×横に 2つのゾーンを設ける解析法） 
 新技術（シーズ）開発 

関連技術展開 
現在の技術で多様化（拡大） 
異種技術との結合でシリーズ化 

ニ 未 
｜ 発 
ズ 掘 
分 
野 

・新技術に対するニーズ（小型、軽量、

無公害、高性能等）をつかみ、売り

込む。 
・新しい企画で、調査、研究、販売体

制をつくる。 

・現有の商品のイメージ、販売方法、

PR方法を変え、販売する 
・人が手をつけていない異分野へ技術の

適用を図る。 

か 関 
ら 連 
の 分 
拡 野 
大 

・共同開発により新たな技術展開を図 
 る 
・技術を異分野産業へ売り込む 
・社内技術を販売する 

・自社にない分野を技術導入、買収資金

援助で強化する。 
・海外等の新市場への参入を図る 
・関連部品を調査し製造方法変更を提案

する。 
拡 現 
大 在 
・ 市 
充 場 
実 の 

・付加価値向上、機能向上製品をシリ

ーズ化する。 
・デザイン、アフターサービス、マー

ケティング等で特徴をつける。 

・徹底的原価低減（ＶＥ、ＩＥ活用自動

化、無人化による合理化） 
・納期、品質、性能で格差をつける。 
・3K等で格差をつける。 
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図表 2 －２－ ４ 製品戦略家低の例     図表 2 －２－ ５ 製品戦略決定の例 

住宅が郊外化     家電家具化        家具的色彩 
                         大型化 
        核家族化 
生活のゆとり           本物志向 
土地値上がり  ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ化           小型化 
 
ホテルの増加  家族旅行増加  

鮮度、味、保存 
長寿命化                      食品例 
        健康志向    まとめ買い   鮮度管理 
 
職の国際化 
食品の値上がり 

年  代 

C

A 

B

D
販
売
量 

年代 

冷蔵庫等における社会ニーズの分析より

製品ニーズの明確化を図る例 
売上高推移を時系列に把握し、交代品の市

場販売タイミングを決める例 

 
 
 ここで示した PPMの内容は製品戦略検討のほんの一例に過ぎない。だが、最も利用が多
い内容を示した。マーケティング解析には、これ以外のも多くの分析手法がある。ここに

は製品戦略だけを示した。まだ、この対策だけでは不十分である。レイアウト設計に直接

関与する用件としては、他に経営戦略、工場革新戦略があり、この２種の革新軸が必要に

なる（この３つを企業革新の３つの革新軸という）。なお、そのイメージは図表２－２－６

のようになる。 
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図表2-2-6　企業革新３つの革新軸と各種活動の関連
社是

前期

今期

来期
活
動
の
ネ
ッ
ト

売
上

収益

①製造革新の軸①製造革新の軸

①製品革新の軸①製品革新の軸

①経営革新の軸①経営革新の軸

肥料：各種ﾃﾞｰﾀ
　　　　改善手法（IE,QC,VE・・・）
　　　　管理ｼｽﾃﾑ・IT対策

 
ここで、図表２－２－６の解説を加えることにする。図表に示すように、企業戦略は未

来に向けた夢実現のためにある。このため各社とも、社是やビジョンをつくる、というこ

とを行っている。だが、社是やビジョンだけでは、単なるお題目に留まる。そこで、夢や

思想の実現には具体論が必要になる。また、そのためには、各段階に戦略ネットを張り、

伸びる枝を支え。ちょうど果実の苗木を育てて行くように方針や目標値を具体化する活動

組織体系をつくる必要が出てくる。具体的には、顧客の信頼を受け売上を伸ばし、利益を

確保するという果実を継続的に実らせる活動を図るのが企業の成長の要点となる。そこで

先の３つの革新軸となるが、この３つは将来へ向けてのネットを支える支柱となる。また、

ここに改善手法が必要になるが、これは、木を育成する肥料のような存在となる。従って、

ここで紹介するレイアウト設計技術は生産革新というものづくりを成果あるように導く肥

料のひとつとなる。では、３つの革新軸のもうひつつである経営戦略とその解析方法につ

いて解説を加えることにする。 
 
（２）経営革新戦略の評価 
 経営戦略は図表２－２－７を基に、主に、収益向上対策を目的に検討される。このため

には、先の３つの革新軸をベースとして、製品戦略から得た売上高、レイアウト改善に伴

う費用の増減などを見て経営分析を行い、収益力の高い体質に持って行くことが必要にな

る。また、この対策のためには、各種の資金、原価や収益の関する内容をシュミレーショ

ンして、収益の高い財務構成を確立して行こうという対策が経営戦略の骨子となる。 
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生産・販売
体制づくりと
市場開拓

図表2-2-7　事業改革のステップと新製品開発の関連
経営方針企業理念・文化、夢 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経済・経営環境、ライバルの台頭、

技術の進展、将来への市場展開・・・など

戦略検討（3つの革新軸）：①経営革新、②製品革新、③生産革新 中/長期経営
計画

組織化：生産・販売体制
　　　　　IT化体制の強化

DB:
ﾏｰｹｯﾄ調査資料
経営分析ﾃﾞｰﾀ
特許調査資料
・・・・・・など　

新製品開発計画策定
　　　目標の策定

投資・販売・収益
計画の策定

収益性チェック
新製品開発計画

抽出

タスクﾌｫｰｽ
プロジェクト
チーム編成

投資計画
企画書の
策定・審議

各種ﾃﾞｰﾀ：
①顧客ニーズ調査
②リスク対策　　
③社内技術開発
・・・・など

顧客志向の良い品づくり（創出～販売）顧客志向の良い品づくり（創出～販売）
次世代への発展へ

 
 

では、ここで、収益は何によって左右されるか、ということになる。収益は 

［収益］＝［売値］－［原価］の算式で示されるが、現在、多くの企業ではこの算式を

変形させ、次のような考えで用いている。 

［売値：市場で決まる内容］－［収益：企業が得たい額や率］＝［原価：目標原価］ 

各社がこの算式を用いている理由は、「売値は市場で決まるもの」であり、「材料費も市

場で決まっている」という原則がある。従ってこのような条件下で企業が必要な利益を確

保するには、「最初からあるべき原価を目標値と定めて製造・販売の仕組みを構築すべき」

という道しかない。「では、原価はどのような要素で決定されるのであろうか？」この答え

は図表２－２－８となる。原価はものづくりの進行に従って増加するわけである。即ち、

原価は各種活動の結果であり、その構成を決める内容は、図表２－２－６で示した太陽に

当たる技術の高さの状況と、樹木の形で表した仕事の手順で表現されるように影という形

で表現され、対策はつぎのようになる。 

即ち、この図表が示すように、同じ仕事の手順でも技術が高ければ影は短くなるし、太

陽で示す技術が向上すれば原価は更に小さくなる。時間も製品に関するトラブル低減など

も同じ理論で解説できる。従って、我々が行う対策は、①太陽に当たる技術向上に努力す

ること、加えて、②木に当たるムダ排除を中心とした各種改善となる。この内容を例で解

説することにする。例えば、太陽の上昇、技術向上の状況は手紙や郵便物で情報を伝える

方式と、メールで情報を伝える方式との比較に似ている。この例は、時間とコストが高い

技術の利用により飛躍的に効果的になる例のひとつであるが、伝達スピードとコストはメ

ールの方が早く、安価だが、加えて、メールを書く作業も、最初から全部つくる方式でな

 33



く、ファイルされた情報を組合せ、必要部を足しながら作成できれば、手順の面でもムダ

がなく、早く、目的とすべき高品質の連絡が完成することになる。この種の内容が樹木に

当たるイメージとなる。 

収益向上対策を中心とする経営戦略対策に関して、ここまで、原価面の対策に限り解説

してきたが、大きく企業体質改善という位置づけで経営戦略の内容を評価すると、BS（貸

借対照表）、PL（損益計算書）、CF（キャッシュフロー報告書）にその活動経過が反映され

る。そこで、未来へ向けて大きな経営体質強化をここに反映させる形で中身を構築すべき

ことになる。先に解説した内容に加え（この個々の内容をここで詳しく解説するには紙面

は充分ではないが）、収益性、健全性、効率性、発展性という財務諸表を使い評価される項

目に対し、各企業が、その個性を発揮しながら未来へ向けて目標をつくり、達成努力を図

るべきことが経営戦略という内容の具体化には重要な対策となる。このような対策の表現

方法を図表２－２－９に示すことにする。図表の下にコメンを記載したが、まず、経営戦

略として、何を狙いにすべきかを、全体と個々の経営指標との関連で明確にし、手を打っ

て行くことが、この種の解析をレイアウト設計技術と共に活用する要点となる（なお、一

般に、財務分析は過去の業績評価を眺めて検討する例が多いが、ここで述べて内容は、将

来計画、経営革新目標へ向け、分析手法を活用することを意味する。また、ここで言う経

営戦略とは、現在までの活動内容を見て将来へ向けた財務上の戦略を検討する対策を意味

する）。 

 

図表2-2-8　原価構成のイメージ

技
術
の
高
さ

結果として
得られる原価

　原価管理の解説に入る前に原価とはどのように設定されるかについて解説することにする。原価は生産活動の
結果として得られる。仕事の仕方を木、技術の高さを太陽にたとえると、原価は影に当たる。原価低減を図るため
には、製造現場に残存するムリ、ムダ、ムダの排除、そして、技術の更なる向上が必要になる。

ムダ

ムダ

ムラ

ムリ

ムダ

原価改善
　成果

原価は仕事の影である。
改善対象は①技術向上と
②仕事や製品の改善です。
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図表2-2-9　レーダーチャート分析
経
営
分
析
を
一
括
し
て
ま
と
め
、
評
価
す
る
に
は
？

　経営分析はひとつひとつの分析指標を用いた分析も必要であるが、森を見て木を
見る分析が必要である。このためには、上に示したように、レーダーチャートを用いた
分析を行い方法が有効である。数値をレーダーに書き、コメントを加える。他社比較
を通して、経営上の改善点を見つける、という活用法がこの分析の活用法である。

健全性の評価

収益性の評価成長性の評価

効率性の評価
生産性の評価

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ性の評価

現在

過去

未来の計画

例＊流動比率、固定比率など　

例：総資産経常利益率
　　経済性、など

例：売上高成長性
　　利益率成長際
　　など

例：一人当たり売上高
　　一人当たり利益　など

総資産回転率、減価償却率など

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰﾏｰｼﾞﾝなど

 
 

 

 (３) 生産革新と、その進め方 

 今までの説明を集約すると図表２－２－１０に示すようになる。すなわち、『先のマーケ

ット対策に続く製品戦略が車の片輪とすると、もう一方の車輪は生産革新』である。そし

て、この結果得られた結果を示す数値が経営革新となる。 
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図表2-2-10　車の両輪とされる、製品革新と生産革新

製品革新製品革新

成果として得る
原価革新

成果として得る
原価革新

生産革新生産革新

　Plan
一流化を
目指す計画

　Do
改善・革新
　の実践

Check
達成度
のﾌｫﾛｰ

　Plan
高付加価値
新製品の創出

　Do
製造・販売
・サービス
活動

　Check
顧客による
　　評価

①　あくなき夢の実現努力
②　精細な現状把握（客観評価と
　　　強み／弱みの理解
③　段階的改善達成ストーリーの準備

 
 
従って、企業活動の目的は、お客様が必要とする製品を提供することと共に収益を向上

させ、次の発展とに従業員の幸せに供することとなるが、この内容はスポーツ同様に得点

をあげる内容として同じで、数値目標と、得点をあげることができる力量、状態目標のレ

ベル向上となる。このためには、現状をよく検討すること、中期目標をつくり製品と製造

革新内容をはっきりさせて進む活動が必要になる。そして、その具体策が経営＋製造＋製

品の革新を三位一体にして進める、という内容になる。 
では、つぎに、生産革新をどのように進めて行くべきか、について解説を加えることに

する。生産革新に当たっては、まず、戦略をどのように進めるか、といった内容を一覧表

にまとめ、その後、戦略と重点的な戦術、更には、戦術のひとつであるレイアウトと目標

値の明確化を図る必要がある。このような目的で作成するのが図表 2 －２－１１である。
この図表は戦略明確化を目的としたものだが、図表には、まず、狙い、目標、レイアウト

具体化上の特徴とすべき項目を明確化する。また、抜けがないか否かを検討することも大

切であり、作成した計画は図表 2 －２－１２の様なチェックリストを用いて見直す。最終
的には、このような手続きの後、図表２－２－１３に示す様式を用い、ワンペーパーで内

容の全体が把握できる形式で計画全体をまとめる。このような手続きで戦略の要点が明確

になる。 
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図表2-2-11　生産革新を図るため、目的明確化対策・検討表

上記の内容をまとめ、全体を動かす行動様式理念（Policy)６

やりたい事と、やれる事の整理

制約／Must／High　Want／Want項目の明確化
制約(Conditions)５

やるべき目標と手段の体系・具体的構造の明示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　目標に対する手段の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ストーリー化とｳｴｲﾄづけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　までを体系化する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

使命(Mission)４

どのような目標を定め、体系化を図るか？

業界No．1製品市場確立？新製品比率○○％、○○市場へ
の参入（売上○○／月）？○○技術一流化？・・・・・・

目標(Targets）３

何のために何をすべきか？

製品戦略・ｼｪｱ－獲得？付加価値向上？ＳＣＭ？・・・
要求（Wants)２

改善→改良→革新のどのレベル？

（例）売上倍増？30％増？新市場参入？・・・
要請（Needs)１

　　　　　　　　実　施　事　項区　　分No.

手法１

手法２

手法３

手法４
目標

 
 
当然のことながら、この図表は概略計画である。また、レイアウトの内容が詳細具体的

につめられるに従って更新されて行くものである。だが、概略といっても、今後、これを

基に詳細内容をつめてゆく標準や鏡となる。従って、初めの段階で得た情報と知恵を駆使

して、まだ、具体性にかける部分があっても検討内容をまとめるべきである。なお、そう

は言っても、この段階で不明な点は多い。そこで、大幅に概算よりズレが生じそうな項目

は、課題として、その他の項目に書き止めておき、今後の調査・検討課題として明示して

おくと､後で役に立つ。 
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図表 2 –2－1２ レイアウト設計時○○計画の戦略、目標設定、チェックシートの例 
  マーケット戦略 重要施策 具体的施策 

 

狙 

 

い 

1.シェアーアップ 

2.流通、販売経路開拓 

3.共同開発 

4.多角化、国際化 

5.固定客づくり 

1.原価低減 

2.付加価値向上による売

価改善 

3.物流、発送費減 

4.品質、歩留向上 

5.納期、仕掛減等々 

1.多種少量、混合ライン 

2.１人当たり生産性向上 

3.新製品、ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ対応 

4.顧客の工数低減へ貢献 

5.省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策 

6.ﾓﾃﾞﾙｼｮｯﾌﾟづくり 

7.騒音・公害・振動等の

低減（無公害化） 

8.重筋疲労、環境改善 

9.自動化、ﾛﾎﾞｯﾄ、FA

化 

10.内製化率向上 

 

 

 

 

戦 

 

略 

 

項 

 

目 

 

目 

 

 

標 

1.売上     M¥／

月 

2.売値      ¥／

個 

3.ｼｪｱｰ    □％→

○％ 

4. 輸 出 率 

% 

5.販売拠点 □店→○店 

6.信頼性向上 

7.納期遵守率向上他 

1.利益率        % 

2.総原価        ％減 

3.1人当たり生産性％up 

4.歩留      ％up 

5.棚卸資産回転率    

6.リードタイム   日 

 

１.人件費低減と率  ％ 

2.外注費低減と率  ％ 

3.不良率      ％ 

4.クレーム回数   ％ 

5.原単価 

6.発送、物流費と率 ％ 

7.場内仕掛減   日分 

8.出勤率向上 

9.離職率 

10.環境公害値 

11.特許数 

12.研究期間 

 

ハ ー ド 技 術 ソ フ ト 技 術  

１.機械化、省力化、自動化、単純化 

2.無人運転、多台持ち、多工程持ち化 

3.物流の自動化、梱包発送の自動化（含、マテハン） 

4.自動計測制御、ポカヨケ 

5.設備のスピードアップ 

6.新技術導入 

 

1.工程の統合、工程省略設計 

2.ＣＡＤ、ＣＡＭ、ＣＩＭ等、情報ネットワーク合理化 

3.ＪＩＴ、生産合理化 

4.集約加工、ＧＴ化 

5.廃材再利用、環境公害対策 

 

範 

 

囲 

１.モデルショップ合理化 

2.機械加工、組立、検査等の各工程 

3.初工程～最終工程（検査、梱包） 

4.3 + 管理システム 

5.工場+製品倉庫+管理システム 

6.設計+工場+製品倉庫+管理システム 

7.開発+営業+工場+製品倉庫+管理システム 
         特約店 

管理・サービスの改善 各種効率の向上 支援システムの充実 

 

レ

イ

ア

ウ

ト

具

体

化

上

の

特

徴

と

す

べ

き

項

目 

 

全

品

参

加

の

施

策 

1.顧客への応答スピード改善 

2.管理精度事務効率向上 

3.工程期間管理の向上 

4.要求仕様見積りの迅速回答 

5.例外処理の効率化 

１.作業工程のムダ時間排除 

2.段取時間の減少 

3.ＴＱＣ、ＴＰＭ、5Ｓ 

4.スペース効率の向上 

5.輸送、マテハン効率向上 

6.設備不稼動時間の減 

 スピードアップ 

 

1.モラールの向上 

2.教育の徹底 

3.目標管理 

4.工場運動 

5.多機能化の育成 

6.目で見る管理 

7.提案件数の向上 
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図表2-2-13　ワンペーパー企画書のイメージと主要記載事項
ﾃｰﾏ名：　　　　　　　　投資金額合計　実施期限　　　　　提案元事業所名　　　販売責任者　生産責任者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１、企画提案理由(背景、目的、新製品販売戦略など）　　　２、計画の要点（重要施策、技術、陣容､設備、金額、など）
　(1)　背景　(例）　受注量が見込まれる○○分野への参入　　　　　　①施策

　(2)　目的・目標　(例）シェ ア-○％→□％、利益率○％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　売上：○○百万円／月確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　４、利益計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投資利益率＝　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投資回収期間＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５、スケジュールとリスク対策

(3)　早期立ち上げ対策　　　　　　(4)　SCM対策　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６、特記事項、添付資料の解説

○○

□□

省力○○名(現在→計画）
IT活用、SCM対策・・・

１、合理化・・・

２、LT短縮・・

技術ﾚﾍﾙ゙　成果　対策の要点項　　目

○○

□□

24時間・ハイスピード加工
ITネットワーク・単品管理

１、○○・・・

２、□□・・

効果台数・金額　仕様の要点項　　目

・・・

・・・・・

・・・

・　　・　　　・

・　・　　　　　・　　・　　　・

　　　　　・

○､○

□□

１、販売・・・・

２、立ち上げ・・

・・・・・

リスク対策　　スケジュール担当項　　目

0

20

40

60

80

100

120

1 月 2 月 3 月 4 月

大阪

名古屋

東京

 

 
以上、生産レイアウト設定前には、まず、必ず生産革新戦略を明確化させる必要がある。

生産・販売・物流レイアウトはこの戦略を具体化するための戦術である。戦術は細目、全

体を引っ張る思想に当たる戦略があって始めて戦術が必要になるわけであり、戦略の検討

は充分な検討と、各要素や方面（切り口）からチェックし、頼りとするに足る内容にすべ

き段階になる。そこで、戦略策定に当たってチェックすべき要点と、検討方式を下記に例

示すので参考にしていただきたい。 
〔戦略、目標チェックシートの使い方〕 
 ①戦略項目…狙いの項目 
   マーケット戦略、重要施策、具体策の欄に書かれたチェック項目を参考に「○○を

○○する」の様に製品、工程の具体的施策を記述すると良い。 
  （例）・‘91年 5月迄に A製品 Oシェアーを 15％から 20％にする。 
     ・具体的施策は A製品の○○機能を○○％上昇させる、同時にリードタイム○○

日を△△日とし、更に売値を□％低減し、M社、Y社へ販売強化する等。 
 ②戦略項目…目標 
   狙いの項目で記載が終了したものは、ここに再度の記述は不要である。ここで記述

する内容は、企業の各種経営ニーズを基に、その個々の項目に対し、数値化した目標

を定め、記載して行く。 
 ③レイアウト具体化上、特徴とすべき項目 
  (ｲ)技術革新項目をハード、ソフトに分け、具体的に「○○工程を○○による自動化を
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図る。技術的特長○○、狙い○○名→□□名（△△名省人）等と、記述し、イメー

ジを明確化する。以上の記述内容は構想段階の内容であり、技術的難易度、データ

による裏づけは後日、詳細に検討され、付加されてゆくことになる。 
  (ﾛ)範囲、今回の対象がどの範囲であるか明確化する。 
    この狙いは、(ⅰ)対象が妥当か否かの判定、（ⅱ）将来の拡張性に対する方向づけ(ⅲ)

重点投資分野の明確化等々を総合的に判断するためのものである。従って、今回の

計画と将来計画に分け、明示しておく。 
  (ﾊ)全員参加の施策 
    レイアウト改善による対応は現場改善（ボトムアップ改善を中心とした活動によ

る現場力）と、設備投資を伴った技術革新との融合により段階的に進めてゆくべき

である。レイアウト改善となると、とかく、スタッフが中心となることや、現場関

係者にとっては、今まで関与したことがない技術を駆使した仕事になるため、「イメ

ージが沸かない。」とか、「理解が及ばない。」と思い勝ちだが、製造の基本や、そこ

に駆使するノウハウの技術化といった内容は現場とスタッフの協業で初めて実現可

能な内容になる。また、新ラインといえども、ライン設置後は現場の方々が生産に

携わるわけであるから、当然、デザイン・インに代表される取り組みが製品設計で

行われている対処をレイアウト設計時に生かすべきことになる。逆に、スタッフの

方々にとっては、現場参画で、現場の方々が蓄積してきた知恵を引き出し、設備や

技術に生かす、作業すれば当然起きる部品交換や段取り、点検作業、更には、各種

記録、安全対策への配慮など、多くの要件を事前チェックし、問題点の事前検討、

リスク対策、操作性容易化～現場受け入れ体制を図るためにも、デザイン・インに

相当するレイアウト事前検討の場での協業が必要である。理想的には、この段階で、

現場改善を限界まで進め、革新技術を導入する内容や方向などを示しておくとよい。

さらに、革新技術導入対策を包含した時、設備レイアウトがどのように変化するか、

また、各種現場改善テーマの検討には現場参画を得て行うことも大切である。この

ようなことが、後に、製造ラインを垂直立ち上げする時に、前準備の充実という形

になって現れてくるケースが多いからである。このようなイメージを図表 2－２－１
４に記載することにする。なお、この種の対応は、レイアウトと改善の投資を行う

前に考えられる諸策に手を打ち、各工程最良のレベルに挙げ、挙げたものを組みあ

げ新ラインとして構成してゆく方法を行うと、関係者の人材育成という副次効果と

共に、新レイアウトはスムーズに立ち上げることが出来る可能性を高める。これを

『全員参画による新レイアウトを構築』というが、関係者の能動的な活動を促す内

容である。 
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図表２－２－１４ 新レイアウト設置前後の工場における活動（理想的な形） 

 

設置前の全員
参加活動 

現場小改善 

設備設置 

新小改善 

設置後の改善活動 
生 

産 

性 

 
 

    筆者の体験談で恐縮だが、過去、企業在勤の時、ある工場のレイアウト改善プロ

ジェクトを担当したことがあった。この時、先述の内容をそのまま実施したが、現

場参画で、旧工場から新工場へ移設する加工機がスムーズに行われた。特に、稼働

率 75％の機械群 70台を、移設前、旧工場で 90％の状態まで改善した後新工場に移
設する、という目標を定め実施した内容は移設前に経営成果が出た。また、移設後

も。小トラブル改善が無い状態で新ラインの立ち上げを果たした。当然だが、新ラ

インは生産が垂直に立ち上げられた。このことで、生産立ち上げ効果だけでなく、

稼働率向上による収益向上が図られたことが関係し、移設に要する資金面もかなり

軽くすることができた。更に、これらの成果を見て、労働組合も、「使用者サイドに

立った現場づくり、メンテし易い現場づくりが出来た。」ということで、当時、多く

の関係者から評価をいただいた。以上のような体験から、以降、筆者は、この種の

対処はレイアウト設計、設置前の基本事項であると考え、各社に適用を願ってきた。

事例として、本書を執筆する 2 年程まえのこと、大塚にある工場を三浦半島のある
地へ移設する、というプロジェクトのお手伝いをしたことがあった。ここでも、こ

の対策を図ったが、見事、という程に先の例と一致する内容が見られた。このよう

な意味からも、レイアウト設計・立ち上げ前に現場参画によるデザイン・イン改善

方式の適用を対策手順の重要な一手として位置づけ、今も適用している。 
以上、簡単ではあるが、工場の体質向上と改善活動の流れ（攻める動きであって、待ち

ではない）の中に新レイアウトづくりを位置づけてゆく方式と、その要点を整理して示し

たが、この様な取り組みの効果をあえて整理すると、その効果は次のようになる。 
 〔全員参画による新レイアウトづくりの効果〕 
  ①かつての工場の問題点が淘汰された形で、現場の使う側の技術を蓄積した工場設備

の設定、設置、運用がなされる。 
  ②問題となる分野を全員で手分けして対策するので、技術スタッフは新技術の確立に
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集中できる。 
  ③事前検討が充分なされる、初期立ち上げがスムーズになる。従業員の技術力も向上す

る、また、精神面でも、自分達がつくったライン、という思いが後日、生産を続けて

行く上で大切な要素となる。 
「事前検討段階で問題を徹底的にツブス」ことは、極めて重要である。これに反し、現

場参画がない状態で新生産ライン立ち上げると、必ずといって良いほど、多くの問題が立

ち上げ時に出てきて、対策に追い回され、ムダな時間が過ぎて行く。筆者が横目で見た、

ある悪い例では、レイアウト可動後、一部のスタッフの方が、設備設置後トラブルに追わ

れ、徹夜，徹夜の連続で，現場の支援もないままで、ラインの立ち上げに苦心していた。

この企業では、かつてからそれが当たり前になっていたようであり、それが設備スタッフ

の特殊技能の様に思われていたようだった。事実、ムダな事後処理経過を、後日、自慢話

しとして語っていたからであった。だが、先に紹介した事前検討方式を実施してから、こ

のような自慢話をする人はいなくなった。この種の内容は分析すれば判ることだが、『事

前検討不足によるムダを持ち越しただけ』という内容になる。以上、ここまで述べてきた

内容を整理し、事前検討をしないでムダをする事後対策方式の問題発生を防ぐため、以下

にその対策の要点を整理して示すことにするので参考にしていただきたい。 
 〔レイアウト設置前の活動を全員参画で行うための要素〕 
  ①ベクトル合わせのための理念、思想を１つとする。 
  ②顧客思考、夢があり、従業員の合い言葉となる解り易いスローガンづくりをする。

そして目で見る表示をする。 
  ③誰かの思いつきで（主に交代されたトップの方）、直ぐ変更されない思想づくりをし

ておく。なお、先の図表２－２－１１にも関与するが、ここに述べた対策要素を盛

り込むため、筆者は図表 2－２－１５、1６の様なシートを作成し、使用してきたの
で、参考にしていただければ幸いである。また、この種の資料作成と、先の取り組

みは、図表２－２－１７に示す、従業員一体となった人・夢・生産レイアウト革新

のための対策、ということになる。 
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図表 2－２－１５ レイアウト設計、理念づくりのためのシート 
ステップ 解   説 適用の例 

1.戦 略 製品の特性、技術、市場性、売上規模、国際性とそ

の企業の理念をより考える。 

顧客ニーズ指向の考え方を入れる。 

・人生を豊かにする… 

・環境づくりに貢献する… 

・基盤技術を支える… 

・顧客の工数低減等 

2.製品の性格づ

け明確化 

具体的な製品の名称、その特徴を書く。又、生産上

の技術ポイントを明確にする。目標値を明確にする

事は、製品の品質イメージを明確にする。 

・大型保存鮮度 

・小型軽量パスポートサイズ 

・○○グラム省エネ型 

 強度 4倍の材料特性… 

3.工場の使命 

 ＝
 

工場の目的 

品質、納期、原価、アフターサービス等々の面より

検討を加え、工場としての物のつくり方を表示する。 

・工場リードタイム 2日変化対応

のＪＩＴ生産 

・革新技術を駆使し設備で品質つ

くり込み等 

4.対 象 顧客ニーズ把握（調査）、研究、試作開発、営業、生

産、販売、流通のどの範囲まで扱うかを明確化する。 

・材料投入～発送一貫ライン 

・受注展開～据付 

5.手 段 工場における施策、他社との比較において、今回の

レイアウトの特長を明確化する。世界一流技術の明

示は効果的である。 

・ＦＡライン、ＣＩＭ 

・無公害、少人工場 

・部品精度、組立性 

 世界一流の工場等 

6.理 念 工場の従業員全員を引きつけ、顧客に品質、納期、

サービスを提供する取り組みを示す。 

工場一丸となった行動基盤を示す。 

・無人化指向 

・手づくりの工夫を駆使した物づ

くり工場 

・○○技術で環境改善 
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図表 2 － ２－１６ 夢の工場レイアウトづくりのための参考例 
ステップ Ａ 社 Ｂ 社 Ｃ 社 Ｄ 社 

1.戦 略 精度向上、軽量材料

提供 

ＪＩＴ対応、シリー

ズ化、抜本的原価低

減 

顧客ニーズに合わ

せた製品小ロット

提供 

高品質、ゆとりサイ

ズ家具化家電品提

供 

2.製品の性格 ○○万回転／分×10

年ノントラブル 

薄肉軽量化、新材料

による生産 

薄肉板材、寸法多

種、小ロット 

多種少量、一品毎の

受注対応 

3.工場使命 非量産、自動化対策 

CAD/CAM 

段取のシングル化 

日々の管理システ

ム化 

受注に応じ幅寸法

制御（タイムリー

化） 

量産ラインを一品

混合ラインで対応 

4.対 象 材料加工ライン 鋳造～検査・梱包一

貫ライン 

スリット～検査梱

包～出荷 

部品配膳＋組立＋

検査＋梱包 

5.手 段 ＤＮＣの加工ノウハ

ウの標準化 

搬送自動化、コンピ

ューターコントロ

ール、生産管理 

自動倉庫による編

集組合せ梱包シス

テム 

個別品事前設計シ

ステム、組立性改善 

6.理 念 世界最高熟練技術の

自動化探求 

3K なしのムダゼロ

追求工場 

思考の生産性ノウ

ハウ蓄積システム

づくり 

人間尊重、高効率組

立品ＪＩＴ工場 

生産対象 航空機部品 オートパーツ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ材 家電品 

 

図表2-2-17　理念・中期経営計画と毎期の予算達成　　
　　　　活動イメージ(ローリング計画と呼ばれる内容）

企業
理念

戦略立案

改善・革新
　　活動 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成

戦略立案

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成

改善・革新
　　活動

中期経営　
　　計画　

前期実績

今期予算

達成活動

来期活動来期活動来期活動

レ
ベ
ル
向
上
程
度

時間の経過

市場のニーズに
合った製品の提供
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2 －３ レイアウト設計に関する各種の型式区分と評価法 

 工場レイアウト設計の基盤となる思想と製品＋経営＋製造戦略の内容が具体化すると、

いよいよ具体的にレイアウト設計をどのように進めるか？という段階に入る。ここで、直

接にレイアウト設計（構築）の解説に入る方法もあるが、この種の取り組みはどうしても

局視的になるので、その前に、レイアウトとは何か？また、作成されたレイアウトをどの

ように評価すべきかについて解説し、その後にレイアウト設計、という実務を紹介するこ

とにする。 
 
（１）レイアウトの方式（Ｉ，Ｕ，Ｌ，）区分について 
 レイアウトは『レイ(流れを)＋アウト（出す）ためスムーズの具体的手段』である。この
研究は、古く、米国誕生のミューサー博士による研究と各社指導内容が発端となっている。

ミューサー氏の取り組みは、既にＳＬＰ（Systematic Layout Planning）という著書に
詳細にまとめられている。その様子は図表２－３－１に示すイメージであり、1970年代以
降、多くの企業が取り組んできた著名な手法である。 
 

 

図表2-3-1　ミューサーによるレイアウト改善技術

 
 
 ミューサー博士の研究は歴史的な偉業である。当時、各地で工場建設が進められる中で、

理論を適用する度に工場建設費用と期間が 10～30％もの低減を進めていったからであった。
この手法の持つ特徴は、理論的，体系的であり、ビジュアルな形で多くの問題の検討がで

きること、更には、図表２－３－２の上部に示すように、たとえ形は（一見）よく見えて
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も、思いつきで並べたライン設計（レイ・オン）ラインに比較して、確実に効率が高く、

多くの内容が事前検討できるという実績を示していったからであった。この意味でムダの

多い「レイ・オン設計方式はやがてレイ・オフを呼ぶ！」とまで言われた。 
 

図表2-3-2　レイアウト基本型（I,L,U）
レイ・アウト（ｌａｙout）
　　＝スムーズな製品の流れ

レイ・オン（Ｌａｙ　Ｏｎ）
　＝置いただけ＝Lay　Ｏｆｆ

基本レイアウト

Ｉ型 In Out　コンベアのように直線の流れを
　　　　基本としたレイアウト

Ｔ・Ｌ型

Ｕ・O型

In

In In

Out　組立生産などにある、横持ち
　　　　編集ライン方式

In

Out

セル生産に見られるように、入りと
出口が同じ位置にした生産ラインの
方式

 
 

21世紀の現在、大手コピー機などを生産する K社が社長方針でセル生産を導入し、2000
年に、P社というコンサルタント会社の力を借りて「部品、仕掛品を 2年間で 2，000億円
下げた。」とか、「面積を 13 万平方メートル低減した。」といった内容を報じている。この
内容もレイアウト改善手法の適用例である。ムダを省くラインが検討された結果、かつて、

未検討だった課題が明確になり、改善効果を得たという内容である。だが、改善例として

報告された内容を見ると、まだムダが多い状況だった。筆者達は、「なぜ、ミューサー博士

の検討方式で改善レイアウトを評価しなかったのでろか？」と事例を見る毎に思う。どう

見ても改善例には 30%以上の改善要素が含まれているからである。時代が新しいといって
もムダが多いラインを改善すれば必ず成果は出る。要は、この面で未開の地に、他社で得

た成功談をコピーしてある程度の成果を得ただけのことである。この理由を図表２－２－

３に示すが、見ての通り、一番初歩的な手法である動線を入れて見れば問題が残ることは

子供が見ても判る。「科学的手法にムダを分析すれば、更に成果が出ているのに、・・・」

と思う内容である。この種の内容は、一部のセル生産、Ｙ先生信望者が推奨する『U ライ

ン万能説』、「部品倉庫の中に人を位置させて組立作業を行う方式だけが最良のライン」と

定めた方式だが、これから解説する内容とは別物であることを注記しておくことにする。

また、もし、このようなレイアウトの適用をご検討の皆様は、是非、ここに示すレイアウ
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ト設計法で評価をすべきである。そうすれば、ムダが最初から検討され、また、この種の

問題が判れば，当然、レイアウトは改善へ向けることが出来る。その理由を図表の右に示

すが、例えばターンテーブルのようなもので組立順序に従って部品を提供すれば、動作距

離は短くなり、（動作経済の原則の一例を活用）、生産性は大きく増すからである。 
 

図表2-3-3　セル生産のムダ排除の事例
（ターンテーブル・メトロノーム式による改善例）

あちらと思えば、また
こちら・・・疲れる！

立ったり座ったり

他社の真似（改善前）

やってはみたが、
ムダばかりだ！

改善後

同じようでも
随分違うわ！

　必要な部品、工具はいつも同じ場所から
順番に、最短・最早の方式でリズミカル生産！

正確な
サイクル
タイム生産

 
 
事実、ある企業で、筆者にご相談いただいた例では、P 社指導、「現場力で頑張れ！」と
いう形で定置されたラインにおいて，設置後、「生産がピークになった。」という状況だっ

たが、改善後、１週間でその U ラインを 30％以上もの生産性向上を果たした。ここでは、
更に簡易自動化検討を入れ、その後も生産性を日々増す努力が進んでいった。決して、現

場のひとの気づきや努力だけで行った改善ではない。科学的な解析をすれば誰でも同じ改

善が進む。既にこの種の改善を施したラインが国内外に何十例もあるが、改善後は必ずし

も、U字はかりではなく、Lや I字ラインになったものもある。注意すべきは、科学的分析
を使用した対策を進めるべき点にある。後述するが「レイアウト改善の基本は、科学的に

ムダを極小化したラインを考えたとしても、相反するラインを 3 種考えるべきである。ま
た、その 3種は、I,L.Uの 3つの型を基本とする。その後、比較検討、科学的分析を入れ，
評価、検討した後でライン設定を行うべき。」というミューサー提唱の内容がある。もし、

この原則を忠実に守れば、現在の技術、採算性を問われる環境で、誰が改善に取り組んで

も同じ結果が得られ、ムダが極小のラインとなる。 
以上、ここでは、必ずしもＰ社指導による宗教的な『セル生産Ｕ字ライン至上論』を非

難するわけではない。だが、皆様には、是非、客観、冷静、科学的解析のメスを入れたレ
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イアウト設計検討をお願いしたいので、ここに例を示した。 
Ｐ社Ｙ先生のような話は歴史的に時々出てくる。このため、既に昔からレイアウト設計

法を活用してきた方々がレイ・オン方式と比較して図表２－３－４に示すような解析を行

っている。なお、セル生産のセルという意味であるが、この意味は工場全体の生産レイア

ウトが完成した後に構築するユニット・セル対策である。３０年前に、人体を例にたとえ

た言葉だが、「体全体の構成を最適にした後に、今度は体の部分である細胞の最適化に入り

なさい。」という内容を示唆したものである。要は、製造工程の一部をユニット化して全体

のレイアウトと融合させる方式のことを指す。従って、現在は、開発～設計～部品手配～

生産管理～製造～検査～出荷～物流～顧客への入荷までのトータル・システム考え、その

最適化の後にセルの最適化を全体とのバランスを見て追求することを意味する。即ち、セ

ルは生産・販売や工場レイアウトの一部に過ぎないのであるから、工場全体のレイアウト

をどのように構成させるか？ということをセル生産検討の前に検討すべきである。 
なお、話を戻すが、レイアウト設計当たって、ミューサーは、工場におけるレイアウト

設計手順を次のように定めている。即ち、①製品分析、②経路分析、③製品の流れを示す

フロム・ツウ分析、④情報交流を含めた相関分析を行い、工程を示す記号と物流強度との

関連で図化し、それを基に、⑤理想に近いレイアウト案を 3 案つくる。その後、⑥レイア
ウト案を評価する評価基準を用いて評価検討する。⑥評価された最良案を抽出、更に改善

を加えた理想レイアウトを基に、⑦設備や人の配置を考慮したレイアウトにして行く。 
以上７つ手順を取り、はじめて実施可能なレイアウトの策定の検討がなされることにな

る。なお、セルの検討は全体が決まってから、⑦の段階で行う詳細検討の一部となる。従

って、この⑦の段階には、当然、ミューサーのレイアウト設計手順以外に、科学的問題解

決手段であるＩＥ、ＱＣ、ＶＥ、ＪＩＴ，・・・という科学的な手法や、生産管理システム

の詳細までを含めた手法を介した解析が必要になる。また、例えば設備面では、発電機、

コンプレッサーを始め、生産に付帯的に関与する設備を含める必要があるし、物流面でも

パレットや製品搬送のケース、更には、鋳物や加工工場おけるリターン材の返却物流を含

めるべきこと、更に、従業員の福利関係として必要な、トイレ，食堂、金型や治具置き場、

更には、情報連絡や会議、事務所などの内容も含めてレイアウト全体を構成させて行く必

要が出てくることがある。以上の内容は、既にミューサー氏が研究したＳＬＰ（Systematic 
Layout Planning）手法には配慮済であるが、最近、余りにもセルだけに集中したレイアウ
ト検討が世の中を乱しているので、SLP の基本の解説に加え、注意点としてセルの位置づ
けと、現在多くの企業が迷走している問題の対策を記載させていただいた。 
では、本筋に戻し SLPの内容を解説することにする。まず、図表２－３－５、６にＳＬ
Ｐによる解析のイメージを示し、具体的内容として、まず、レイアウト評価基準に従った

進め方の解説に入ることにする。 
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図表2-3-4　システマ
テックレイアウト
設計法の必要性

従来の進め方

・問題のありそうな事の
みに目を向ける
・設備、コンピューター
中心のハヤリ病的内容に
注目する

現 状 調
査

・誰かの趣味的なアプロ
ー　　
　チ
・客観性の少ない解析
・少ない情報で判断が進
む

進め方

・問題の1つ1つに対し
、問題対策されると満
足する
・現状より少し良くな
ると大幅に改善された
気がする
・見方の異なる（素人
でも）人の意見にフラ
フラする

実施内容が近視
眼的

“ＳＬＩＭ”

レイアウト設計手順の活

用

・本質的な内容に近づく
ことができる
・戦略を冷静な立場から
見直し変化の要因が事前
に頭に入る

市場の確認

・目的指向、手段が自由
に選べる方式を取る
・理想案との対比により
、ステップを考えたやり
方
・過去の教訓をシステマ
ティックに活かす

・要因が変化すると影響
がどこに出るかシミュレ
ートする
・全員参画方式を取る
　思想と統一ベクトルを
一致させる

事前問題検討と対
策

着　

眼

　

事

前

検

討

将

来

性

網

羅

性

フ

レ

キ

シ

ブ

ル

活　

動

 
 

図表2-3-5　ＳＬＰ（Systematic　Layout　Planning）の手順　　
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図表2-3-6　Ｆｒｏｍ-To分析～レイアウト設計のイメージ

 
 
 
（２） マクロ的な工場レイアウトの評価基準 
 レイアウトの設計に当たっては、まず、レイアウト設計の前にレイアウト評価基準を明

確にすべきである。レイアウト設計と共に、ムダな仕事をしなくて済む可能性が高まるか

らである。なお、評価には、数他の案の比較～抽出に活用するという目的もあるが、評価

しながら対策を練るという活用法がある。この２つの利用法を知っていると、レイアウト

案の創出に役立つばかりか、レイアウト検討の幅を広くする。その理由はレイアウト評価

の過程で、IE、QC、VE という科学的な分析手段が既に、充分に加味されているからであ
る。 
では、図表２－３－７に『基本的な工場レイアウト評価基準』を例示することにする。

なお、具体的活用に当たっては、次のような５段階の基準を設けてレイアウトを評価し、

評点が低い内容には改善を考える方式の活用をお奨めしたい。 
  【レイアウト評価基準を行う場合の５段階】 
   ５：極めて良い。 
   ４：かなり良い。 
   ３：普通（多少，問題があり、改善を要す）。 
   ２：問題がある（大きな変更を要する内容がある）。 
   １：実施、選定、採用すべきでない。 
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図表 2 –3－７ 基本的な工場レイアウトの評価項目と評価式の例(基準設定は自由) 
№ 評価項目 評 価 の 例 と 評 価 式 

 1 順     行     率 ・右図の様なプロセスで生産が進む例の  

 場合 

 ①→②、②→③、②→④等を順行とす 

 ると、③→②、④→②は逆行です。こ 

の程度を評価し、改善を考えます。 

・施策例：逆行不要の技術を確立する。 

 ②、③、④工程を同じ設備等で集約加 

 工する｡逆行する仕事をその工程で済ますようにする等々  

 2 動 線 近 接 率 ・物流を個数×回数等で表現すると図の 

様になります。直結工場とそれ以外（ 

1m以内は直結とする）の工程を区分 

し、近接度の面より検討を加えます。 

・施策例：①－②を同工程で行う。1m 

以内で行う様につなぐ。⑤の様な動線 

の少ない仕事は無くす改善を行なう。 

ある工程の能力を向上させ、能力不足により発生する動線を無くす。 

 

3 建屋有効利用法 ・建屋の高さを、面積で評価する。  

 上、下に活用できる場合は（中2 

階等）これも面積率と考え算式に 

入れる。 

・生産に関連する面積には、生産設 

備、事務所、工具室を含める。中 

間仕掛、発送場の仕掛にも必要に 

応じ含める（改善対象として考え 

る対象は全て含める）。 

①  ②  ④ 

    ③  ⑤  ⑥ 

投
入 払

い
出
し 

順行回数 
順効率＝ 

全流れ回数 
（距離×回数） 

               ⑤ 

①  ②  ③   ⑦   ⑧ 
④   ⑥ 

近接の動線の数 
近接率＝ 

全体の動線の数 
（距離×回数） 

生産に関連する面積 
面積率＝ 

全体の面積 

斜線部分はスペース 
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図表 2 –3－７ つづき 
№ 評価項目 評 価 の 例 と 評 価 式 

 4 工程の同期率 ・図の様な工程で製品性物流がある 

 時、前後工程の同期性、フットの 

 まとめ（段取替等によりまとめて 

 加工が必要な時）による影響、設 

備のトラブル、品質等の影響によ 

り、工程間に仕掛が必ず発生しま 

す。 

・原因別に対策を考える。 

 

 5 建屋の将来利用面

積 

・建屋内で将来走行利用できる比率と 

面積、拡張性がある場合、下記で算 

定する。 
Ａ   Ａ+Ｂ 

利用率    、 
     Ａ+Ｓ   Ａ+Ｓ 
・現状の設備の小型化技術革新による設備の減、ある設備を能力up・機能upして台数減を図る等の改

善をする。 

 6 生産面積縮小化率 ・過去のある時期、他社のモデルを参考として（あるモデル時期をモデルとして、 

 同規模生産との比較をみる）算定する。 

・生産倍率は生産向上による倍率とする。 

・施策例：各工程の機能、効率、スピード 

 アップ、設備の小型化、立体化、工程省略を考える。 

7 管理容易化率 ・連絡指示回数を、算式のベースとする。 

 （1～2歩の歩行で必要情報が得られる 

  時はカウントしない）。 

・連絡内容は設備故障の連絡、治工具、 

段取のための連絡、作業計画量の指示／ 

実績、品質上の必須事項の連絡等である。容易化を考える。 

・手段、通路、見通しの改善、指示盤・ 電話等の設置、放送連絡設備の設置等、 

 事務所との密着度等を考える。 

容易ポイント数 
縮小化率＝ 

管理ポイント数 
 
 
対象人員×必須情報項目の数 

計画(現状の面積) 
縮小化率＝ 

基準生産面積－生産倍率 

仕掛品面積 
近接率＝ 

全体面積－生産関連 
面積 

 
 Ｓ 
既生産ｽﾍ゚ ｽー 

 Ａ  
 Ｂ 

現状のｽﾍ゚ ｽー 

建屋増加によるｽﾍ゚ ｽー 

〔仕掛個数〕 
×〔後工程時間〕 

仕掛時間＝ 
月生産数 

①→△→②→③→△→④ 
 

△は中間仕掛 
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図表 2 –3－７ つづき 
№ 評価項目 評 価 の 例 と 評 価 式 

 8 リ・レイアウト性 ・設備配置換が１日程度（電気、配管前後の処理装置等を含む）であり、リ･レイアウトが 

 安価に行える（基準内で変更可能な）設備の台数をカウントする。 

・リ・レイアウトが予想されるものは事前対策で余地を残しておく等の施策をつくると同 

 時に、移動不可能なものは明確化し、慎重な事前検討対策を進める（ピット、クレーン、 

重量大型設備等）。 

 

 

 

 

  
・リ・レイアウト性はリ・レイアウトできない制約の明確化が必要である。 

 9 職場の安全性 (1)通路の見通し、仕掛置き場の高さを評点とする。 

(2)危険余地の評点、通路の凹凸も評点とする。 

(3)安全棚、安全の表示、安全管理の明示、危険物の表示、危険区域の表示も含め指摘件数 

 による評価を評点とする。 

10 5       Ｓ (1)物の置き方と区分 

(2)治工具、金型等の取扱 

(3)清掃点検、保全の容易性 

(4)粉ジン等の発生源 

 対策性について、5段階評点を定め評価する。 

11 作 業 環 境 性 (1)建屋内空気流通性、空気回転率 

(2) 冷風他設置、拡張性 

(3)騒音・熱・ニオイ等の遮断性、指摘件数評点とする。 

12 保  全  性 (1)部品の取扱性、検索性、保管管理の信頼性 

(2) 設備の整備、故障時のやり易さ（含む、各種条件との干渉） 

(3)異常アラームの取付け、活用性等に評点を定め判定する。 

13 福  利  性 (1)小グループ等討論のし易さ 

(2)食堂・トイレ・飲食品入手等への配慮、近接性 

(3)工場環境（運動、いこいの場等）に評点を定め判定する。 

14 環境公害対策性 (1)環境基準に対する各種規制上の対策 

(2)環境公害対策設備のメンテナンス容易性 

 ※評点を定め判定する 

基準内で移動可能な設備台数) 
リ・レイアウト率＝ 

全設備台数 

移設が不可能という制約がある設備 
リ・レイアウト不可対象率＝ 

全設備台数 
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図表 2 –3－７ つづき 
№ 評価項目 評 価 の 例 と 評 価 式 

15 省エネルギー対策

性 

(1)省エネルギー対策性 

(2)再熱利用の容易性 

16 リターン材廃却物

取扱性 

(1)リターン材の搬送、保管、管理のし易さ 

(2)廃却物類の保管、払出し、管理の容易性等 

※評点を定め判定する。 
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(３) ミクロ的なレイアウト評価項目 
 基本（マクロ）的評価に次ぐ評価がミクロ的な評価である。工場全体のレイアウトがマ

クロ的に評価・検討～抽出されると、今度は、ユニット毎にミクロの評価が必要になる。

レイアウト改善において、ミクロという意味は作業員が働く職場のレイアウト程度の内容

をいう。そして、工場レイアウトの良否は、人、物、設備の動きが理にかない、しかも素

人が見た目にもスッキリしているレイアウトである事が大切である。そのためには IE手法
のひとつである工程分析を用いたレイアウト分析～改善が必要になる。では、工程分析と、

その改善法について簡単に解説することにする。 
 工程分析は４つの記号と共に次のような対象に対して仕事や物、情報の流れや手順を追

う手法である。工程という内容はすでに ISO9000:2000 の用語の定義中に見られるが、工
程の定義は「インプットをアウトプットに変換する仕組みや作用」である。生産は、この

工程にクロスする形で人、もの、設備などの働きかけが工程になされるが、その状況を図

化すると、図表２－３－８のようなイメージになる。 
 

図表2-3-8　工程のとらえ方

材料 製品

評価技術 製造工程

工程：InputをOutputに変換する仕組み。

作業、設備稼働：もの（工程）づくりへの働きかけ

５Ｍ＋Ｉ
人、方法、計測
設備、物＝設計
　管理・情報

工程のとらえ方

 
   
 この内容を詳しく説明すると、製品工程（物づくりの過程）は左から右への物の流れを

言う過程を示す。また、この流れを追うと、材料が入り製品に至る過程でどのようにイン

プットをアウトプットに変換されて行くかを示す内容になる。要は、工場に入れられた材

料は多くの工程を経て製品になってゆくわけだが、縦側からの人や設備の働きかけがあっ

て、始めて目的とする製品の機能に変換されてゆく。また、この工程への働きかけの要素

を 5M+Iというが、5M+Iは、人、方法、計測、設備、物という５つの英語の頭文字Mと、
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I＝設計・管理・情報（Information）の頭文字）という生産の６要素を示す英語の頭文字を
示す。いずれにせよ、この 5M+I の働きかけで、各工程（プロセス）を経て目的とする製
品実現がなされて行く。このように、この工程の流れを構成するのがレイアウトである。

なお、工程を分析するに当たっては、下に示す４つの記号と区分で工程をとらえることが

基本となる。 
○ ：正味＝作業、加工、処理を示す。しかし、正味は付加価値を生む内容に限ること

が重要であり、見直しに当たっては、世界一流の方式の対比、本当に価値を生む内

容になっているかを厳しく見ることが必要条件となる。例えば、機械加工の場合、

あるべき加工方法で削っている内容のみを正味加工ととらえる。このため、加工部

材の取り付け・取り外し、刃物が加工部材へ移動する内容や試し加工は正味には含

めない。当然だが、切削は最高スピード、最良加工スケジュール、不良・手直しゼ

ロを前提とする。 
◇：検査＝『品質は工程で造り込め』という言葉があるが、「もし、製品製造が完全で

あれば検査という工程や作業は不要である。」という考えで扱う。従って、検査は

ムダな工程と考え、工程内で良品実現を考える策の検討を促す。 
➩：移動＝工程間における物、人、情報の移動（伝達、連絡過程）を示す。工程分析

では移動はムダと考える。もし、どうしても移動が必要な場合、太く短くするた

め工程の近接を考える、といった手段で移動距離や物流回数のムダの軽減を図る

ことが必要である。 
▽ ：停滞＝物の停滞は在庫、仕掛、人の停滞は手待ちというが、これもムダ対策の対

象である。製造ラインにおいてはラインバランスを取る。製造・販売対策において

は SCMやネット販売による直納（直接納入）方式は移動と停滞の両方のムダを縮
減することを目的とした例である。 

以上、工程分析の４つの記号と使い方を解説したが、作業現場における簡単な活用方法

を図表２－３－９に例示するので参考にしていただきたい。分析は正確に行う必要がある

が、工程分析活用にあたっては改善を同時に考えることが重要である。このため、図表に

も ECRS（E : Eliminate(省略),C : Combine（結合・統合）,R : Re-arrange (置き換え),S : 
Simplify(単純化)できるか？という設問が設けられている。要は、工程を分析しつつ、見直
～改善を進めることが、この手法の活用上の要点である。また、改善に当たって、[理想―
現実＝改善ギャップ]という物の見方を行うことも重要なものの見方である。そこで、分析
と改善をつめる方式の例を図表２－３－１０に示すことにする。図表上に示した例１～３

は物流面の改善に対する分析と改善把握法、また、例４はネック工程/ラインバランス対策
に関するものである。では、工程分析を用いてレイアウト改善～大きな工程革新へつなげ

る例を紹介し、工程分析の活用法と大幅なリードタイム革新を図る方法に対し、手順を追

いながら対策内容を例示することにする。 
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図表2-3-9　作業工程分析の活用例　

○：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で
　　　　　　　　　　Ｅ（省略）

　　　Ｃ（結合・統合）　　Ｒ（置き換え）

　　　　　　　　Ｓ（単純化→自動化）　　

改善：当然必要な工具は
作業場の近くへ整理・整頓

　５Ｓ対策ということで、工具を通路側へ立て看板と
共に、目で見る管理、という例がある。だが、工程
分析を使えばムダはすぐに判る。歩く＝移動のムダ！
や探すムダを見つければ、工具の置き場は職場の近
くになるはずである。

工程分析と改善の進め方

仕事は４つの記号で把握

動作分析を用いた改善例

５Ｓ工具置き場

作業場

通路側

美観は良いが
なぜ？毎回
工具を持参
しなければ
いけな
いの？

 
 

図表2-3-10　工程分析と改善の把握法

　　　

A B

理想Ｘm
（最短距離）

実際Ｙm

理想ー現状＝改善の考えでレイアウト上の問題を見つけ改善する

例１：　Ｙ／Ｘ　→　１を追求する

d
A

B

Ca

R

　　　人の動き
c　 a ＋ｄ+ R + c
　　物の動き
　　　　R

例２：　Ｒ以外は全てムダなのでゼロ化を考える。

設備

a

b

例３：　上下動　ａ　と　ｂはムダと考え対策する

1 2 3 4 5材料 製品の産出

4分
　　個

3.5分
　 　

　個

3.0分
　
　個

4 . 0　
分

　　個

3.5分
　 　

　個

3.5分
　
　個

工程
工場のプロセス

例４：　ネック工程は平準化対策する

0.5分移す 3.5分／個
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【事例を用いた工程分析改善事例】 
例は、ある加工されたパーツを梱包～発送する迄の工程対象とする｡なお、記述方式は演

習課題方式を用いることとする。 
〔手順 1〕現状の把握 … 聞き込みによる情報の収集 
Ｘ社ではある電装品の加工を行い、それを梱包している。製品アイテムは 30種類、聞き
込みにより次の様な情報が入手された、という前提で工程分析による現状把握～改善を進

めることにする。なお、工程分析は１つの製品に限った流れを追う手法であることを念頭

におき、下の内容をご覧いただきたい。 
   ① 部品は加工機 5 台により加工されて、1 ロット約 1000 個の単位で箱に入れる。

1000個／ロットの加工済品は加工後箱毎に置き場で一時保管する。加工作業者は
3名で 5台を使用している。 

   ② 一時保管された材料は事務所より指示される伝票に従って、加工済部品を取り、

6m離れたエレベーターまで台車に運びエレベーターに台車と共に乗り2階へ送る。 
   ③ エレベーターは安全上、人が乗れないので運搬者Ｔさんは 10m離れた階段へ行

き、2階へ上がってエレベーターより台車を引き出し、6m離れた洗浄機まで台車
を押し、部品を運ぶ。 

   ④ 洗浄機へは部品をバラバラに投入しなければならないので、箱よりボックスへ

空ける。ボックスは前の製品の洗浄を待つ事があるので、平均 40～50分くらい待
つ。前の部品の洗浄が終るとホッパーを切り替え、洗浄機へ部品を投入する。 
⑤ なおホッパーより洗浄機へ材料が投入される時、ポカヨケがついており寸法不

良があると自動的に除外される。又、部品にバリがあるものも除外されるが、こ

れは手直しされ次のロットと共に統合される。作業者はＨさんであり、歩留は大

体 97％くらい｡洗浄は 1ロット約 25分である。 
   ⑥ 洗浄が終るとＨさんは 1ロットずつにまとめ、4ロットになったら、箱にロット

毎に部品を箱入れし、防錆工程へ台車を運んでゆく。防錆工程は 2階にある。 
⑦ 運ばれた部品は防錆機にかけられるまで少し待つ。防錆機も部品の混入がある

とまずいので、ロット毎に処理される。防錆機は脱脂、防錆液浸、液切り、乾燥

の 4工程があり、4台の設備で 4工程となっている｡1ロットずつ、この順で処理
される。この担当はＱさんだが、Ｑさんは防錆機の部品を 1ロットずつ箱に入れ、
やはり 4 ロットたまると、台車にのせ箱詰工程へ持って行く。直ぐに箱詰にかか
れないものは仕掛場に、一時保管される。 

   ⑧ 箱詰は部品を 10個ずつビニールに入れたものを 10袋としてまとめ 1箱にする
作業である｡作業者は女性 5名の作業。箱詰には伝票づけが必要だが、その作業は
事務所よりの出荷指示に従って行われる。なお、箱詰作業はお客様の時間納入に

従って行われる。その関係で防錆後の部品はある程度仕掛をもった形で行われて

いる｡又、箱詰時、キズ等の外観不良があると、それは不良として除かれる。不良
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率は前肯定の防錆に対し約 2%程である。仕事は忙しく毎日 1～2 時間の残業が行
われている状況である。  
⑨ その他の内容として、初工程である加工工程は、部品加工毎に段取り替が必要に

なるが、段取り作業の内容は加工の治工具の交換が主な仕事で工具室より工具と

プログラムテープを持ってきた。 
 この種の分析は以下に示す３種類あるが、ここでは、工程の大きな革新につなげたいの

で、製品工程分析を行うことにする（一般に、この種の改善に当たっては、製品工程分析

→作業者工程分析→情報工程分析の順で工程分析を使う手順が一般的である）。 
(イ) 物の流れを追う分析：製品工程分析 
(ロ) 人の作業工程を追う分析：作業者工程分析 
(ハ) 情報や指示、伝票などの動きを追う分析：情報工程分析 

以上の内容に伴う、現状の工場レイアウトと改善に対する条件を図表２－３－１１に、

また、工程分析表への記述内容を図表２－３－１２に例示することにする。 
 

図表2-3-11　設問における改善前の状況

検査、梱包

洗
浄
9

梱包資材

乾燥

防錆 脱脂 検査

事　

務　

所

発送場

仮置き場

加工機

材料置場

【今回の改善の前提】
①　制約条件無しで改善を
　　考えて下さい。
　　（新建屋の建造を含む）
②　改善前/後で何がどの
　　ように改善されたかを
　　工程数、人員の変化と
　　共に示して下さい。
③　改善は箇条書きの項目
　　だけでなく、目で見てわか
　　る方式で示して下さい。
　　（レイアウトなど）

 
 
なお、この工場における課題は、現在、「人手不足の傾向があり、補充も難しいので、で

きるだけ省力化を図りたいという要求なされている。」ことを仮定することにしたい。また、

この工場トップの方は「1人省力 2M¥程度は出したい。」という状況で改善案の提示が求め
られていて、全て設備の移設は簡単な状況、工場も改造、新設可能、具体性のある技術革

新は制約条件なしで投入可能な条件にあるということにする。「とにかく、『制約条件な

し！』で、徹底的にムダのない改善案を考えていただきたい。 
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図表２－3－12 工程分析による現状分析の例 
記  号 活 動 要 素  

No. 
 

工程の内容 加

工

○ 

検

査

□ 

運

搬

⇒ 

停

滞

△ 

時

間

(分) 

距離(m) 作業

者 
設備名 技 

 
術 

活 
 
性 

 
改善検討例  

 備考 

1 材料置き場に保管  
  ( )      2 JIT 発注すべ

き 

2 加 工 機 へ 運 搬     2 6   手 4 
3 

自動投入す

る 

3 加 工     120 
分/L  A,B 

C 
NC 
5台 自動 4 

多台持化を

検討する。 

4 運 搬 待 ち     30   台車 1000個/L 2 人が乗れるｴ

ﾚﾍﾞｰﾀｰ検討 

5 運搬 1 階→ 2 階     5 
 

6+3 
+2 T ｴﾚﾍ゙ ﾀーー   2→ 

3 

工程直結を

図る 

6 仮 置 き     30～ 
60     2 

ロットサイ

ズ変更 

7 洗 浄 場 へ 運 ぶ     2 2 H 台車  3 
コンベア化

検討 

8 洗 浄 待 ち     30～ 
60     2 同上 

9 洗 浄 寸 法 検 査     30  自動 洗浄機 半自動ポカヨケ 4 加工時に検

査すべき 

10 防 錆 場 へ 運 ぶ     2 4  ポカヨケ台車  3 
2 

 

11 防 錆 機 待 ち     30～ 
60     2 

後工程への

つなぎ必要 

12 脱 脂     30   脱脂装置  4  

13 移 し 替 え     5 2    2  

14 防 錆     30  Q 防錆機  4 
一貫ライン

化対策 

15 移 し 替 え     5 2    2  

16 乾 燥     30   乾燥機  4  

17 検 査 待 ち 場 へ     30 5    2 
4 

18 検 査 場 待 ち     30～ 
50   台車  2 

後 工 程 と

の同期化生

産 
 必要 

19 検 査 ・ 梱 包     35  I,J,K, 
L,M ﾗｲﾝ  4 梱包自動化 
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技術革新対策を進めるには、まず、現状の問題を目で見てわかるようすることが重要で

ある。そこで、図表２－３－１３は、そのような要求に応えるため、現状分析内容を図化

し、問題点を明確にした。物の流れを基にした工程分析を用いて、このようにレイアウト

に動線図を用いると、移動のムダが明白になる。加えて、円グラフのような分析を用いれ

ば時間的に正味率が低いこと、また、工程発生回数(頻度)面で見ると、これも正味率が低い
という実態が明確になる。ちなみに、時間値では正味率は半分、工程回数では 1/4程度とな
るが、この工程は大変問題が大きい状態であることが判る。従って、この例においては、

大幅な改善を図り、正味率向上をすべきことになる。 
 

図表2-3-13　現状把握と問題点を明示した解析の例

検査、梱包

⑯

⑭ ⑫

6

洗
浄
9

9

21

4

24

8
11

1

18 ⑲

⑰

20

22

梱包資材

101315乾燥

防錆 脱脂 検査

事　

務　

所

2

発送場

仮置き場

加工機

材料置場

③
23

頻　　度

停滞加工検査

運搬・手段

時間値でみると

正味
停滞運搬

ムダ発生の状態

 
 
〔手順 2〕現場の問題点聴取 
    レイアウト改善に当たって大切なことは改善後の内容に過去の問題を持ち越さな

い対策を進めるべき点である。更に、最終的には現場の方々働くわけであるから、

先述の現場参画内容をここに織り込む必要がある。本来、そのためには現場診断す

る。関係者を集めて目に見えない問題や希望をブレーンストーミング方式で自由に

出していただく。また、この際、現場関係者だけでなく、管理者の希望、外部の見

学者の方々を含めた診断内容を聴取して、レイアウト評価や改善具体化に役立てる

ことが手順２の要点となる。この種の対策を進めると、時に、改善要求や問題点が

数百件になることがあるが、ここでは、その中から数点を選び、例示した。 
   ①仕掛が多い。 
   ②作業がとぎれている、自動化も遅れている。 
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   ③エレベーターで物を上下する時、マテハン等お金にならない仕事が多い。 
   ④工程がブツ切り、バランスが悪い。 
   ⑤歩いている人が目立つ。・・・・・・等々多数 
 

 〔手順３〕第一次レイアウト改善案づくり 
 現状分析が終了し、現場の問題点が聴取されると、各種問題解決を含めた草案づくりに

入る。今回の例の場合、演習問題形式で関係者に検討願うと、建屋を新設、または、１階

に全ての設備を集約し、工程間に仕掛を持たないで生産する一貫ライン生産ライン構想が

提出されるケースが多い。省力投資費用を投入すれば（金をかければ）、3 名程度で作業可
能な投資案が提出できるかも知れないが、妥当性のある検討案は概略この図表２－３－１

３に示すようになることが多い。面白いことに、この例（U 字ライン）を中心に、I 字、L
字ラインと提出されるが、今まで数百にのぼるグループが出す答えは、期せずして、概ね

同じ内容になった。このことは、「工程分析という手法を活用すると、産業毎に将来像がほ

ぼ同じになる、ということを示す。」という重要な内容を示している。 
 

図表2-3-13　現状把握と問題点を明示した解析の例

　　検査、梱包

検査

乾燥

防錆

発送場

加工機グループ 材料置場

現場事務所

脱脂 洗浄

自動検査・梱包機を投入する

梱
包
資
材

空き地

【改善の成果の見積り】
　　　現場人員　11名　→　5名　（55％減）
　人の移動距離　３２ｍ→　６ｍ（81％減）　

無人搬送車投入

現場管理者
（付帯作業を含む）

出荷

入材

 
 
【手順４】レイアウト案の比較～抽出 
図表２－３－１３にレイアウト改善の一例を示したが、最初から１案に集中すべきでは

ない。その理由は、まだ他に良い案があるかも知れないからであり、抽出した案も他の案

と比較することで、より良い案に改善して行くことができるからである。既に、「レイアウ

ト改善に当たっては、3つの異なる案を作成し比較の後に最良案作成に入るべき。」と、SLP
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創設者・ミューサー博士氏の SLPで示唆している。 
では、その比較検討の方法と、レイアウトの形を分類し、その利点と欠点を例示するこ

とにする。まず、数案を作成し、案を抽出するフォーマットを示すことにする。また、図

表２－３－１４はその一例である。この方式は利点、欠点比較法と呼ばれる形式のひとつ

であるが、改善案を縦軸に書き、相互に比較しながら案の抽出をして行く方式である。利

点欠点法は大まかに案を比較検討する場合によく用いられる。次の、図表２－３－１５‐

①は得点法と呼ばれる案比較の方式の代表例である。この方式の特徴は、まず、達成しな

ければならない評価基準、例えば、投資額の制限、人数の制限、工事期間の制限などが、

この評価基準として活用される例が多い。いずれにせよ、この種の評価点を用いて個々の

案を評価し、Go（検討続行）となった案は採用となり次の評価へ進む。だが、NG になっ
た案は、改良されるが、評価内容を満足する状況が整わない限り、NG又は保留となる。 

Goとなった案は案の比較検討～抽出の評価に入る。このためには案を横並びに比較する
方法を行う。具体的には、一番良いものを例えば 10点と定め、この最高点を基準に他の案
の点数を決める。同時に、評価内容や問題点や改善点も記載してゆく。なお、ここには各

評価項目には案を評価するためのウエイト（重要度）が必要になる。そこで、この評価法

は、先の得点（ｓ：スコア‐）とウエイト（ｗ）を決め、両者を掛け算した値で案の評価

を進める。この手続きで、最良案を抽出して行く方式が得点法を用いた評価手順である。 
このような手続きで案が抽出されると、次に行うことは、抽出案の問題軽減対策となる。

具体的手続きは、事前検項目を挙げ、リスク対策を行う（図表２－３－１５－①の下欄に

記載した欄を用いて行う）。以上、ここまでの検討手順を図表２－３－１５－②に一覧化し

たのでご参考願いたい。 
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図表 2－3‐14 数案～最適案の選定・抽出表の例(利点･欠点法) 
①表題： 
②案と内容  ③利 点 ④得点   ③欠  点 ④失点 ④採否とリスク想定 

A案 

 

     

B案 

 

     

C案 

 

     

  ⑥リスクの想定 ⑦リスク対策内容 

発生確率 重要度 予防策 緊急時策 

⑧リスク低減程

度と対処の内容 

     

⑤ 

抽出案 
(採否の条

件も記載) 

（採用案詳細） 

   

実施項目 ｽｹｼﾞｭｰﾙ（実施時効とリスク対策内容記載） 責任者 期限 終了ﾁｪｯｸ ⑨実行計画と 

節目の対策 

内容明示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記 

載 

要 

領 

 

①案を評価し、目的・目標をいつまでに達成すべきかを記載し、案を抽出する目的を表題

に記載する。 ②A,B,C等、案を記載する。 ③案を評価するﾁｪｯｸﾘｽﾄ、評価基準を別途用

意、案を比較しながら利点、欠点を記載する。 ④利点／欠点の内容を評価しつつ目的に

対する評点を定め点数、または、記号で示す。⑤欠点が少なく利点が多い案を抽出する。

⑥採用案のリスクを想定する。個々のリスクの項目には 5点法などを用いて、リスク発生 

とリスクが発生した時の事の重大性を書く。⑦リスクの対策を書く対策は予防策／緊急時

策に分けて書く。⑧リスク対策がどの程度リスクを軽減するかを書く。⑨採用案の実施項

目詳細を記載し、リスク対策を進めつつ実行、成果を得るｽｹｼﾞｭｰﾙ化を図る。 
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図表 2－3－15‐① 得点法を用いた数案の評価～抽出方式   
掛け算値：W（評価項目のウエイト）×S(ｽｺｱ-)横の項目と比較して点数の一番高いものをベースに設定する 

①表題 

A案（    ） 

 

 

B案（    ） C案（    ） 

 

 ②選択対象 

案の記入 

 
③評価項目 ④ 評 価 内

容 

⑤ｸﾘｱｰ可否 ④評価内容 ⑤ｸﾘｱｰ可否 ④評価内容 ⑤ｸﾘｱｰ可否 

必

須

項

目 

(記載例) 

投資金額範

囲 

期限・・・ 

・ ・・・ 

  
５ 

５ 

    

Ｇｏ／No-Go評価 ⑤ 判 定 結

果 
 ⑤判 定 結

果 
 ⑤判定結果  

重

要

項

目 

⑥(記載例) 

付帯費用 

ﾗｲﾊﾞﾙの台頭 

・・・・・ 

 W S ⑦  W S ⑦  

 

W 

 

S 

 

⑦ 

 

付

加

項

目 

⑧(記載例) 

美観 

従業員の士

気 

   ⑨    ⑨  

 

 

 

 

 

⑨ 

 

⑩一時評価点数合計 ΣW×S＝ ΣW×S＝ ΣW×S＝ 

⑫  リスクの想定 ⑬リスク対策内容 

発生確率 重要度 予防策 緊急時策 

⑭リスク低減程

度と対処の内容 

     

抽出案 
(採否の条

件も記載) 

 

⑪採用案詳細 

   

実施項目 ｽｹｼﾞｭｰﾙ（実施時効とリスク対策内容記載） 責任者 期限 終了ﾁｪｯｸ ⑮実行計画と 

節目の対策 

内容明示 
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図表 2－3－15－② 抽出案の得点法を用いた案の評価～抽出方式の記載要領 
 
記 

載 

要 

領 

 

①案を評価し、目的・目標をいつまでに達成すべきかを記載し、案を抽出する目的を表題

に記載する。 ②A,B,C等、案を記載する。 ③案を評価するMUST(絶対ｸﾘｱｰすべき条件)

項目と評価基準(売上○％以上、期限○ヶ月以内など)を記載する。④⑤評価基準に従い案を

評価 Go／No-Go の判別を行う。示す。⑤欠点が少なく利点が多い案を抽出する。 ⑥重

要項目をｸﾘｱｰした案に対し、High Want（重要評価）項目を設定（必須項目の達成期待

も、High Want項目に変換して記載）の後、重要項目にｳｴｲﾄづけ（W値づけ）を行う。

⑦重要項目毎に横一列毎に一番高いものを 10点、以下、その 10点をﾍﾞｰｽにｽｺｱ－（S）の

評点を入れる。数値のあるものは数値を基、無いものは、評価内容と共に感性で評価点を

入れ、W×S の計算を行い、結果（数値）を表中に入れる。 ⑧⑨の Want 項目も⑥⑦と

同じ処理で行う。⑩Σ（W×S）を計算し、案の抽出を行う。⑪案を採用する。⑫採用した

案のリスクを書く。⑬リスクの対策を書く対策は予防策／緊急時策に分けて書く。⑭リス

ク対策がどの程度リスクを軽減するかを書く。⑮採用案の実施項目詳細を記載し、リスク

対策を進めつつ実行、成果を得るスケジュール化を図る。 

 
 なお、得点法においては、単に得点をつけるだけでは評価の意味がわからない。そこで、

評価点と共にコメントをつける。なお、コメントをつける際に A、B２つの方式があるが、
ここでは下記の A方式を利用されることを推奨したい。 
 
 方式 A: 案の評価は最終段階と考える。一応、案は評価を簡単に 1回行うが、欠点に対

しては再度、対策案を出し、案に改良を加えて、案の評価を行う方式。 
 方式 B：案に改良を加えず、評価する。評価の目的は採否だけ、なお、抽出案に欠点があ

れば、評価・抽出後に、その欠点を抽出して対策を図る方式。 
 
  
以上で案の評価について解説を終了するが、中身の充実した評価手続きを行うためには、

先に示した図表２－３－７や、各社で蓄積してきた評価基準、また、専門家や経験者、現

場の方々の意見～各種文献などを用いて、事前に評価項目をチェックリストの形で用意し

ておくとよい。なお、レイアウト評価は単なる評価だけでなく、改善検討がその中に含ま

れていることを念頭において実施することが大切である。この評価表はあらゆる案の評価

（例：新製品の検討、生産管理システムの決定、経営戦略や営業販売対策など）に利用可

能な方式である。だが、レイアウト設計においては、I、L、U ラインを基本に各種創案に

臨むことを推奨したい。その理由は、ミューサー博士の SLP、特に３案比較抽出法は使っ
てみると偉大、かつ、極めて効率良い手法であることが体験できるからである。筆者は何

度も手法を用いて来たが、３案比較の度に多くの体験や案の創出、改良を体験してきた。

そこでは、I、L、Uの基本形を基に、実施はしないが、異なる 3案をつくる。この中から 1
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案を抽出して、更に、3案を考え評価～抽出する、という手続きを忠実に行った。また、最
終段階では、実施に近い詳細を加えた後、その前に、第 2 回目の 3 案比較～抽出の 1 案を
基に、更に 3案をつくり評価検討する、結局は 3案×3回比較検討法を行うわけであるが、
この手続きを行うと、関係者が 200 枚以上もの図面を書き、修正を繰り返しつつ良案をつ
くる要素が、3案×3回比較法で全て入ってしまうということを経験したことがあった。こ
のような体験からも、ミューサー博士の偉業には今も頭が下がる。このような体験から、

図表２－３－１６には、今まで経験した内容を基に、I、L、U 型の持つ利点と欠点として

まとめたので、ご参考願いたい。 
 
図表 2‐3‐16 Ｉ、L、Ｕ型レイアウト検討案の例（レイアウトの形式例中の図は省略） 
レイアウトの形式例 利    点 欠    点 

〔I型の例〕 
 

・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰをなくし、1階へ全
設備を集めた 
・梱包資材は 2階より投入 
・洗浄～防錆は一貫ﾗｲﾝ化 
・工場の入材と発送場の区 
分がはっきりする。…等 

 
 

・設備群の中央に物流ﾗｲﾝが

あり、安全上注意を要す 
・置き場が狭くなるので管理

面の対策を要す 
         …等 
 

〔L型の例〕 
 

・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを残しておける 
・搬送はストックと搬送が 
できる可能性がある 
・検査、梱包場のバランス 
 が悪い時、仮置き場がバッ 
 ファとなる……等 
 
 
 

・通路が一直線でない 
・加工設備の増設が必要と 
 なった時スペースがない 
         …等 
 
 

〔U型の例〕 
 
 

・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰが残せる 
・中央に通路が取れる 
・洗浄～防錆が壁側に直線 
配列できる 
・梱包材を直接建屋投入で 
 きる……等 
 

・昔の材料置き場の側の入 
り口が使用不能になる 

・発送場への梱包資材は余り

量がおけない……等 
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〔手順５〕将来へ向けた革新案の検討 
改善案作成には積み上げ式もあるが、将来から現在をみつめ、その中間に改善案を位置

付けるという方式もある。ここでは、この２つの方法を利用するが、後者の未来－現在＝

改善ギャップとして改善案を得る方式は、将来に対してムダな二重投資を避けるばかりか、

未来から現実を引っ張る効果があり、レイアウト設計手順上での必須の検討方式となって

いる。具体的には、先に紹介したWD（ワーク・デザイン）や VE手法の活用となり、レイ
アウト改善においては、工程の見直しに WD や VE を活用することになる。では、具体的
にどうするか、ということになるが、筆者は『工程機能系統図』という名称をつけ、この

対策を進めてきた。この方法は革新案創出に大変有効な方法である。では、簡単に、その

要点を紹介することにする。先述のように、工程の定義はインプットをアウトプットに変

換する機能を持っている。従って、その機能を徹底的に分析すれば『物づくりの本来のあ

り方』が明確化されるはずである。筆者は、このような観点から個々の工程の機能を分析

し、その理由と関連を系統図化する方式を作成した。解析例を図表２－３－１７に示すこ

とにする。この図解法を用いて、先の演習問題を解析すると、この工程の機能が極めて明

確になるばかりか、大きな改善が得られる。例えば、この工程の場合、既定通り加工され

た製品が防錆される環境にあれば良いという結論になる。このようなものの見方が革新案

抽出の基になる例は多い。 
 

加工品Aを得る

材料を成形する

材料を
加工する 加工機へ運搬す

る

材料を防錆する

規定寸法を
　　　守る

材料を
　　清掃する

材料を洗う

材料を脱脂する

材料を乾燥する

防錆材を
材料につける

材料を液につける

材料を乾燥する

加工仕様を満足する 検査基準を
　　　　守る

加工品を梱包する

材料を運ぶ

検査品を梱包工程へ送
る

新しい手法、見方を加える

〔条件〕
・防錆品である
こと
・梱包済である
こと

現状を分析

◎要は：寸法通り加工され（仕様を満足し）
　　　　サビない様な表面処理がなされていれば製品仕様は満足する

工程機能分析より得られること

図表2‐3‐17　工程機能分析の例

 
 
その理由は、VE が提唱する「目的はひとつだが、それを達成する手段は多数ある。」と
いう発想が物づくりの面でも活用できるからである。また、VEの特徴は現在の発想にとら
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われないことである。「制約条件全く無し」という仮定で物づくりの案を考えると、例えば、

当然のことのように次のようなアイデアを生み出すことができる。 
【案：例１】小型洗浄・防錆機を加工機に分散・直結させる案 
   ① 加工時に寸法検査のようなものは済ませる。 
    （ポカヨケ等の各加工機への設置、工程内検査等） 
   ② 洗浄～脱脂～防錆～乾燥を家庭にある小型洗濯・乾燥機式に設置し、その後に

梱包機を設置し梱包まで済ませる。具体的には次の処理手順で行う。 
      (ｲ)家庭用洗濯機の様に数台に分散し、専用化したものを分散する。(ﾛ)加工時に

各設備に小型のものをつけて搬送ライン中で済ませる。(ﾊ)物流ラインに自動機を
設け処理する。(ﾆ)検査、梱包ラインの前段又はラインの途中に置く。この案の採
用は技術達成度の内容とコスト、操作性、人間性、品質性等々の項目をたよりに

評価し、決定すればよいことになるが、このケースの場合、可能性の高いひとつ

の将来案である。 
 【案：例２】気化性防錆剤利用により対策する案 
      革新技術投入の例となるが、要は「製品を錆びさせない環境」が機能として

求められているわけであるから、洗浄～脱脂～乾燥～防錆の代わりに、例えば、

次のような対策を図る。 
   ① 加工時に洗浄、脱脂を済ませておき（又、脱脂後加熱し）、防錆剤のついた袋に

入れれば、材料自体の防錆が必要となる。又その場で包装する方法が取れれば、

加工～検査梱包は直結ライン化できる。 
   ② 加工材の材質を変更し、防錆しなくてもサビが発生しないものが顧客へ提案で

きれば、加工、脱脂後、検査～梱包ラインへ直結可能となる。 
    なお、計数に関しては、直接に通い箱や顧客が使用する自動機のパーツフィーダ

ーの様なものへ直接投入できる方式が採用されれば、計数は不要となる（マテハ

ンによる材料キズがなくなるという効果もある）。 
以上、工程機能系統図を用いたアイデア発掘の方法を例示した。この手法を用いる良い

点は、工程改善に活用するＥＣＲＳ法は有効である。だが、単にレイアウト変更案に終始

してしまうことがある。そこで、この手法を用いると、ワーク・デザイン的アイデアの創

出が意識しないで図られる、という良い点である。どの産業も、ものづくりの本質を制約

なしでつめて行くと将来の方向は大体決まっている。工程機能分析図は最初からその種の

案の創出を容易にするという可能性を高める。事実、産業界には、現実にこの種の対策を

図り大きく技術革新を図った例が紹介され産業界で注目されているので紹介したい。 
最近の例を挙げるとインクスという金型を生産する企業が行った対策はその代表例のひ

とつである。携帯電話の金型生産は匠を要する内容であり、過去 40日もの日数を要してい
た。この対策に社長の山田氏は IT と光造形を駆使することを考えた。３次元 CADを用い
て行う方針を決めたが、世の中に合う CADがなかったため、数社と共同で国へ申請し、国
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の資金をも活用し対策を図った。その基になった取り組みは、技術者 1 名を選定、定年後
だが、この分野では一流の金型職人につけて、全ての作業内容を徹底的に分析した。同種

手法は、既に溶鉱炉の自動制御で行われてきた解析であったが、この解析が金型生産の IT
化のベースデーターとなっていった。解析内容の例をあげると、例えば、「ピンと金型がし

っくり行く」という匠の加工内容を分析し、「しっくりとは 0.3ミクロンである。」というよ
うに仕事を定量化していったそうである。この種の解析を繰り返した結果、まず、技術解

析を担当した新人が、解析した内容を基に、匠が製作する金型と同等のものをつくること

ができた。この時、金型技術を公開した匠の師は「もう、教えることはない。定年後の楽

な生活に戻してもらおう。」と言って企業を離れたという山田氏のお話がある。その後、イ

ンクス社ではこの解析内容を IT 化し、2002 年には驚異的な数値、40 日が 10 日、更に、
2004 年には 45 時間で携帯電話金型を仕上げるまでに至っている。同種内容は山田眞次郎
著、ダイヤモンド社 2003年著書“インクス流”にも詳しく紹介されているが、著書の後
半は工程分析とその改善であることを見ても、工程分析という 100 年も昔の手法を上手に
使う必要性を痛感する事例である。この内容は 2001 年にＮＨＫで“IT 革命の衝撃”とい
う放送番組でも取り上げられたが、筆者もその 5 年ほど前に自動車金型製作企業で、全く
同じ取り組みと金型生産の将来案を策定したことがあった。テレビを見て、その内容が全

く一致していたが、産業を特定してこの種の分析を進めて行くことは産業の将来像を早く

提示する上からも大切な解析であることを改めて痛感した。この種の技術革新例は他にも

数件見られる。例えば、レンズ磨きのロボット化、更には、デジタルカメラのレンズなど

は、磨きなし、金型造形 1発仕上げというものもある。技術革新が急速に進められる現代、
我々は当面の改善にだけ集中せず、工程を機能で見て、現状とは不連続とも思える技術革

新の探索をしておくべきである。以上、これらの発想を得るためには、工程改善を進めた

後、工程を機能という見方で解析し技術革新の方向を探ることが有効である。 
 

２－４、ラインバランス対策（ＴＯＣを含む） 

（１）アウトプット・サイクルタイムの算出法 

 「製品は市場ニーズと変化に合わせて必要なものを必要なとき、売れるタイミングで必

要なだけつくれ、」と言われる。変種変量の時代にあっては、在庫→罪庫、仕掛→死掛かり

といわれるが、折角生産したのに市場の売れるタイミングに合わず、売れないまま在庫と

なり、やがて不要資産滅却となる。このため、この種の内容は、今まで製造～努力した製

品も廃却となるので『在庫→罪庫である』と、産業界ではいう。また、売れるはずで仕込

んだ材料、半製品も売れないので『仕掛→死に掛かり』になる恐れがある。こうなると、「沢

山つくれば安くなる。」と、かつて生産の主流をなしていた、「いつか売れるであろう。」と

いう見込み生産方式は適用できない。このため、売れる量に応じて工場の生産方式をフレ

 69



キシブルに変化させる必要があるわけだが、この対策のひとつにアウトプット・サイクル

タイムによる検討方式がある。この解析は「売れるスピードで生産するため、工場の出口

側から、ものづくりの時間をどのように算出するか？」を算定する方法である。 
アウトプット・サイクルタイム（以降、OCT と略称）は下に示す算式で決定される。要
は、各工程のトータル時間を市場の要求量（または個数）で割った時間が OCTである。本
来、売れるスピードで生産するためには、OCT を基に全工程を OCT に合わせた生産をす
べきである。このため、トヨタ生産方式においては、「仮に 10 名で自動車を 100 台生産す
るラインで改善を図り、10名で 120台生産出来たとする例は、単なる能率向上、20個もの
つくり過ぎをするだけであり、意味がない。」とし、「20 台の余剰生産はさせない。売れな
いのであるから罪庫となる。ということで、10 名でつくることを止め、改善分に相当する
人員減を図り、例えば 8 名で 100 台つくれ！」としている。この考えは「見かけ上、効率
がよい計算になっても売れないものはつくるな！」という内容を示唆するものである。加

えて、生産工程全体を見てムダがあってはならない。そこで、OCT を次のように算出し、
これに合わせた必要人員の配置を考える。なお、この思想が平準化の考え方であることは

言うまでもない。 
 〔手順 1〕条件の確認 
   ①生産量 15,000個／月 市場の要求に基づく生産量 
   ②工場の稼動 25日×2シフト／月、１シフト＝7.7Hr 
          残業 20Hr／月 
   ③稼働率 90％(改善を要する状況) 
 〔手順 2〕能力値の算定 
   能力＝（25日／月×7.5Hr／月×2シフト+残業 20Hr／月）×0.90＝355.5Hr／月 
 〔手順 3〕ＯＣＴの算出…必要なターゲットとして算定 
   ＯＣＴ＝（355.5Hr／月×60分／Hr）÷15,000個／月 
      ＝21,330÷15,000 
      ＝1.42分／個 
 〔手順 4〕各工程のＯＣＴ検討 
   （ＳＴ（標準時間）又はＳＴ（設備のサイクルタイム）分／個との比較検討） 
    
   

 

1 3 4 2 

工程の能力が下がると仕掛が発生するので、工程が

バランス化対策が必要になる（対策後ゼロになる）。

発送 人材 
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 標準時間の構成の検討 
    ①標準時間以外の非活動時間（除外時間）の把握 
     会議、グループ活動、朝礼、工事、停電、組合活動に寄与しない時間値を示す。 
    ②〔実働（但し、手順①の稼働率を含む）〕＝ 
               〔工場の稼働時間〕－〔①の除外時間〕 
     以上より、仮に①が 40Hr／月程度見込まれたとすると 
      ターゲットとすべきＳＴは（355.5－40）÷355.5＝89％ 
          ＝ 

各工程の

          

 〔手順 5〕各工程の
    ここで、1.2

直し、対策する

 

 

（２）ラインバ

OCTは、このよう
を基にラインバラン

することにする。図

にする。ここで、○

ネック工程の関係上

りアウトプットする状

が規制されている。

る。また、流れをスム

この例の場合、1、
が少なければ、4分／
Hr）。そこで改善とな
通常生産では、手待ち

個→3.5分／個になっ
で流れるようになるか

0.5分を応援すれば良
図ることがネック工程

 
 
 

 

     
ＯＣＴ＝〔手順 3〕のＯＣＴ×0.89 
   ＝1.26分／個        となる。 
ＳＴ（又はＣＴ）の設定 

6 分以下にＳＴを設定すべく、作業手順、機械のサイクルタイムを見
ことになる。 

ランス改善の進め方 

に市場が要求するだけの製品しか製造しない方式だが、OCTの考え方
スをどのように改善すべききか？という点についても検討方法を紹介

表２－４－１にネック工程を持つラインをモデルとした例を示すこと

の中は工程の順を表すが、見ての通り、この工程にはネックがある。

、この工場において、工場の出口側で待っていると、平均的に工場よ

態は 4.0分／個となる。第 3工程により製品生産の産出時間（OCT）
ボトルネック工程は丁度、図表２－４－１の下欄に示すイメージとな

ーズにするためにはネック工程の改善が必要になる。 
2、4、5工程がどんなに努力しても水門に当たる第 3工程の流せる量
個以上で生産することは不可能である（1時間当たり 60÷4＝15個／
る。第３工程の前にはものがたまる（仕掛）。逆に、第４工程以降は、

となる。そこで、このネック工程の対策が必要になる。仮に 4 分／
たとしたら？どうなるであろうか？答えは簡単である。全体が 3.5分
らである。その対策のひとつに、現在、２工程が 3.0 分であるから
い、という案が見つかる。このようにライン全体を見直し、平準化を

対策のひとつとなる。 
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    図表２－４－１ 流れを規制する製品産出時間、概念図 
 

 

ＯＣＴ  1日の各工程の稼働時間（トータル） 
(ｱｳﾄﾌﾟｯﾄｻｲｸﾙﾀｲﾑ)     1日の生産数量 

 

＝

 
 

 
 

    

工場のプロセス 
工 程 

製品の産出 

4分 
 個 

1 2 3 4 5 材料 

3.5分 
  個 

3.5分 
  個 

4.0分 
  個 

3.0分 
  個 

3.5分 
  個 

 
ボトルネック 

アウトプット

は水門で制限

される 

大量の 
水投入 

砂地 タマリ 水門 

 
  

 
つぎに紹介する図表２－４－２は模式的にラインバランスの考え方を示したものである。

なお、この例においては、４工程で生産することが既に決まっている、という条件下でラ

インバランスを取る工夫を図ったものである。なお、この時のバランスは下式で計算する

と 92.1％というムダの多い状況がある。第２工程がネックになり、8.5分というサイクルに
全体が左右されている状況である。このような低いラインバランスは放置できない。そこ

で、当然、バランス率の改善が必要になるが、このためには、下式のように、全作業時間

を加算し、４工程で割算した後、その値に最も近い工程の組み合わせをつくればよい（な

お、PERT図のように示した工程は変更出来ないと仮定する）。その結果得た新ラインバラ
ンスは図表２－４－３のように、改善後のラインバランスは 99.1％となる。このように、
ネック工程が存在する場合、時間がかかる改善の前に、まず、現状の標準時間を用いた最

適な組み合わせを図る対策がラインバランス改善の基本である。 
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図表2-4-2　組立工程のラインバランス（改善前）
(注) のような線はＯＣＴの

組合せを示す

①

本体

セット

2.5分

②

部品A

セット

2.3

③

部品B

セット

2.3

⑫

ﾎﾞﾙﾄ

Eつけ

1.6

⑬

部品F

セット

3.0

⑭

ﾎﾞﾙﾄ

Fつけ

1.2

⑮

全体

検査

2.3

⑪

ﾎﾞﾙﾄ

Dつけ

1.4

⑩

部品E

セット

2.8

⑥

ﾎﾞﾙﾄ

Nつけ

1.2

④

ﾎﾞﾙﾄA

とりつけ

2.5分

⑧

ﾎﾞﾙﾄ

Cつけ

.2.0

⑨

部品D

セット

1.9

⑤

ﾎﾞﾙﾄB

セット

1.7

⑦

部品C

セット

2.0

8.5分／個

3工程
＝

4工程

8.1分／個
＝

1工程

7.1分／個
＝

2工程

7.6分／個
＝

バランス率＝
7.1分+8.50分+7.6分+8.1分

８．６0分／個×4工程
×100％

＝９２．１％　下図はまだ低い状態

 

図表2-3-3　　ラインバランス対策の例

①

本体

セット

2.5分

②

部品A

セット

2.3

③

部品B

セット

2.3

⑫

ﾎﾞﾙﾄ

Eつけ

1.6

⑬

部品F

セット

3.0

⑭

ﾎﾞﾙﾄ

Fつけ

1.2

⑮

全体

検査

2.3

⑪

ﾎﾞﾙﾄ

Dつけ

1.4

⑩

部品E

セット

2.8

⑥

ﾎﾞﾙﾄ

Nつけ

1.2

④

ﾎﾞﾙﾄA

とりつ

け
2.5分

⑧

ﾎﾞﾙﾄ

Cつけ

.2.0

⑨

部品D

セット

1.9

⑤

ﾎﾞﾙﾄB

セット

1.7

⑦

部品C

セット

2.0

7.9 7.9

7.9
7.6

7.9+7.9+7.6+7.9（分／個）
新・新バランス率＝

7.9（分／個）×4工程

＝
31.3

31.6
＝99.1％

 

 
 次の図表２－４－に紹介するのは先に紹介した２つの例のようなソフト的な対策だけで

はネック工程対策が図れないケースである。演習問題としてネック工程の改善を進める方

法について解説をすることにする。演習問題をご覧いただきたい、ここでは緊急時対策で

 73



ある、残業、事務所の応援、パートの雇用、外注化などの策を繰り返さないで、改善で何

とかして欲しい。皆様には、このような条件下で、どのような改善策が挙げられるか出来

るだけ沢山挙げて欲しい、という設問を提示させていただくことにする。なお、改善は直

ぐに実施できるものは少ないので、ここでは、一応、半年後の受注状況を予測してライン

編成と改善を図る、という条件を仮定することにする。 
 

図表2-4-4　ネック工程改善要素の発掘
　原価改善に当たっては、原価改善の種（テーマ）発掘が極めて重要になる。ここで、簡単
な設問を設けて原価改善の種発掘の腕試しをお願いしたいと思う。

【緊急時対策】　改善の内容でない策
①残業、②休日出勤、③事務所応援
③管理者応援、④外注化、・・・など

求める案の記入欄

演習問題演習問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　下表にコーヒーを製造するプロセスを示すことにする。この計算の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ような状況になるのは6ヶ月後である。皆様は充分な改善時間がある
と仮定する。そこで設問だが、緊急時対策でなく、改善により最少人数でﾈｯｸ工程なし、という生産を
実現するにはどのような策が考えられるであろうか？

【　ｺｰﾋｰの製造工程　】　
①豆の選別(不良の豆の除去）
　　　↓　生産数950個/日　　
②豆を焼く（920個/日）
　　　↓
③豆を粉砕する（900個/日）
　　　↓
④分粉（大きさ別にわける）
　　　↓　　　　　（800個/日）
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）　

1.22　

　.99　

1.45　　

　1.09　

　　.79

基準能力＝１．０　工程の負荷／山積は
①　負荷＝標準時間×生産個数
②　能力＝7（時間/日）×稼働率(90%）をベースに算定されたもの
である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業
になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない
人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

標準時間は
観測値×
　ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）
　で算定され
　　余裕率は
　　現在28%
　　　　　ある

 
解答記入欄（追加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この解答例は次ページの図表２－４－５となる。この例では、多くの対策が創出される

が、ネック工程対策に当たっては、このような対策案を常にアイデアバンクに蓄えておい

て、この種の検討が必要な時に活用することが有効である。そこで、今まで筆者が用いて

きたアイデアバンクと対策案の登録イメージを図表２－４－６に例示することにする。 
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　図表2-4-5　【解答例】　数値に関与する原価改善要素発掘

【　改善案の例　】
①　作業の応援・多能化をする。　　　②歩留・不良の低減
　　　　工程①＋⑤＝約2.0になる。　　　　　　不良率の表現はないが　
③　設備の稼働率向上を図る。　　　　　検討項目のひとつ　
　　稼働率90％は不稼動を示す。従って、10%のムダがあり、　これを
　減らす。故障低減、段取時間低減、点検・整備・清掃　時間の減など
　の項目が挙げられる。

④　設備稼働率定義自体の改善
　　設備稼働率の中身を見直すと、余熱
　や整備、準備、製品投入という内容が
　入っていることがある。旋盤などで空気
　を切るムダに当たる対策が必要である。

⑤　余裕率の改善
　　一般に作業／職場／個人／疲労の４つ
　の余裕を合わせても10%程度の職場が多
　いことを考えると低減が必要である。

⑥　正味時間の改善＋作業ﾍﾟｰｽ
　　標準時間を決める作業手順は分析し、
　改善する必要がある。また、ﾚｲﾃｨﾝｸﾞと
　呼ばれる国際作業ﾍﾟｰｽはMTM、とWF
　では25%のｽﾋﾟｰﾄﾞ差があるが、ここでは
　どのﾍﾟｰｽを選択しているのであろうか？
　また、ﾍﾞﾃﾗﾝをﾍﾞｰｽとした改善か？平均
　作業者をﾍﾞｰｽとしたﾍﾟｰｽか？も検討要！

⑦　1日は24時間、7時間のみ使用？
　　簡易自動化で少なくとも休憩時間、昼休

　時間は生産可能になる可能性がある。　
⑧　工程省略・結合
　　②＋③の設備を一体化する対策

⑨　工程省略
　①の工程は不良をとり除く工程である。
　最初から、不良混入をさせない契約とし

　省略することは可能。・・・・・その他アイデア　

【　ｺｰﾋｰの製造工程　】　
①豆の選別(不良の豆の除去）
　　　↓　生産数950個/日　　
②豆を焼く（920個/日）
　　　↓
③豆を粉砕する（900個/日）
　　　↓
④分粉（大きさ別にわける）
　　　↓　　　　　（800個/日）
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）　

1.22　

　.99　

1.45　　

　1.09　

　　.79

基準能力＝１．０　工程の負荷／山積は
①　負荷＝標準時間×生産個数
②　能力＝7（時間/日）×稼働率(90%）をベースに算定されたもの
である。従って、グラフに示す1.0を超える工程はこのままだと残業
になる。対策は1.22のような工程を1．0以下にし、なおかつ、少ない
人数でできる工夫をする対策求められている。

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

標準時間は
観測値×
　ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）
　で算定され
　　余裕率は
　　現在28%
　　　　　ある

 
 

 

図表2-4‐6　ネック工程改善対策・アイデアバンクの例

【　改善案の例　】
①　作業の応援・多能化をする
　　　　工程①＋⑤＝約2.0になる。
②　設備の稼働率向上を図る。
　　稼働率90％は不稼動を示す。従って、10%のムダがあり、　これを
　減らす。故障低減、段取時間低減、点検・整備・清掃　時間の減など
　の項目が挙げられる。
③設備稼働率定義自体の改善
　　設備稼働率の中身を見直すと、余熱　や整備、準備、製品投入という
　内容が入っていることがある。旋盤などで空気を切るムダに当たる対策
　が必要である。
④　余裕率の改善
　　一般に作業／職場／個人／疲労の４つの余裕を合わせても10%程度
　の職場が多いことを考えると低減が必要である。
④　正味時間の改善＋作業ﾍ゚ｰｽ
　　標準時間を決める作業手順は分析し、　改善する必要がある。また、
　ﾚｲﾃｨﾝｸﾞと呼ばれる国際作業ﾍﾟｰｽはMTM、とWFでは25%のｽﾋ゚ ﾄーﾞ差
　があるが、ここではどのﾍﾟｰｽを選択しているのであろうか？また、ﾍ゙ﾃ
　ﾗﾝをﾍ゙ｰｽとした改善か？平均作業者をﾍﾞｰｽとしたﾍﾟｰｽか？も検討要！
⑤　1日は24時間、7時間のみ使用？
　　簡易自動化で少なくとも休憩時間、昼休　時間は生産可能になる
　可能性がある。　
⑥　工程省略・結合
　　②＋③の設備を一体化する対策
⑦　工程省略
　　①の工程は不良をとり除く工程である。　最初から、不良混入をさせな
　契約とし、省略することは可能。・・・・・
⑧　不良・歩留の改善
その他アイデア・・・・・

改善の対象は
５M＋I、従って
作戦地図をつくり
割り当て、案の創出
評価を行うと有効です。

情報・管理

　人

　方法

　計測

　設備

物＝設計

志気安全納期ｺｽﾄ品質

要因

経営効果

対策案の例
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（３）ＴＯＣ（Ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ Ｃｏｎｓｔｒａｉｎｓ）について 
ネック工程対策に注目し、近年ゴールドラッシュ博士が TOC（制約の条件）という学問
体系を確立し、日本でもこの活用をしている企業がある。TOCは日本の JIT対抗版という
内容だったため、博士は長い間、日本語訳を許可しなかった。このような背景はともかく、

ネック工程に合わせた各種対策をTOCは効果的に扱う手法としては価値ある手法なのでこ
こに紹介することにする。博士は図表２－４－７のように考え、ネック工程対策に対する

理論を構築している。また、TOC による対策の要点を図表２－４－８に示すことにする。
博士がいう JITや TOCの何回な理論は別として、ネック工程に注目し、理論体系を構築し
ていった内容は、我々も参考にすべ起点が多い。特に注目すべき点はネック工程対策を 3
つの視点から検討する方式を与えている点である。また、スループットという名称で TOC
活用の評価を行うという内容は経営成果に直結した対策を促す方式として価値がある。図

表２－３－９～１１までに TOCが提唱する 3つの対策の視点を示すので、参考にしていた
だければ幸いである。特に、TOC の特徴は、特に、対策を手不足と手余りの状況に分け、
その解析方法を示している点である。不況時に手余りとなってしまう場合、市場の販売拡

大策に 5つのツリー解析を行うべき点が、昨今の不況対策の上で注目を得た内容であった。 

図表2-4-7　ＴＯＣの生い立ち

ＪＩＴの解釈
①　ＪＩＴはすばらしいが現場の泥臭い

　　手法の積み重ねであり、学問的に
　　体系化されていない。

②　ムダ排除という概念以外に、工程
　　の制約を明確にして、対策する方が
　　JIT導入の問題をかかえる企業に
　　とっては、同じ目的を達成しやすい。
③　ＪＩＴの背景にあるスケジューリング

　　と、収益向上の局面をスループット
　　でまとめ、表面化することが、手法
　　としての特徴づけ、制約に集中し

　　た対策としては、学問的に体系化
　　が容易である。また、企業が導入

　　しやすく、成果創出が明確になる。　

　ＪＩＴを意識して、これに負けない方式を学問の立場からつくり、対応

する意図で開発した。このため、著書「ｻﾞ･ｺﾞｰﾙ」の日本語訳をｺﾞｰﾙﾄﾞ
ﾗｯｼｭ博士はしばらく許可しなかった。経緯があった。

同種内容は新製品開発・期間短縮で有名な

コンカレント・エンジニアリングにも見られる。

ＴＯＣの要点
①　目的（アウトプット）の明確化

　　　　　将来まで利益を得続けることを目的に
　　　　ＴＯＣの活用を図る体系とした。
　　　　特に、付加価値をスループットと定め、
　　　　成果の評価を明確にした。

②　制約条件の明示・対策を重点とする
　　　　制約条件の算定を、負荷／能力を分析
　　　として、スケジューリング＋IT活用で評価
　　　を解りやすく、また、変化対応にも対策点
　　　をしぼれる仕組みをつくった。
　　　　制約の対策点も①物理的制約、②方針
　　　制約、③市場制約の３つにして、個々の
　　　対応の方法をシステム化した。

③　問題解決（ブレイクスルー）ステップ

　　　をシステム化する
　　　(1)何を変えるのか（中核問題を見つける）
　　　(2)何に変えるのか（打開案をつくる）
　　　(3)どうやって変えるのか（実行計画策定）
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図表2-4-8　ＴＯＣのボトルネックをつぶす対策のイメージ

ネック解消
早い流れへ

ネックを取る！

理論
　①　産出スループットは一番弱い（ネックとなる）工程に左右される。
　②　現状でアウトプット最大を創出させるためには、ネックとなる
　　　弱い工程を遊ばせないこと
　③　ＴＯＣは改善ありきではなく、ネックを発見し現有の力を１００％
　　発揮させることを重視する。

スループット：鎖の強度で示されるが、スループット
　　　　　　　　自体は【売上】－【材料費】で示す
　　　　　　　　（付加価値を示す）　　　　　　　対策はここに着目して

全体最適を図ること
となる。

　生産能力は

ネック工程に
左右される

　　工程１→２　　→　３　　→　　４　　　→　　５

ボトルネック

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

 

図表2-4-9　ＴＯＣにおける改善ステップ
制約条件対策

買い手（手不足）状態
①　物理的制約の対策
②　方針制約の対策

①　制約条件を見つける

②　制約条件を徹底活用する

③　制約条件以外を
　　　制約条件に従わせる

④　制約条件を強化する

⑤　惰性に注意しながら
　　　　　繰り返す

生産改善の５つのステップ

売り手（手余り状態）
③　市場制約の対策

wants

　④前提条件ﾂﾘｰ

　⑤移行ﾂﾘｰ　

実行計画を立てる
・ステップ
・手法
・スピード

どうやって

変えるのか？

　②対立解消ﾂﾘｰ

③未来問題構造ﾂﾘｰ

打開策をつくる
・アイデアと
　アウトプット評価

何に

変えるのか？

　　活用手法

　①問題構造ﾂﾘｰ

　　問題・根本原因

　　をつかむ　　

中核問題を

　　見つける
・対象発掘
・対策が実った時の必要
　充分条件のチェック

　　ステップ

何をどう

変えたいか？

制約の
打開

段階的改善を
ベースに中間目標を
つくり、対策へ向ける

思考プロセスの５つのﾂﾘｰの機能
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図表2-4-10　３つの制約条件とは
①　物理的制約　：　設備的ネックや製品構成、人的に工数不足になる例を言う。

　②　方針制約　：制度や制約の存在が誤った意思決定や判断を下す例　
　　　(1)　ボトルネックでない工程の方々が各種改善を進める努力をしているが、
　　　　　　全体最適には影響しない例（例：一律改善を奨励する小集団活動など）
　　　(2)　部門間の壁：縦割り組織が応援や助け合い、相互乗り入れで解決できる
　　　　　　　　　　　　　　問題の阻害要因となる例
　　　(3)　時間・スピードを成果指標に入れていない成績評価システムの存在
　　　　　（例：ｺｽﾄ低減を重視し、仕掛の存在におもきを置かない例や、改善成果を
　　　　　重視し、今行うべき小改善や対策が遅れる例、事前検討で解決すれば問題
　　　　　にならない事項の放置など。）
　　　(4)　個別原価制度による固定費割賦のいたずら：固定費回収が目的となり、
　　　　　固定費回収という理由で作りすぎを行い、見かけ上儲かる計算で作り過ぎや

　　　　　プロダクトミックスのからくりに落ち込み、スループットに間違った判断を下して
　　　　　しまう例
　　　(5)　仕切単価制度が関係し、工場で生産し、納倉したものを売上計上する例は
　　　　　実際に売れていないものを売り上げにカウントしてしまう危険がある。この種
　　　　　の内容は、スループット増大につながらない内容である。

　
　③　市場制約：　生産能力が需要を超えてモノ余りの環境になる例はネック工程

　　　　対策を図っても、スループット増大にならない例である。

 

図表2-4-11　ＴＯＣが提唱するイメージ

　調達 　営業 　生産 物流

モノの
流れ

売上高

固
定
費

スループット

材料費

リードタイム

　　　短縮 ①　スループットを増大させる。
②　在庫を低減する。
③　経費を低減する。

①　ネックに着目した
　　　５ステップの改善
②　ネックに同期させる
　　　生産改革
　　（ドラムバッファー）
③　キャッシュフロー
　　を最大にする
　　（ＴＯＣスループット会計）

仕事量

①
ド
ラ
ム
の
音
に
歩
調

　
　

を
合
わ
せ
て
前
進

到着を遅くする内容：②バッファー③ロープ：遅れを防ぐ対策

制約条件を制御する仕組みをつくり活用遅れ防止のため、最も早く進む人と遅れるひとをつなぐ対策ロープ

工程の仕掛がバッファとなることに注目遅れの実態バッファ

ネック工程が制約となりｽﾙｰﾌﾟｯﾄが決まるドラムに合わた行進も、最も遅い人に到着が左右されるドラム

　　　　生産・販売活動　　　　　　　　　行進との類比（Analogy）　要素
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２－５ 多種少量・変化対応型、理想レイアウト設計法：SLIM-Ⅰ 

（１）レイアウト設計とＳＬＰ（Systematic  Layout  Planning） 
 工程分析を用いたレイアウト設計法は一般にミニ・レイアウト設計と呼ばれる。単一製

品の流れを追いレイアウトの改善を図る手法だからである。この手法はレイアウト改善の

基本的な解析と検討・対策方法を解りやすく示してくれるので便利である。また、セル生

産のように単一ユニット工程の改善にも適用可能され、多くの企業で盛んに活用されてき

た。大きな製造ラインにおいても、段取り時間や物流のシンプル化が完成すると、ミニ・

レイアウトの方式がそのまま活用可能になる。従って、この意味でもレイアウト構築～見

直しの基本とされている。だが、一般には多種少量、また、変種変量の時代にあっては、

複雑に流れる製品の物流制御と管理はそう単純に行かない。更に、多くの装置産業におい

て、レイアウトは一度設定すると変更は極めて困難なことが多い。しかも、変化する多様

な条件をこなさなければならないという条件がある。このため、ここに、過去の経験やチ

ェックポイントを活かす努力が払われてきたが、その種の内容を調査研究し、理論体系を

確立したのが創始者・ミューサー博士の S LPである。 
細かい点はともかく、では、早速、ミューサー博士によるレイアウト設計法を活用し、

筆者達が時代の進展に伴いバージョンアップさせてきたってきた SLIM-Ⅰ（Systematic 
Layout & Information Control Method）と名づけた手法を紹介することにする。なお、ミ
ューサー博士の考案、活用してきた手法を概要は、既に解説済みなので、ここでは、その

要点を紹介し、SLIM-Ⅰを中心に解説して行くことにする。 
レイアウトの検討は事前検討にその価値がある。従って、少し遠回りの様に見えても、

また、手順が多少煩雑だと思っても、手順通り検討を進めるべきである。その理由は時々

ではあるが、「工場見学などで、思いつき的なレイアウトや我流で行ったレイアウトを拝見

すると、構築段階でなぜ科学的解析が完成している SLPの存在や利用を図らなかったので
あろうか？」と疑問に思う例が多い。ハッキリ言って声の大きい経営者や地位は高いがバ

ランス感覚の無い頑固で偏重した考えを持つ技術者が構築したレイアウトは失敗例という

内容が多い。しかも、もはや手直しをするメリットが全く無い内容であり、レイアウト評

価表を見せると素人でも判りそうな事前モレばかりが目立つ内容になっている例を見ると

残念に思う。以下にこの種の問題事例を紹介することにする。皆様には、この種の失敗を

犯さないためにも、以下に示す SLPを基本とした SLIMの活用をお願いしたい。 
〔レイアウトの失敗談の例〕 
 ① 数名のグループに任せ、多数の図を作成させたが、魅力的ハード設備の特徴を活か

すことばかりに力点が置かれた。その結果スクラップの処理、副資材の、マテハン、

保全、連絡、空パレット等の処理が検討よりもれた。後日、それが生産上のネックに

なった。なお、レイアウト設置後の修正には膨大なお金と時間を要した。 
 ② 設備のスピードアップが進み、予定外と考えていた設備がネック工程になってしま
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った。しかし、スペース的に対策の余地がない。結局、ネック工程の解消が出来ず、

このレイアウトではネック工程に合わせた生産しかできず、赤字ラインの運転を余技

なくされた。このような理由だったので、このラインはやがて撤去された。 
 ③ 1個流し、Ｕ字ライン、自動化、コンベアでつなげ等々、新手法を盛り込む対策を進
めたラインがあった。一見、見た目は良いが、現場の力量、人材育成、現場の意見吸

収等が不足していたため、稼動を始めると予定以上の人手が掛り（メインの仕事は少

ないが保全員等、付帯部門等）、製品製造もうまく行かなかった（手法偏重型の失敗）。

結局、このラインはもとの（旧）生産方式に戻すことになった。 
④ 他社のレイアウトやセル生産を見て形だけを真似たラインである。設置当初は多くの見

学者を得て、書にも載せる有名なラインとして企業 PRの一役を担った。だが、その後
の生産性の向上は全く無く、ただ年月だけが過ぎた。このような状況だったので結局は

競争力のあるラインではなく、中国生産にとって変わられた。当然、その後、この生産

ラインは廃棄された。 
⑤ 現場力を生かしたラインづくり、ということで関係者の意見調整でラインをつくった。

一時、生産性は増加した。だが、世界の技術の進展から見ると、新技術投入を図ればも

っと良いラインが安価にできた、という内容だった。関係者が、この種の検討、知識も

情報も受け入れようとはしなかったのであった。このような時、ライバル・メーカーが

新技術を生かしたラインを建設した。結局、現場参画に偏重したこのラインは原価・品

質・納期面で競争力がなく、ライバルに負け、生産全体を撤退することになった。 
以上、技術の進展や情報の収集に加え、SLP を使いさえすれば問題の事前検討や革新技
術の活用、更には、レイアウト設置後の改善が進む対象だったと予想される内容も、その

ようにならなかった例である。この種のムダな努力に陥らないためにも SLPをベースとし
たレイアウト設計法の活用を願いたい。 
では、本論に入ることにする。まず、図表２－５－１だが、これはミューサー博士が作

成した SLP とその手順である。第一ステップは、P(Products：製品種)－Q(Quantity：生
産・販売量)分析を行う。この分析内容はマーケティングにおける ABC 分析そのものであ
る。このような分析を進める目的は、多種少量生産の解析においては、「まず量の多いもの

の流れを先行させ、その後、種々雑多な製品の流れをそれに合わせよう。」という考え方を

基本にしている。このような解析の後、第二段階では、全製品のフロム・ツウ分析を行い、

物流強度の強いところと弱いところを図化して示す。ＳＬＰでは図化に当たっては記号を

活用し、個々の工程の特徴を示しつつ物流を最適化させる。なお、設備や事務所の大きさ

などを示さないで最適物流を追求する方式を採るが、このような処置を採るのは、設備や

建物のイメージを出してしまうと、関係者がそちらに興味を集中してしまい物流最適化の

検討を止めてしまうことを防ぐためである。このような解析には、同時に、生活の相互関

連を記号と親密度の関連も、物流と同じような扱いをして近接度を評価する。また、この

ように、左側の物流相関図と右側の生活の相互関連図を基に理想関連図を作成する手続き

 80



をとる方式が SLPの特徴となっている。 
 
       図表２－５－１ ミューサー博士による SLPの手順 

 
 
以上、このような解析を理想レイアウトとして、この図表をベースに、いよいよ設備や

建物、事務所や付帯機器などのスペースを入れた図を作成する。ここで、当然ではあるが、

選択された配置 
 
計画全区域の   各細区分域毎 

または 
基本配置計画   細部配置計画 

物 の 流 れ  生産活動の相互関係 

必要スペース  使用可能スペース 

調 整 配 慮   実 施 上 の 制 限

物の流れと生産活動の相互関連表 

スペース関連図表 

計画Ｘ 計画Ｙ 計画Ｚ 

コストおよび目に見えない要素の評価 

Ｒ．ミューサー、Ｌ．ヘイル著．伊藤汎訳「最新工場計画実践マニュアル」 
(社)日本能率協会発行 昭和 57年 12月 

製品（Ｐ）－生産量（Ｑ）分析 
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建屋には面積の制限や生産上の制限が発生することがある。このような内容を配慮しなが

ら、先述の I、L、U字ラインをベースに相異なる３案を作成する。なお、この無理に 3案
を作成するという手続きも、また、SLP の特徴になっている。この相異なる 3 案は相互に
比較されるが、評価は 1 案を抽出するためだけに用意された手続きではない。先に解説の
ように、実施しない案を含めて、無理に 3 案を考えることが多くの見方を関係者に与える
からである。案の評価~抽出に当たっては、まず、3 案を策定し、相互にその利点、欠点を
比較することになるが、このようにして抽出した案は、更に、他の案と比較して欠点の改

善を図るという対処を行う。なお、時には、3つの案の 2つを組み合わる。更には、3つの
案の良いとこ取りをして最良案の創出に役立てるということも行う。このような対処も

SLP を用いた検討方式の特徴である。このようにして第一次の最良案を作成すると、今度
は、その最良案を基にまた 3 案つくる。そして相互比較・検討する・・・・と、このよう
な繰り返しを 3 回程度行うことで、多くの技術者達が数百枚もの工場レイアウト設計図を
作成する対策を、たった 9枚程度で済ませることが可能にしている。以上が SLPの手順と
要点である。 

SLPは 1960年頃の産物である。当時は多種少量といっても、やはり少種多量生産が主体
であった。このため、P-Q 分析は量産型、中量産型、多種少量型とライン生産のタイプを
分けることに活用する手法が必要だった。また、製品のライフサイクルは長く、製品生産

ができれば市場は買ってくれるという内容だったので、一般には、生産量ありき、変動は

余り無い。あれば追加投資の少ない工程を残してレイアウトするという内容が SLP活用の
背景を支えていた。当時は、まだ無人搬送車のような物流ライン手法はまだ無かったので

固定的な物流を考えるべきだったし、シングル段取りのような量産切り替え手段もなかっ

た。このため、工程間の仕掛にはかなり配慮と対策が必要だった。そこで、Ｐ－Ｑ分析を

主体としたレイアウト設計に重視したわけであったが、時代と技術の進展でこの面の運用

は大きく変わった。この面は技術の進展で SLP活用の制約を外すことができるようになっ
たからである。 
 
 
（２）SLIM-Ⅰと、その手順 
 幸か不幸か、筆者が企業（日立金属㈱）に在籍の頃、日本産業は拡大の真っ盛りであっ

た。筆者の人生設計として、金属分野の研究を進め大学に戻り、この方面で博士号を取得

して学者となる構図を描いていた。しかし、入社と同時に本社・技術本部勤務、この時に、

投資シミュレーション・システムを赤字で困る工場の問題発見～対策に適用した結果、3ヶ
月で工場が黒字化するという快挙を果たした。このような成果が若くしてトップに認めら

れ、次々と工場診断を進める中で今度は工場設計の担当をさせられるという時に、幸運に

も SLPにめぐりあった。早速 SLPを活用したが、これも、大ホームランとなり、依頼、3
ヶ月毎に 1 テーマというペースで新レイアウトの設計や改造を担当させていただいた。ま
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た、会社では最良スタッフの方々を若手だった私につけていただいたこともあり、成果を

次々と挙げる中でレイアウト設計のノウハウや経験が手元に全て集まっていった。このよ

うな取り組みには、鉄鋼連盟 IE 部会、日立グループ、（社）日本能率協会の一流技術者の
方々や先生ともコンタクトさせていただくという幸運もあったが、ここでも多くの経験や

知識をさずけていただいた。このような中で SLPを使っていったわけだが、全てが会社に
とって乗るかそるかというような重要な投資プロジェクト全てに関与させていただいた。

当時、筆者は何も能力もない若輩者なのに、多くの体験と知識を得るという意味では重要

な時に、重要な役割を演じさせていただきつつ、周りから英才教育を得た、と筆者は今も

考えている。このような仕事を続ける中にあって、時代の変化に伴い、SLP の内容を検討
したが、そこには多くの工夫があった。そこで、その種の比較を図表２－５－２に示すよ

うな形にまとめた。以上が SLPを基にした SLIM－Ⅰの経緯である。筆者は諸先輩の方々
への御礼の意味で先の著書の内容をまとめ、1991年として技術体系を発行した。なお、当
時としては高額書だったが、多くの方々にご利用いただいた点に本文にて御礼を致したい。 
なお、今回執筆した本書は、その経験とその後の技術の発展に伴い、更なる改訂を施し

た内容である。特に、IT の進展や、高度化したコンピュータ・シミュレーション技術を適
用した。だが、SLPの技術的側面から見ると運用上の工夫を加えた程度であり、基本は SLP
であり、自慢する内容は何もない。しかし、この種の対策の結果、SLP は実務的で使いや
すく、スピーディーな解析が高まり、多くの企業で活用がなされている点は評価できるの

ではないだろうか？そこで、本書の位置づけと、先の著書との内容の差異を明確にしてお

くべき、と考え、ここに本書執筆の経緯を記述させていただいた。では、前置きはこの程

度にして、SLIM－Ⅰについて、その詳細を解説することにする。SLIM－Ⅰはレイアウト
最適化対策である、本書で最初に述べた良い自動車ボディーの作成に相当する。この手順

は図表２－５－３に示す通りである（なお、既に解説済の内容は簡単に解説するに留める

ことにする）。 
 
（ｲ）商品分析戦略の設定 
 レイアウトは市場で売れる製品づくりを前提とする。工場で生産される製品は顧客が購

入される立場から見ると商品となる。商品は変種変量、顧客ニーズに伴い、その内容が変

化する。これに対して、レイアウトを変化対応型にすべきか？固定するが変化にも対応可

能にすべきか？という判断が必要になる。また、装置産業の場合､後者の対策を選ばざるを

得ないケースが多い。当然、この場合でも変化対応の柔軟性を配慮すべきことになる。だ

が、商品は変化するのであるから、顧客志向で将来に渡る商品の変化をどのように読むか、

ということや、商品戦略展開をすべきかがレイアウト設計前の重要課題となる。 
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図表２－５－２ SLPと SLIM－Ⅰの違い（SLP改良の結果として改良した内容） 
No. 項  目 Ｓ Ｎ 式 ＳＬＰ手法 
1 商品分析戦略 顧客指向に立った分析法活用 与件とされ明示なし 
2 目 標 設 定 経営分析に立った方針設定 レイアウト設計技法が中心 
3 製造技術明確化 ポイントとして要点明確化 与件とされ明示なし 
4 現 状 分 析 ＩＥ分析の具体的活用あり 目に見えない要素の評価で対策 
5 製 品 分 析 製品の戦略分析、ライン区分

は行わない（混合生産指向） 
ラインの区分を主とする（量産 
／非量産型の数理的区分指向） 

6 物 流 分 析 
負 荷 分 析 

物→設備→人の動きと、ステ

ップを追った解析手順 
物の流れと生活活動の相互関連

を同レベルで扱う 
7 基本ﾚｲｱｳﾄ策定 ＳＬＰの基本思想＋アイデア

抽出の手段として３案比較活

用 

Ｘ，Ｙ，Ｚ相反する案策定を比較

検討する 

8 条 件 の 図 化 モレのない検討を指向 選択された配置としてレイアウ

ト中心 
9 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法 運用上の確認 動態的確認方法は未開発だった 

10 投資計画書作成 1～9 をまとめ経営計画とす
る 

明確な手法はない 

11 具体化～運営 PＥＲＴ＋リスク分析の活用     〃 
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   図表２－５－３ 新レイアウト設計手順、SLIM－Ⅰの手順 
 

商品分析～商品戦略決定 

目標 ﾚｲｱｳﾄ設計思想づくり 

製 造 技 術 の 明確化 

現状分析～現状レベルの見直し 

用地選定等地理的条件の確認 

製品分析と戦略の決定 

物流分析、負荷山積分析 

基本ﾚｲｱｳﾄ策定と選定方針 

設 備 据 付 ～ 運 営 

投資計画書としてのまとめ 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ手法の応用による検討 

① 顧客ニーズ分析 
② 商品の使用環境分析、戦略分析 
③ ライバル比較と自社得意点の伸長 

① 経営分析 
② 環境づくり 

製造特性の配慮 

① ミニレイアウト設計手順の応用による見直し 
② カードの分類法による解析 
③ 企業現状体質レベルの見直し 

① チェックリストによる確認 

① 製品のＡＢＣ分析～ライン区分 

① 経路分析～フロムツウチャート 
（生産方式、生産拠点の検討） 

② 物流図による検討 
③ 負荷山積分析によるﾗｲﾝﾊ゙ ﾗﾝｽの検討 
① 相反する３案をつくり比較検討 
具体案のベースとなる考え方抽出 

② 基本ﾚｲｱｳﾄ策定と選定方針 

① 工場生産、生産管理の方式の検討 

① 操業上の問題事前対策 

① 投資計画、スケジュール他 

① 操業上の問題事前対策 
② 運 営 

条   件   の   図   化 
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（ﾛ）目標設定（レイアウト設計思想の設定を前提として） 
 商品戦略が決まると、次に検討すべき事項は新しいレイアウトを、どのような思想で構

築すべきかが検討課題となる。ここには、関係者誰もが、新ラインに対して過去の問題を

凌駕して、なおかつ、世界一流のものづくりとなり、継続的改善が進められ、ものづくり

と共に人づくりが進むライン構築はどの企業でも望む内容ではないだろうか？このような

意味合いから、レイアウト設計思想は、その構築思想を明確にしておく必要がある。また、

後のプロセスでは、この思想はレイアウト設計の際に多くの検討事項をチェック、評価、

検討するベースになるという重要な内容である。そこで具体的にレイアウト設計思想を進

めるには図表２－５－４のように表を作成し、下記の項目をひとつづつ検討して新レイア

ウト設計思想の決定に役立てる手続きを下してゆく。新レイアウトは、一種、生産・販売

の新たな理想を具体化する夢の実現である。このため、単なる企業内のブレーン・ストー

ミングだけではなく、過去の事例や一流企業事例を参考に思想設定を行うべきである。な

お、この種の検討に当たっては、他社の真似が目的ではなく、あくまで、その企業に固有

の思想の確立が重要である。 
 
 図表２－５－４ 理想レイアウト設計を目的とした思想づくりの例 
手 順   A社    B社    C社    D社 
要 請 精度向上、軽量材料

提供 

JIT・SCM対応と 

抜本的原価低減体制 

顧客ニーズに対応し

た個別生産対応 

高品質・ゆとりライフ

への貢献 

要 求 ○○万回転／分×

10年間ノントラブル 

薄肉軽量化と新材料

による高度生産 

薄肉・超小型・高性能

部品提供 

多品種少量、1品変化

対応､短納期生産 

目 標 非量産、自動化対策

ITフル活用 

段取りシングル化 

日々管理システム 

受注変化に個別対応、

一品毎変更可能生産 

最高効率混流ライン1

品生産＋セル生産 

使 命 材料加工ライン 鋳造～検査梱包一貫

ライン化 

スリット～検査～梱

包～出荷へ IT活用 

部品配膳＋組立＋検

査＋発送の一元管理 

制 約 DNC 加工ノウハウ

の標準化 

搬送自動化、ITシステ

ムの駆使 

変化対応型 JIT・SCM

発送対応へのリンク 

1品管理、顧客ニーズ

に対応した組立生産 

理 念 世界最高技術の蓄

積の駆使 

3K、ムダなし作業工場

づくり 

顧客ニーズの先取り

と変化対応生産 

人間尊重ライン＋最

高品質維持＋CIM 

生産対象 航空部品 オートパーツ  エレクトロニクス    家電品 

 
【新レイアウト設計思想の検討項目】 
① 理念（Needs）：製品の特性、技術、市場性、他社との差異化（差別化）、売上規模を  
中心に国際性と、その企業の理念より考え、顧客志向の考え方を入れる。 

② 要求（Wants）：具体的な製品種､名称をあげ、その特徴を書く、さらに製造、生産技
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術上の特徴などを書く。その結果目指す改善・革新目標値なども明確にする。 
③ 目標（Targets）：売上規模、シェアー、利益率の程度、生産・販売リードタイム○

○・変化対応生産、○○工程の自動化、加工時間○○、IT 利用管理の無人化など、
新ラインで実現すべき目標と、主要な達成手段を書く。 

④ 使命（Mission）：今回の対象の範囲を決める(例：協力会社～自社工場～顧客ネット
ワーク～配送まで)。範囲の例としては次の項目を参考にする。協力会社ネットワー
ク、顧客ニーズの把握(調査)､研究、試作、営業、生産、販売、流通、・・・など 

 ⑤ 制約（Conditions）：世界一流､最高品質、最高効率、超短納期生産をベースにやる    
べきこと、出来ること（適用手段）、制約上で現在適用不可能な内容を明確化する。

時に制約打破の対策と将来計画の目安(課題)とする。また、このためには、図表２
－５－５を基に取り組むべき課題と対策を明確化すべきである。 

 ⑥ 理念（Policy）：工場関係者の原動力のみならず、顧客の魅力となる理念を①～⑤の
内容を総合化させ、行動基盤として示す。 

 

図表2－5－5　将来計画革新のための検討要素ガイド
(VIP :Visual Integrated High  Profit Making Management System)

頭脳流出、・・・・新規参入遅れ、
海外企業の台頭リスク検討

地球環境対応、

人材育成・・・・

技術革新、新製
品開発・・・中期の課題

品質向上、信頼性

向上、・・・・

例：売り上げ、シェ
アー・・・短期課題

質的効果
（目標）

量的効果
（目標）

ｳｴｲﾄづけと、
成果／リスク
見積もり
　５段階評価

評価と検討

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
目標設定

判定

要素抽出

ＣＳ、　　ＥＳ、　　ＳＳ、　　　・・・・

総合化

 
 
（ﾊ）製造技術の明確化 
 時に、理想に走るばかり、ものづくりの基本技術を無視する例や、製造技術を充分に確

認しないままでレイアウト構築に入る例がある。このような場合、多くは新レイアウトが

スムーズに立ち上がらず、結局、基本からやり直しということなる。筆者が見聞した例で

は、例えば、実現する技術上の対策をしないで、新ラインは新技術を投入すれば不良ゼロ

になると勝手に管理者が判断してしまい、実際にレイアウト具体化を図った結果、生産時
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に、技術的に問題が残り、また、新たに生産した製品不良や手直しが発生してしまった例

を見たことがある。このケースでは、残念なことには、レイアウト上にはこのための配慮

が全くなかったので、不良発生時に逃げがなく、結局は大幅なライン変更を再度行う必要

が生じた。声の大きなトップが提言して実施させた夢の工場も、そうならなかったという

例である。また、目玉と称し、投入した革新技術に新たな問題が発生し、旧技術の投入を

仕方なく行う必要が生じた例もある。この例も､この種の問題を予想した工場のスペースが

なく全くなかったので、結局は土台からやり直す結果となった。さらに、雪国に工場を建

てたが、建屋を２分割して建設した例があった。その工場の建設時に雪は全くなかった。

初夏から秋の建設だったからである。建設当初、その工場は一見、夢のような工場の建設

に見えた。だが、雪の季節になると、２つの建屋間の物流に大きな支障がでてきた。もは

や建造物の立て替えは不可能であり、収益面に大きな損金をかかえつつの生産が続いてい

た。この状態が数年続いている時に筆者に相談がなされたが、最初からレイアウト検討と

設備生産性向上対策を図り、１建屋に生産を集約した。この段階からこの工場のムダは大

きく減り、見違えるように収益を伸ばした。建屋も一種の製造技術の範疇に含めるのが良

いか否かの議論はともかく、この種の製造技術要素は、その条件をよく確認し、評価技術

の内容と共に明確化が必要である。皆様には、この種の変更の内容、すなわち、折角、新

築住宅を立てたのに土台からやり直す行為は大きなムダにつながる内容は何とか避けてい

ただきたいと考える。要は、新技術投入に当たっては十分な実験、検証と共に、レイアウ

ト設計以前に、事前にリスクが発生した場合を考え、多少とも変更可能な用意をしておく

べきである。 
 
（ﾆ）現状分析～思想の見直し 
 現状の見直しは数件の製品を工程分析し、定量的に問題を徹底して探る方法と、非定量的

だが重要な問題を探る方式の 2 種がある。前者の分析手法は、先に工程分析などで紹介済
みなので、ここでは後者の方法を図表２－５－６に示すことにする。この解析方法はトッ

プダウン＋ボトムアップ融合法を中心に行った内容であり、図表２－５－７にこのような

結果を得た内容の背景を示すことにする。全く新しい工場を建造し、雇用も全くの新人を

投入する場合は別だが、一般に、過去の工場の経験を生かす、試作工場の経験を生かし新

製造ライン建設に当たるケースが多いので、現場参画の重要性と巻き込みの必要性は絶対

条件である。以上は、筆者が行ったある工場のレイアウト設計時に用いたものであって、

皆様が作成する内容とは大きく異なるはずである。この種の内容は個性がなくてはならな

いし、個性があってしかも関係者の総意が集約されたものでなければならない。では、こ

のような条件で作成する図表２－５－６作成から図表２－５－７作成の要点と手順につい

て解説を加えることにする。 
 レイアウト設計の命と指示は一般にはトップダウンで関係者に降りてくる。だが、ボト

ムアップによる参画と協力があって始めて人・技術づくりを通した「ものづくり」が始ま
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る。そこで、現場参画をいかに図り、問題の少ない工場レイアウトを構築すべきかが課題

となる。このような内容が図表２－５－７の最下欄が現場参画の状況を示し、□で示した

内容で関係者が提出してくれた意見や改善、問題点などの様子を示した。 

図表2－5－6　新レイアウトに求められる要件

１，ビヨンド（超）経営目標
　　達成の早期具体化
２，ベンチマーキング
　　超一流国際企業
３，継続的改善
４，whatとwhyの明確化
５，変化対応
６，スピード改善と
　　成果創出
７，トップが変更しても
　　維持できるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
　　ｼｽﾃﾑ
８，人材育成

トップの求めるニーズ？

What：総合収益力向上の構造
　　　　（どうすれば収益が早く高まるか？）
How to：各種課題の総合化
　　　　　人材・資源の有効活用
　　（全員がやる気と力を発揮するか？）

個
性
あ
る
、
こ
の
理
論
と
実
践
・
お
手
本
は
？

一流企業の基本
１，トップが強い思い、夢を持ち、高い目標達成
　　に日夜努力している。
２，現状の精細な分析と共に、強み／弱みを
　　熟知している。
３，　　　　　　　　　　　　　　　夢：理想
　　　　　　　　　　　　　達成ストーリが明確に
　現実　　　　　　　　　示されている。

ボトムアップで達成
（全員参画）
努力するテーマ

 
 
この手法はボトムアップ改善要求を、カードで問題や課題、希望を集め、徹底的に現状

を見直しつつ、新レイアウトに生かすべき項目を拾いつつ現場参画でレイアウト設計を進

めて行こうとする手法である（カードで意見を集めるのでカード法というが、この手法は

レイアウト設計の場だけではなく、早期に赤字工場を黒字化する時にも活用し、現場参画

を得て､短期間に大きな成果創出を得てきた手法のひとつである）。では、図表２－５－９

の作成手順の解説に入ることにする。 
【手順１】：全員からの問題・希望・過去努力などのカード収集 
一人 30件というタスクで問題や希望の大小に関係なく改善すべき内容を記載していただ
く。テーマは①現在困っていること、やりにくいこと､②新レイアウトになったらこうして

欲しい、すべき、と考えることや、③過去の問題対策に苦慮したが、再度繰り返すことが

無いように、という注意、また、④顧客ニーズ､技術の進展から見て○○のような技術具体

化を図って欲しいという希望、そして、⑤他のラインや工場、他社情報から見て今度のラ

インではこうして欲しい、という内容などという内容を記載願う。なお、「お金と時間の制

約はない。」という前提を設けてカード作成を願う方式でカード作成を願う例が多い。 
【手順２】：要求に応じたカード分類作業 
収集したカードは「要求」という内容でとらえ、「名詞と動詞」で要求内容を明確化しつ

つ類似要求内容をグループ化する。全カードこれを行うが、余りマクロ的な要求カードを 
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       図表２－５－７ トップダウン＋ボトムアップの進め方のイメージ 

現状の問題点       
現場の問題点と 
対策のポイントを例示する 

 
ex. 
・設備の故障対策…毎週 30分 5S 

10分間教育 
・不良の対策………ポカヨケ 
・作業改善…………改善班活動等 

 
 
 

方針 
1.理念、思想 
2大目標と手段のポイント. 
3.将来構想 

社是との関連も見ながら書く 

 
顧客指向も含めながら書く 

世の中のニーズ              今回の施策 
  

1.製品戦略を書く             1.具体的技術手段 
  ・製品格差をつける思想          ・ハード、ソフト全体像 
  ・顧客信頼を高める            ・Ｑ，Ｃ，Ｄのポイント 
   考え方を明示する            ・物流改善、省力 

2.業界、市場への狙いのポイントを     2.新技術を明示する 
 明確化する               3.工場運動とその体系を位置づける 

レイアウト改善の主眼点 

 
 レイアウト

改善前 

レイアウト 
改善後の要点 

施策の具体例 
 ・項目、手段 
 ・スケジュール等 
（将来計画の一里塚として） 

問題点を列挙したカード 

人材育成 
教育等 

納期改善 

生産管理 
設備・品質改善 

 
分類内容とすることは避ける。また、意味不明な内容は提出者に返却して意味の明確化を

図った後に手順２のグループ化へ入れる。この方法は川喜多博士が提唱する KJ法と大きく
異なる。KJ法は感性で言葉をつくり類似性をもとめグループ化して行くが本手法は VEの
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要求という内容で改善対象と目的の明確化を図るからである。 
【手順３】：グループ化～大分類化 
第１次のグループ化が終わると、今度は「名詞＋動詞」で分類したカードグループを基

に（現場から収集したカードはクリップなどで止め、表題という形で手順２の分類カード

の下に入れて表面からは見えない状況にして）、今度は、表題となったカードを対象に少し

大きな概念で「名詞＋動詞」の表題をつけながら分類・整理する。この作業が一巡したら、

再度、更に大分類を行う。この作業を続け、最終的に５～8件程度の大分類になったら手順
３は終了とする。 
【手順４】：大分類毎の関連図化 
 数件になった大分類は大分類グループ毎に相互の関連や、各種問題や課題の達成ストー

リー化が必要になる。そこで、模造紙に図化する前に、A4版 1枚程度の用紙を活用して構
図と関連を決める。要点はトップダウン要求をボトムアップでどのように受け、また、改

善要求や現場関係者の意思ややるべき課題がどのようになっているかを、まとめる。この

構図を基に全カードを大きな模造紙に広げ図化する。このイメージが図表２－５－７の下

欄の内容となる。 
【手順５】：個々のカードの評価 
 本手法においては、「図に示されたカードは改善要求である。」という解釈をする。従っ

て、「要求を満たすのであれば手段は何でも良い。」とする。このような考え方を基に、手

順１で提出されたカードに評価をして行く。評価基準は図表２－５－８の通りである。 
 

   

図表2－5－8　5段階評価によるウエイトづけ基準

５段階評価によるﾃｰﾏのウエイトづけ

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

５×４×４

記載例

青色　：　評価と実現性の高い対象
黄色　：　将来課題
赤色　：　実施不可能（保留）

個々のカードへ
評価を記載～
　　　公開へ
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【手順６】：アイデアの募集と対策の実施 
 評価が終わったカードの中から重要性が高く、実施効果も大きく、容易性の高い物を抽

出し、実施へ向ける。その他のカードはこの種の改善対象カードが終了してから再度見直

し、レイアウト設計時にアイデア検討やレイアウトの評価などに活用する。要は、この時

点で実施不可となったカードも、その上にある「名詞＋動詞」カードを利用して良い「目

的は同じだが実現可能な良案を見出す」という扱いで、新規対策案の創出の題材に活用す

るために残しておく。なお、一部のカードの中には評価基準としてカードを利用する例も

ある。いずれにせよ、全参画をレイアウト設計手順に入れることは、新製品設計段階にデ

ザイン・インとして知られる現場参画の内容そのものと考えていただきたい。 
【手順７】：得た各種改善案の実施 
 この内容はあえて解説する必要は無いが、一応、要点のみを記載させていただくことに

する。この手続きは新レイアウト具体化に平行して､現場として、また、スタッフ陣として、

具体化が決まった案を実施する段階である。なお、この手順においては、この種の目に見

えにくい問題対策には図表２－５－９－①～③を利用願いたい。 
 

図表2-5-9-①　目にみにくい問題の例（例１）

品質・環境問題など、多大なマイナス影響を無視した例；
　　　もし、対策を取らないと、と考えた場合、目にみにくに問題の増加をきたす例

食品にダイオキシンの混入、中国輸入の野菜に使用が認められ
ていない農薬の使用がある例は、生産・輸入禁止になる

例が多い。環境汚染物質だけでなく、産業廃棄物不法投棄も

この種の内容と同じ問題と、No.1と同様の制裁を受ける。

環境問題へ発生　２

ミドリ十字、JCO、雪印、三菱自動車、日ハム、・・・など品質問題で
大きく社会、顧客の信頼を裏切った例は、大きく売上を落とす。又
は、企業倒産に追い込まれる内容を現出している。

品質問題の発生　１

　　　　　　　　販売・コスト面の影響解説　　項目の例No.

ヤオハン、そごう、ダイエーに見るように、拡大路線を重視し、成長
期には問題が無いように見えるが、需要が行きつまり倒産するケー
スがある。

拡大指向の行き過ぎ　５

不当なダンピング、不当なカルテル、談合による不当な入札は、問
題が発覚するにつれて社会的な信用を失い、倒産を招く恐れあり。

不当なダンピング　４

不当労働行為、セクハラ、不当なリストラ、組合問題、過労死など

従業員を粗末に扱い､人間無視をする企業は上記と同じ扱われる

従業員の不当な扱い　３
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図表2-5-9-②　目にみにくい問題の例（例２）
　ｺｽﾄ計算には乗らないのですが、将来ｺｽﾄ、機会損失、ﾘｽｸ軽減など目に見にくいが重要（ﾎﾟﾘｼｲで決
まる）項目があります。例を紹介することにします。この種の例としてたとえば、インターネット、携帯電話
の購入に当たって、そのメリット計算をするケースを考えると理解できます。購入により迅速、かつ多くの
仕事が可能ですが、メリット計算はやってみて、始めて算出できる内容ではないでしょうか？工数低減の
効果より顧客開拓や販売増強、顧客の信頼を得る点やｻｰﾋﾞｽや宣伝、仕事の幅やｽﾋﾟｰﾄﾞを増す内容は
やってみてわかる内容が多く、もし、この種の武装を怠ると思わぬ損失や苦労を生むことがあります。
この例が最適とは考えませんが、ひとつの例ということが出来ます。以下、このような例を紹介し、「目に
みにくいｺｽﾄ対策項目」としました。

【受注増加に関与する項目】
①品質・納期を高め、顧客の信頼を得る対策。　②ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝと共に、納期短縮を図り顧客が市場の
変化を充分見て新製品の投入に短納期対応する。　③市場の伸びに対し新製品立ち上げｽﾋﾟｰﾄﾞを
あげる。　④多種少量切り替え生産を図り、変化対応、特別注文や試作を柔軟にこなす体制をつくる。
⑤原価ｽﾋﾟｰﾄﾞ・低減力を高め、顧客の信頼を得る。　⑥工場の美化・ISO取得、○○賞取得、学会、
業界への技術・商品発表を行う共に会社の品位、知名度を上げる。　⑦地方、地区への福祉、寄付
など社会貢献を果たすことにより知名度をあげる対策を図る。　⑧法規制に対し、事前に手を打ち
業界・社会評価を得る。　⑨技術開発、特許取得を先行し将来の売上増加につなげる。　⑩優秀な
キーパーソン、キー市場、キーとなる顧客に接触し評価をあげる。　⑪その道の権威となり信頼と共
に永続的顧客関係を保つ。　⑫ｸﾚｰﾑを活かし新製品を開発する。　⑬トップ自ら営業確保の交渉に
当たり、顧客の印象を高める。　⑭その他　売上、受注増につながる対策各種

【受注減～倒産に至る例の一部】
①製品不良が人身事故、トップの問題意識のなさが報道され、企業倒産を招いた。②海外工場で国際
　問題になるような事態を招き撤退を余儀なくされた。　③政治的ﾄﾗﾌﾞﾙが明るみに出て信頼を失った。  

図表2-5-9-③　目にみにくい問題の例（例３）

【人的能力向上に関与する項目】
①ﾎﾟﾘｼｲ的な組織、人事面の改善により伸びる人材の発掘を図る。　②得がたい人物の援助・指導に
より、大きな革新を図る（ｱｳﾄ・ｿｰｼﾝｸﾞの投入による革新）。　　③特別・トップ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを創設して人材
育成と企業成果の創出同時化を図る。　④多能化を図り多くの見方と改善、人材育成を図る。　⑤企業
への貢献度を数値で示し成果を早く納得の行く方式で示し、評価することで人のやる気と実力を伸ばす
対策を図る。　⑥目標管理、特に個人の夢と目標を企業方針と融合・評価させる仕組みを運用し士気の
高揚と実力向上につなげる策を図る。　⑦上司、指導者、相談役など、適切な配点を図り育成を図る。
⑧計画的に成功体験を図り士気高揚と人材育成を図る。　⑨新人は企業に入った時に就く上司に似る
が、最初から良い指導者につけて育てる。　⑩その他、人材育成の項目多数（例：系列会社が親方日の
丸式な取り組みであったが、トップの人間関係が切れたので整理し、各種しがらみを断ち、改善を得た。
外的圧力・トップを得て、従来から課題となってきた大きな改革を断行する。など）

「企業は人なり」という言葉がありますが、人的要因に関する内容、そして製品関連の内容を例示します。

【製品・製造設備に関与する項目】
①生産・メンテナンス・操作性の高い設備に置き換えることにより現場的な諸問題の解決が図る。　　　
②ITネットにより、世界を広く探し、2社購買、より性能、信頼性が高く、価格の安い部品、部材の探求を
図る。　③製品の薄肉化、モデルチェンジ、工程省略など、革新技術を投入し、原価低減に貢献させる。
④原価管理、特に、固定費の割付基準を見直し、プロダクトミックスによる儲からない製品の検討を進め
る。　⑤営業担当者の評価を変え、新製品を集中的に売る策をトップダウンで進める。　⑥製品の異分
野への応用を調査・試作・検討を進め、拡大市場への適用を図る。　⑧不採算製品の機能向上を図り、
小規模ながら、より付加価値の高い分野への展開を図る。　⑨アフターサービス、使用済み時引取り
方式と共に、顧客管理・信用を高め、製品の価値向上を図る。　⑩その他、製品戦略項目各種(例:分野
を限り、ブランドイメージを高め高級志向で永続的指定客を確保する）　  

 
以上の解説で、①工程分析による現状把握（実態調査）、②トップダウン＋ボトムアップ

の融合化と、③全員参画改善体制の方法に対する解説を紹介した。だが、このような準備

の基に、製造技術の革新を含めた対策、即ち、継続的改善を仲介とする大きな発展を検討

することも平行して行う。もし、現状を精細に把握しないで理想論に走ると、現状との齟

齬（食い違い）や安易な検討が失敗を招くことになる。なお、現在から未来へ向けた革新
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に対しては図表２－５－１０に示す理想目標牽引型ベンチマークの利用が有効である。で

は、このようなベンチマークに対し多少の解説を進めることにする。 
 

図表2－5－10　　ベンチマーキングＭＡＰ化対策
目的：中期計画を具体化するため、①各工場に適合する数値目標の見直し設定を図る。目標達成
　　　　具体化のため、②生産・製造・管理技術面でレベルアップが必要な内容と、最適手法選定を
　　　　行い、一流・異業種他社情報を参考に各工場に合った対処と一流化のための状態目標を設
　　　　定する。この対策の後、①②の具体化のため、全員参画目標達成体型を明示することにな
　　　　るが、このために必要な、③人材育成手法の抽出～体系化を図り、全体をＭＡＰ化する。

中
期
体
質
革
新
計
画

御社
事前検討
ご準備資料

JMA提供
一流企業情報

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

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

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

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
具
体
化
の
た
め
の

チ
ー
ム
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
策
定

①

②

③

③

④

中期計画具体化
ステップの設定⑤

⑦

⑥

中期計画
具体化策
まとめ

注釈：○Ｎｏ．は手順を示す。

 
 
ベンチマークは①数値目標と②状態目標の２つの概念に分けて設定することが肝要であ

る。なお、このようにして作成したベンチマークの一例を図表２－５－１１に示すことに

するので参考にしていただきたい。「企業は人なり」の言があるが、人材育成はテーマとレ

ベルを決めてから行うべきことになる。このためには、①と②を決め、その後に図表２－

５－１０にある③の人材育成を考えるべきである。こうすれば、誰がどのテーマを、どの

程度レベルアップを図るべきかを決めることが出来るからである。以上がベンチマークを

設定し、実現するための作戦地図作成の要点である。よく、耳にする話であるが、「最高技

術を駆使したラインを設置したが、現場の力が不十分で設備などを使いこなせなかった。

このため、折角の新ラインが機能を発揮できなかった。」ということがあるが、この種の対

策が不十分だったという例である。このような意味合いから、レイアウト設計時、この段

階でベンチマークを活用したレベル評価の必要がある。 
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図表２－５－１１ 工場の体質評価と状態目標づくりのためのベンチマークの例 

  
（ﾎ）用地選定等地理的条件の確認 
 新レイアウトを設置する場合用地の選定や買収といった内容が関与することがある。こ

のような場合、用地選定など地理的条件の確認、検討が必要になる。この種の内容は各社

でチェックリスト化されているが、主な項目を列挙すると以下のような項目となる。この

中で注視すべき内容をあげると、最近、工場の旧跡地を購入して工場建設に入った矢先に、
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危険物や公害関係物質が出てきたため、工場建設を中止、その対策に膨大な費用までを課

せられる事件などがあった。事前調査の必要を改めて感じさせる内容であり、土地購入に

当たって要注意という内容である。環境問題はこのような内容にとどまらず、住民パワー

により建設反対という内容もある。このようなことは事前検討段階で配慮すべき内容であ

り、もし、新しい土地に工場や新レイアウトをつくる場合には下記項目を中心に、この種

の心配すべき内容を加えた検討を進めるべきである。 
(1)レイアウト具体化の背景となる項目 

  ①短期と長期の目標とのバランス取り 
   （土地、建屋等のバランス） 
  ②法的な規制、地域社会の印象 
   （条例、安全規則、環境、公害問題と規制、保険上の事等） 
  ③資金繰り、資本の投下規模、土地代（含、税金） 
  ④電力､水、燃料、輸送手段、通路などインフラの関連に関するもの 
  ⑤労働力の確保、人件費、残業、休日等の規制、まわりの企業とのバランス、教育レ

ベル、人種、宗教 
 (2)地理的条件 
  ①部材、資材、供給力、供給源との近接性 
  ②拡張の余地 
  ③気温、湿度、天候（風向き、雨量、雷） 
  ④スクラップの処理、排物 
 ⑤燃料、電力、水等の供給 
  ⑥用地の地勢 
  ⑦宗教、習慣等の土地の文化、気風 
  ⑧通信手段の環境整備状況 
  ⑨地盤強度（耐震力） 
⑩特急品の輸送手段 

 (3)設備的条件 
  ①設備設置の特殊条件 
   （防爆対策、方向性、振動防止、熱対策、排気、化学物質使用条件等） 
  ②移設場、難易性 
   （土台、ピット、配管、配線） 
  ③柱による規制、建屋利用の場合は強度 
  ④ポリシィ（土地利用、福祉、記念碑等）による規制、事務所との距離 
  ⑤労働組合等の希望事項 
  ⑥在庫のためのスペースと関連、治工具置き場との関連 
  ⑦保全のためのスペース、場所との干渉 
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  ⑧問題発生、異常時のバッファとの関連 
  ⑨設備の動力、スクラップ排出等とのバランスによる規制 
  ⑩多工程、多台待ち、将来の無人化の余地との関連 
  ⑪工程の変更、追加等のフレキシビリティ 
  ⑫パレット、容器の共有性 
  ⑬管理、事務処理のためのスペース干渉 
  ⑭安全通路とその見通し性 
  ⑮旧設備の再利用と、それに伴う条件 
  ⑯配線、配管、配ダクトなどの規制 
 (4)生産上の条件 
  ①生産停止を要する場合、その期間、干渉、バイパス性 
  ②工事業者の人員確保、技術レベル 
  ③協力会社、他分野の応援、生産分担等の能力 
  ④生産、顧客への出荷輸送単位の制限 
 (5)その他 
  ①従業員の生活のし易さ、文化、リクレーション、病院、物価、土地、家の入手性、

ショッピング 
  ②警察、消防 
  ③試作品の移管等は研究開発部門との地理的近接性等 
  ④設備等、工事の時の仮置き余地 
  ⑤設備搬入のルートと方法 
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その他； 現場からの問題聴取内容など記入欄 
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（ﾍ）製品分析と戦略の決定 
 ここからは SLPそのものの内容の解説になる。なお、SLPが出来てからレイアウト改善
の手法は大きく変化した。従って、最新の運用方法も考慮し、以下、解説を加えて行くこ

とにする。 
① SLPの基本思想 
 SLP のアプローチは一般の現場改善アプローチとは大きく異なる。その状況を図表２－
５－１２に示すことにする。一般に行われる現場改善は図表の右側に示すアプローチであ

る。即ち、管理面で、まず、関係者の理解を得てベクトルを合わせ、士気を高揚する。つ

ぎに、これを基盤に人が行う仕事の分析～ムダ排除、方法の改善、計測化やセンサー・治

工具の活用と進めて行き、それが進むと設備、製品・設計段階への改善へと進むというの

が SLPアプローチの基本である。一般に活用されてきた現場改善手順はこの順序である。
即ち、生産要素である５M を人→方法→計測→設備→物＝設計とおい順で改善対象にして

改善を進める方式である。これに対し、SLP で作成されたアプローチは、その流れを全く
逆にしている。レイアウト設計に当たっては物という製品対象を明確にし、その流れの無

駄をなくする策を練る。次に、この流れ、という工程を実現させるため、設備を配備する。

設備には計測機器や治具・センサーを搭載し、出来るだけ人手を要さないでものづくりが

できる要件を具備した後、どうしても人手で行う必要があるものは、その手順をできるだ

け効率よく作業できるように改善し、その後に、訓練された要員を配備する、という手順

でステップを進める。なお、物＝設計→設備→計測→方法→人の順で検討を進める対策手

順が SLPの基本ステップである。この手順は一般に行われてきた現場改善ステップとは全
く異なる。筆者もこのような基本思想は SLPを活用して行く中で気付いた内容である。こ
の解析は SLPの著書に記載は無い。だが、素晴らしい改善アプローチを SLP開発者ミュー
サー氏が構築されているわけであった。 
 以上、SLPと一般に行われてきた現場改善アプローチとの違いを解説したが、SLPの考
え方は、まず、売れる製品を明確にする。そして、SLP を活用して『最適なものづくり』
を考えることを基本に手順が出来上がっていることをご理解願いたい。以下、この手順を

基にした製品分析を始めとして、SLPの解析内容を解説することにする。 
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図表３－５－１２ ＳＬＰと一般に行われる現場改善アプローチとの差異 
 
〔段階 1〕・製品の分析 
    ・物流の分析 

〔段階 2〕・設備の配列と 
    ・負荷能力分析 

〔段階 3〕・計測、計量管理の 

     検討と 

    ・治工具等の検討 

〔段階 4〕・作業手順の設定 

〔段階 5〕・人員配置と 
     作業区分設定 

〔段階 6〕・生産管理 

     人、物、設備の 
     能力フル活用 

物 

設備 

計測 

手順 

人 

管理 

(a) レイアウト設計の手順 

技術の革新 

方案、設計自体の

改善 

不良ゼロ、故障ゼロ 

設備で品質つくりこみ 

源流管理 

ノウハウを道具へ 

ポカヨケ 

標準化と守る活動 

ベテランづくりと 

ベテランに頼る作業 

人づくり 

教育システム化 

問題意識、   点列挙 

(b) 現場の改善アプローチ 
  （品質改善を例として） 
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② SLPにおけるオリジナルの P‐Q分析法 
 SLPでは、図表３－５－１３に示すように、まず、Ｐ－Ｑ分析（Ｐ：製品アイテムと、Ｑ：

生産量の関連を分析）し、生産のライン形態を決める目安にするという考え方を基本とし

てきた。また、このような分析結果を基に「もし、Ｐ－Ｑ分析を行った結果、少種多量生

産であれば専用ラインをつくり生産すべきである。」とし、「逆に、多種少量生産の場合、

製品の流れは設備の流れが複雑になるので、ラインかしないで設備効率を主体に類似の設

備を点在させておいて流れは複雑なままにしておく」、というように、過去、生産方式の決

定をしてきた。即ち、先の少種多量生産がフロー・ショップ（Flow Shop）的な物流に設備

を配備するのではなく、ランダムに設備を配置したジョブ・ショップ構成にすることを決

定する判別基準にＰ－Ｑ分析の結果を用いてきた。また、「では、その中間的なＰ－Ｑカー

ブになったときは？」という疑問に対し、SLPの手法は「類似製品をまとめ、類似製品毎に

ラインをつくり、フロー・ショップ方式を出来るだけ入れ、生産性の高いラインに近い形

態をつくりなさい。」と示唆してきた。以上が、Ｐ－Ｑ分析の要点であり、過去、SLP が行

うライン決定要素であった。 

 

図表３－５－１３ ＳＬＰにおけるＰ－Ｑ分析と、その取り扱い 

量産品 

中量産品 

多種少量品 

Ｑ 

Ｑ 
① 

Ｐ 

②ＧＴﾗｲﾝ化する 

③ｼﾞｮﾌﾞ・ｼｮｯﾌﾟ型 

生産形態にする 

量産ﾗｲﾝ、ﾌﾛｰ・ｼｮｯﾌﾟ型 

にする 

Ｑ(

生
産
量) 

 
③ 変種変量

しかし、時

テ・ハン（M

Automatic G
多種、変化す

で生産が進め

 

Ｐ(製品アイテム) 

の時代に合わせたＰ－Ｑ分析の活用法 
代は進んだ、現在は段取りのシングル化が進み、IT 化と

aterial Handling の略称）として有名なロボットや自動

uided Vehicle）が登場した。この手法はプログラムの入れ
る作業に対応できる方式であり、変種変量製品を受けな

られる新時代の方式である。そこで、Ｐ－Ｑ分析で行っ
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Ｐ 

共に、加工設備やマ

搬送装置（ＡＧＶ：

替えだけで、簡単に、

がら、混合ライン化

てきた「専用ライン



化にすべきか？ジョブ・ショップ構成にすべきか？」という区分は多くの企業で使われな

くなっている。だが、『Ｐ－Ｑ分析は製品特性をつかむためにある。』という思想は変わら

ない。そこで、この考え方を基に筆者達は活用方法を研究した結果、SLIM では、下に示す

数種、経営戦略を含め検討する上で、有用な活用方法の創出に至ったので、その内容を紹

介することにする。 

(ｲ) 製品の戦略、将来の製品の特性を分析し、意思決定の題材にする方法 

  （ⅰ）くり返し性の少ない生産対象品の分析を行い、各種の評価を加える。 

   過去 1～2年分、製造販売してきた製品分析を行う。この中には生産を中止したもの、

受注量の低下や利益的に見合わないものや、競争力を失いつつあるものがあるので、

その理由を解析する。更には、今後、期待される製品も分析対象に入れ、その特質や

量の変化と理由を検討しつつ、モデル的な製品構成、特に、ライン設定の基盤となる

データ・ベースを作成する。なお、この種の内容は色や棒グラフを実線／破線で区分

するなどの工夫と共に検討容易化を図る。 

   このようなデータ分析結果より、製品の交代を判別し、これに伴う製造条件、ライ

ンの変更、部品、材料の変更の考慮、レイアウト改善に当たって盛り込むべき変更要

素と、将来のフレキシブル化に対する対応へ各種の検討を加える。 

 （ⅱ）内外作の検討を行う。 

   少量多種品を工場内で専用ライン化してゆき、多種少量品を外注化するという政策

もあるが、物流、納期短縮やムダな仕掛を持たせない対策上、工場内で生産する対象

品と協力会社への生産委託品（特に工程途中で外注化する対象品）を色分けして、取

り扱いを検討する。逆に、一括外注化する、輸出製品を購入地に近いところへ生産拠

点を設けて集約する、海外生産対象品にする、・・・などの検討に利用する。 

(ⅲ) 製品のつくり方、形態を色分けする。 

   製品の工程分析は、後のプロセスでも行うが、先見的に製品構成と内容の面から見

直し、類似のものをまとめ、再度グラフ化する。この様に、類似ということで見直す

と、現在ＢラインでつくっていたものはＡラインを増産し、Ａラインで工程収約を図

り生産するという判断につながる例がある。逆にフレキシブル化対策するために両ラ

インを改造し、相互に乗り入れ生産する策等が取れればこの案を選択して検討を進め

る。更に、数本あるラインのひとつを集中的に効率向上させ、生産性の悪いラインを

廃止する例や、今回、新レイアウト構築を計画していたものを、個々のラインの改善

で取り止める、という検討を進める例もある。 

（ⅳ） 収益性の高/低で棒グラフを区分、原価×生産量にてグラフ化、原価対策を考える。 

   金額面でＰ－Ｑ分析のグラフをつくり、更に収益の面で色分け等を行い、更に各ラ

インに区分すると、どのラインを重点に、どの程度の原価改善を図るべきか？が検討

できる。この検討結果を基に、製品の生産を行うべきか、収益性確保のためにはどの

程度の目標でライン製造が可能なラインにすべきかといった検討を進め、新・製造ラ
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インの構想を進めるデータ・ベースにするために、このデータを利用する例がある。 

(ⅴ) 工数×生産量をグラフ化して自動化対象分野の明確化を図る。 

   工数低減の対象品を明確にし、どの分野に自動化等の重点施策が必要かを見て行く

題材とするため、工数×生産量のグラフを作成する。このグラフを用いて工数低減が

必要な対象品を明確にしながら合理化予算の活用や配分の仕方を考える、という利用

方法である。 

(ⅵ) 生産量に製品のフレを加え、傾向分析する。 

   一般に、1つの製品のフレは大きいが、工場全体で全アイテムをまとめると、受注の

フレはゆるやかな時系列生産カーブを描く例がある。このような場合、当然、製品毎

に個別対策する案よりフレキシブル・混合生産という考え方で統合ライン化の検討を

進める方が、後に効率良いラインになる可能性が高まる。また、この解析で、新設ラ

イン化を乱す対象品があれば、その種の対象は色分けして示し、その量や対策技術な

どを考え、製品をつくる工程において製造工程をパス（省略し、通過）させる対策や、

外注化、など、ラインと製品構成を考える題材とする。 

(ⅶ) 手直し、品質上問題の製品を色分けし、対策へ向ける。 

   手間、技術上問題の製品を明示することにより、革新技術適用の程度を把握したり

する。この区分により改善はレイアウト改善に平行して進めるが、難製造アイテムを、

問題製品と名づけて、1 つのラインに集約し（試作ライン等をつくり）、問題の少ない

生産ラインと区別したライン化を図る対策を進めることがある。なお、問題を区分し

たラインではプロジェクトチームによる対策を重点的に行うべきことになる。 

(ﾛ) Ｐ－Ｑ分析による計算工数削減の方法 

  Ｐ-Ｑ分析で、多種少量でスソ野を引く様な分析結果が得られた場合、次の様な手順を

使うと事務工数を低減上、大変効果がある。即ち、すそ野を引く製品全ての分析は多く

の工数がかかるが、対象製品をしぼれば、それに応じて製品分析以降の工数を少なくす

ることができるからである。仮に、上位 95％で 100 アイテム、残りの 5％で 200 アイテムもあ

った場合、後の 5％のために 2倍もの製品工程分析が必要になるが、このための工数は投入

に対し見合わない内容と判断される。また、仮に、そのような製品の検討に時間をかけ

ても全体に与える影響が 5％にも満たないので、このような場合には、以下に示す手順を

設けてＰ－Ｑ分析を行い対象製品の数を絞った後、レイアウト設計手順に従ってスピー

デーな分析を進めることができる。 

〔Ｐ－Ｑ分析によるデータのまとめ方〕 

 ① 上位 95％に工程が同じものがあれば、類似品として統合する。 

  ② 残 5％の中に上位 95％のものとほぼ類似の工程をたどる製品がある場合、上位のものの流

れを工夫し、同一品として統合する。 

  ③ 残 5％の中のものを見直し、集合できるものは数件、1 品として統合する。 

  ④ 5％中、特に将来性があるもの、問題になりそうなもののみ抽出し、件数と量の基準を限って、
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分析の対象とする。 

 ⑤ 逆に、ライフサイクルが短く、特殊処理しても大勢に余り影響を与えない対象品は

除外しておく。 

 ⑥ 類似品は、類似品をまとめ、時には工程の一部がバイパスしても良い、という条件

の基で仮想工程をつくり、仮想類似製品工程対象品として集約し、後の分析や計算時

間短縮の題材とする。 

  なお、もし、ここに述べたように、区切りを 95％とした場合、必ず、後の手続きで、

対象量÷0.95 が今回の全生産量となるという補正を加えることは忘れないでいただきた

い。レイアウト分析に使用する基準量は基の数値と一致させる必要があるからである。 

(ﾊ) Ｐ－Ｑ分析に当たって考慮すべきレイアウト改善上の事項 

 Ｐ－Ｑ分析と各種レイアウト設計前に行う製品戦略を中心とした各種検討内容はここま

でに述べてきた内容でほぼ大半の検討は終了することになる。変種変量の時代ではあって

も、この種の手続きで、一応モデルとして生産対象製品を設定してレイアウト検討に入る

ことになる。だが、我々は常に市場ニーズの変化やライバルの台頭など、各種要因の変化

に対し注意をしておく必要を忘れてはいけない。そこで、モデルに定めた製品種と基準量

は下記したデータの取り扱いを参考に、何らかの方式を定め、各種リスク対策と共に、常

に基準に定めた内容を事前できる方式を運用すべきである。また、このためには、モデル

に活用した各製品の生産量は次のような方式で再チェックすることをお奨めしたい。 

〔生産の基準量設定の例（注意すべき事項を含む）〕 

 ①過去 6 ヵ月の生産量の平均値をモデルとし、将来の見込みを考慮し、基準生産量のモデルを

設定する方法。 

②過去 1～1.5 年（長いデータが必要な時は 3～4 年のデータを用いる事がある）の生産推移デ

ータを基に将来を予測し、それを用いて、基準生産量のモデルを設定する方法。 

 ③営業からの情報と、全体の需要動向、シェアー等のデータを分析し、各種検討を加えた後、計

画値として生産基準量のモデルを決める方法。 

 ④人口、年齢構成とその推移に特殊な管理値を加える等して需要予測値を決定する方法（デー

タの信頼性をダブルチェックする）。 

  例えばボーリング等は人口127万人いれば20レーン×365日×70％を基準にしたり、ゴルフに

ついては45歳の男性、サラリーマンの数に5％を掛け、更に10日／365日をかけサンプル数

を算出し、市場データの基としたりする基準算定式がある。 

⑤テストマーケット、アンケート調査を基に販売予測データをつくり、戦略値として、

基準生産モデル設定を行う方法。 

 以上は、一般的な検討方法の例だが、この他にも多くの需要予測手段（例えば指数平滑

法等の数学的処理手法）がある。いずれにせよ、製品を製造するレイアウト設計を行うわ

けであるから、製品の種類と量や技術が変化する程度は、予測を含めレイアウト設計の初

段に分析～検討すべき内容である。同時に、収益の出せない新ライン設計はしないはずで
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あり、各種検討要素の変化を予測して、それが最終結果にどの程度の影響になって出てく

るかについて図表３－５－１４に示したような方式で算定しておくべきである。特に、こ

の段階で行った製品分析データには製品の量と原価や収益性が把握できているはずである

から、この種のデータを用いて収益計算に影響が大きい対象製品が影響を及ぼす程度を事

前につかみ、対策しておくことが大切である。なお、そのような計算のイメージを図表３

－５－１４に示すことにする（この方法は感度分析という分析手法である。現在は IT 利用

によるシミュレーションで現在は簡単に出来る）。 

    

図表３－５－１４ Ｐ－Ｑ分析データを利用して感度分析による収益・影響度分析のｲﾒｰｼﾞ 
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Ａ：投資利益率 
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 ×②売値＝売上 
 
 原価データ④＋⑤ 
 
③固定費 
  償却費､設備費 
  人件費､福利費 
   ……利子他 
 
④変動費 
  材料費､外注費 
  エネルギー費 
      等々 

基準値、インプット 

〔各 1点のデータ〕 

インプットデータ 

 を振る指示＝感度地 

＋ 

モデル計算 

 

Ａ：投資利益率 

 

Ｂ：投資回収期間 

 

Ｃ：損益分岐点 

       等 

インプットデータの各基準

値を自動的に 
例えば±10％降らす 
  処理＝感度分析 
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考え、対策（事前問題発掘 
      事前検討～対策） 
      へ向け、努力する） 

？

A
B

C

？

 

 
なお、計算に当たっては、悲観的値、期待値、楽観値を想定して計算する例や、各要素

を 10～20％程度の範囲で自動的に基準値を動かし、モンテカルロ・シミュレーションとい

う数理的な手法を用い計算を行う方法がある。ここで、その進め方を間単に解説（例示）
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しておくので参考にしていただきたいと考える。 

〔生産基準量活用に当たっての配慮すべき事項の例〕 

 （ⅰ）計算により求められた基準に対し、生産のフレ等を考慮する。（算定基準量）×（1.2

～1.5 倍） 

（ⅱ）逆に、算定基準量×0.65～0.75倍でも投資メリットを生むための設備投資金額の総

額値を逆算しておく（マイナス時の影響の考慮）。増産対策に加え、合理化（省力、

歩留向上、品質向上、外注費、エネルギー費、資材費の減）利益項目は、目算でも

よいから、検討しておくことが大切である。需要の落ち込みが有る時、合理化メリ

ットで投資利益率を何とか確保するためである。なお、製品のライフサイクルが短

い商品については、投資利益以外に、評価式に、投資回収期間を考える必要がある。 

 更に、この段階から、ある程度、設備等は汎用性を考慮しておくことが必要にな

ることがある。どうしても設備が高価かつ転用が効かない場合には、当所より 24Hr

×7 日間稼動を考え、人的なフレキシビリティで費用回収期間を早くすることも 1つ

の方法とすべきことがある。当然の事だが、高価な設備購入が必要な場合、汎用性

を考え、検討しておくべきことはレイアウト改善上の必須条件である。 
 
（ﾄ）物流分析～負荷山積分析 
① 経路分析とその進め方 

 Ｐ－Ｑ分析が終了し、モデルとなる生産対象製品の検討がなされると、次に行う対策は

製品の流れを追い物流最適化の検討である。ここまでは、この種の分析に工程分析を用い

てきた。工程分析は確かに製品の流れを詳細に分析し、問題点だけでなく改善点も創出で

きる有効な手法である。だが、Ｐ－Ｑ分析の対象にした全ての製品に対してこの手法を用

いていると、ここに示すような問題が生じる。 

 （ⅰ）分析に時間が掛かり過ぎる。また、レイアウト検討には内容が細か過ぎる。 

 （ⅱ）ある製品では良い対策も、ある製品では悪影響が出る恐れがある。 

 （ⅲ）いずれにせよ検討資料が余りにも膨大なデータになってしまうため、全体と個々

の関連が見えなくなる。 

「枝葉を見て、森を見ない」対策は総合的視野で検討すべきレイアウト設計には不向きで

ある。そこで、レイアウトの検討にあたっては、図表３－５－１５に示す『経路分析』が

用いる。 

経路分析の表現方法は実にシンプルである。まず、縦軸にレイアウト設計のモデルとな

るアイテムと生産量を記載し、その個々の内容に対して、横軸に記載した工程のどこを通

るか、を記載して行く。図表上では○印で示した内容が、各製品が通る工程を示している。

このような表現で、大雑把ではあるが、全製品の通過工程を一覧化することができる。加

えて、図表をよくご覧いただくと、判るが、○には数値が付加されていることに気づかれ

ると思う。小さな数値だが、これはＳＴ又はＣＴを示す（1個の物をつくるのに必要な時間）
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である。この数値は後で負荷、山積分析を行う際に利用し、工程毎に必要な設備台数や人

員などの算定に使用する原単位となる。 

 

　図表3-5-15　Ｐ-Ｑ分析から経路分析へ
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　　　　　　　　　　↓
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経路分析による製品工程、流れの把握

　発送検査・梱包　手直し　外観　塗装Ｂ　塗装Ａ　加工　切断

　５○　５○　５○　７○　７○　４８０　　Ｈ
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　６○　７○１２００　　Ｆ

　５○　５○

　５○　３○

　３○　４○

　７○１１○　８５０　　Ｅ

　５○　４○　３○　５○　５○　５○　４３０　　Ｄ

　２○　４○　８○　　３○　４○１２○　６００　　Ｃ

　４○　　５○　５○　３○　３○　５○　７○　　　７５０　　Ｂ

　４○　１０○　５○　８○８○１０○１５００　　Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程名生産量

（個/月）
製品名

 

 
対象製品に対し、全ての経路分析（現状分析）が終了すると、つぎに、このデータを用

いた改善の検討を開始する。工程分析同様、経路分析も単なる図表作成に終わらせないで、

分析したら即改善という行動が必要である。では、その種の改善・検討項目を下に例示す

ることにする。 
 

〔経路分析を用いた主な検討/対策項目の例〕  
（ⅰ）1品毎に製品工程を見直し、工程設定の妥当性を評価～改善するものは改善する。 

例えば、Ａ設備で生産するものをＢで行う。工程途中の仕事を外部委託しているも

のは内製化する。不良率が高い、原価が高い、製造工数や時間がかかるものは改善

対象として改善に向ける、など。 
（ⅱ）製品相互の比較を行い改善する。 
（ⅲ）逆流がある製品は、出来るだけ整流にする対策を図る。 
（ⅳ）類似工程は集めて集約する。 
（ⅴ）複雑な流れを持つ製品は原価、納期面で問題があるので、設計面の見直しを含め、

対策へ向ける。 
（ⅵ）前工程から工程を４～６グループに分け、ＧＴ(Group Technology)の手法を用いて工

程パターンを定め、コード化する。 
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 以上が経路分析を用いた分析～対策例である。先のＰ－Ｑ分析の内容と多くの検討はダ

ブルものもある。しかし、経路分析を用いると、新たな切り口だけでなく、先に検討した

内容がより具体的、実務的となる。では、そのような検討項目の例を紹介することにする。 
 〔工程改善の検討項目の例〕 

 (ｲ)ある工程の能力を向上させ、今まで他の工程で行ってきた作業を吸収する（外注吸収

を含む）。 

（ﾛ）ある工程は専用化した仕事のみであったが、段取り改善により、異種のものの加工、

塗装等が出来る様にする。 

 (ﾊ)製造方法に革新を加え、後工程で行っていた処理を止める。これにより、手直し工程

の廃止を図る。 

 (ﾆ)2 工程、異なる場所で行っていた仕事を 1工程でできる様集結化する。等々 

なお、形は違っても経路分析は工程経路と同じ意味を持つので、改善には、工程分析の

際に紹介した改善案の得方、ECRS の考え方を駆使するとよい。例えば、不要な工程はＥ（省

略する）、ある工程とある工程はＣ（結合する）、ある工程は他の工程や方式とＲ（置き換

える）、・・・という検討だが、このような解析で多くの改善案が創出されることがあるか

らである。では、このような解析で得られる、また、経路分析が得意とする改善・対策内

容を例示することにする。 
 
② 類似工程の集約 
  経路分析で現状把握～改善を済ませた工程を類似集約して、同じグループにまとめる

対策をする例がある。この目的は、 

 （ⅰ）同じグループ化することで管理を容易にする。 

 （ⅱ）類似グループということで、例えば共通治具、設備の汎用化、多能化を進める。 

 （ⅲ）類似グループをまとめＧＴライン化を図る、など。 

以上が類似化の目的であるが、このような目的を実施したい場合、図表３－５－１６の

ようにして類似化を進める。まず、紙に記載した経路分析表を用いて、1アイテム 1枚ごと

にタンザクに切る。次に、類似の定義を定めながら、このタンザク型の紐状のカードを、

物流的に類似ということでグループ化してゆく。以上がグループ化の手順であり,実に単純

である。だが、各種改善を考えながら行うことが重要である。 

 

③ 工程グループのコード化（ＧＴコード化） 

 経路分析の結果は、後日、IT 化に伴う生産管理面で有効なデータ・ベースを与えてくれ

る。経路分析は一種の工程の標準化である。また、類似工程を集約するコードを生産管理

ではＧＴコードと言うが、この段階でＧＴコード化を行っておくと、後で生産管理面だけ

でなく原価改善面で大変役に立つ。では、『工程のＧＴコード化』について解説することに

する。ＧＴコードという考え方はドイツを発祥とし、設計の標準化対策として生まれ、活
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用されたものである。当時、設計図面は手書きであった。「1 品毎に違う設計をする図面作

成も、個々の要素に分けてみれば、類似のものを寄せ集め、要求に応じて寸法や材料、加

工、組み立て方法を変化させ対応しているに過ぎない。」という見方をしたことが発端とな

っている。ＧＴコードは、過去、標準パターンを準備しておき、寸法や形状の変化を与え

れば要求する設計部材の設計が簡単に出来る方式を提供してきた。現在は、IT を活用して

図面を書くので、標準図の寸法や材料、特殊形状を選んできて作図することを３Ｄ（3次元）

CAD で行っている状況であり、また、既に、IT の中にこの種の方式が組み込まれていて、我々

はその詳細を見るとか、再度の分析を行う例はない。だが、その中味は知っておくべきで

ある。そこで、簡単な例を用いてＧＴの考え方を紹介することにする。 

 

      図表３－５－１６ 類似工程集約の概要 

 

製品名 生産量 工  程 

Ａ 1500 ○ ○  ○ 

Ｂ 750 ○ ○ ○  

Ｃ 

 

600 ○   ○ 

バラバラにする 

ハサミ 

現状分析 

 

 
 
                                 検査  
                切断 加工 塗装 A塗装 B外観 手直し 梱包 発送 

Ａ 1500 ○ ○  ○  ○ ○ ○ 

Ｓ 750 ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

Ｋ 600 ○ ○  ○  ○ ○ ○ 

          

グループ化 
〔改善とグループ化〕 

(例)塗装 A、Bは 

  段取替で対応 

  同一工程とみ 

なす 

ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 

 

 

Ｅ 850 ○ 

 

○   ○ ○   
外観手直しは 

工程を結合 
Ｆ 1200 ○ 

 

○    ○   

Ｇ 580 ○ 

 

○ ○   ○   

          

ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 
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過去、ＧＴを『レストラン方式』の名をつけ活用していた企業があった。産業界ではか

なり有名になった話である。「例えば、海老を料理するレストランでは注文を受け、変化対

応で顧客ニーズに対応する。」という内容だが、「お客様の注文は様々です。だが、海老の

かわをむいておいて、てんぷらが注文されたらコロモという変化と油で揚げるという変化

をつけて対応する。日本料理の注文が来たら、さっと海老を湯通しして酢にキュウリや海

藻と共に漬けて出す。西洋料理なら湯通ししてマヨネーズと野菜を添えて出す。○○料理

なら、・・・と標準化させたものに変化の要素を加え、レストラン内では標準化して効率を

あげる。同時に、顧客に対しては要求毎に異なる変化に対応することが行われているが、

我が社の図面製作も製造方式も全くこの考えと同じ方式でやっている。・・・」という解説

がＧＴの要点である。また、この話で、ＧＴの内容はほぼ言い尽くされている。 

製造工程のパターン化も、このレストラン方式と全く同じである。工程をパターンとい

う形で標準化すればよい。各種の顧客要求はレストランにおける海老の料理と同じく、変

化分を追加する。又、もし標準以外の工程が発生した時、異常工程と考えて、新たな変化

要素を標準化して対応するからである。なお、製造工程用ＧＴコードの作成例を図表３－

５－１７にまた、実際には多少、配慮すべき点があるのでその内容を注意点として下に記

載することにする。 

〔ＧＴコード化へ配慮すべきこと〕 

（ⅰ）最大 6ケタ程度で、全工程が示せる様にする。 

（ⅱ）ＧＴコードは、1、2、3、Ａ、Ｂ、Ｃ、イ、ロ、ハの記号を使うが、原価の安いもの

より順次高度なものへ配列すると良い。 

  （コードを見ただけで、原価改善面で問題対象品が解り、改善に拍車をかけるために、

上記の様なコード体系とする。） 

（ⅲ）コードをふることで、標準化登録された情報を自動編成する仕組をつくっておく（事

務の軽減化対策） 

（ⅳ）ＧＴコードを区切る単位は、職務の分担、原価管理の区分等と一致させておく。…

見た目にも各ＧＴ区分が責任分担を示すので生産管理、現場管理が容易になる。更に、

後日、工程別の原価管理システム構築や運用具体化にも有効になる。 

（ⅴ）納期、製造仕様上の管理ポイントが必要となる場合、ＧＴコードを定め、付加して

おくと、生産時の作業指示標準化が図れ、効果的である（物をつくる上でのノウハウの

記述、指示の自動化が図れるため）。 

以上、ＧＴコード化は、物流解析データを用い、物流改善～新レイアウト構築後に生産

管理に活用する準備のために行うコード化だが、ここに、原価、製造技術の管理をも含め

た内容に構成しておくと更に有効な活用ができる。その例を示すことにする。ＧＴコード

は各種の製品の工程設定に活用するため作成したコードだが、同時に、複雑なコードや番

号が高いコードは工程を多く通過するコストも高い状況を示す。このことは、生産性、品
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質、技術改善を要する内容を示唆する。従って、当面はコードを利用して工程設定するが、

やがては原価低減しなければならない課題を提供していることになる。このような考え方

の基、筆者が、過去、ある工場で作成したＧＴに対する取り扱いを例示しておくことにす

る。以上、生産管理面に有効なＧＴ化の内容を紹介したが、この種の内容はレイアウトが

新設された後、管理システムの構築運用時に出てくる内容である。そこで、この内容の紹

介はここで終了させ、再度、レイアウト設計手順に解説を戻すことにする。 

 

図表３－５－１７ ＧＴコード化の例 

 

初工程 熱処理工程 塗装工程 

GT ｺｰﾄﾞ 工程パターン GT ｺｰﾄﾞ 工程パターン GT ｺｰﾄﾞ 工程パターン 

0 なし 0 なし A なし 

1 切断 1 焼もどし B 油づけ 

2 切断－手直し 2 焼入れ－焼もどし C 脱脂－塗装A 

3 切断－加工－手直し 3 ソルトバス D 脱脂－塗装B 

4 切断－加工－溶接   E 脱脂－塗装A－塗装B 

5 切断－加工－溶接   F 脱脂－特殊塗装 

 

 

手仕上げ   G 脱脂－手ぬり塗－ 

 

 

受注品の基準引当て 

    顧客名：ＭＭＣ  材料名：ＳＳ 

    仕 様：溶 接  焼入れ、焼もどし品、加工付 
    ＧＴｺｰﾄﾞ                  均Ｌ／Ｔ＝5.5日    平4 2 0 1 

受注品毎のＧＴコード登録の例〔ファイルとして登録〕 

 
工程パターン→切断－加工－溶接－焼入れ－焼もどし－脱脂－塗装Ａ－梱包－発送 

Ｌ／Ｔ日数→ 0.5   0.5  0.5   1.0      1.0      0.5    0.5    0.5   0.5 
   
ＧＴコード→     4          2        0       1 
  

自動的に工程パターンとＬ／Ｔ設定 

＝ ＝ ＝   ＝
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〔工程ＧＴを用いて付加してきた機能の例〕図表３－５－１７を題材として 

（ⅰ）物の流れを示すＧＴ： 

   この例では物流をコードで示し、同時に自動設定するための基準を設定した。 

（ⅱ）製造基準： 

   製造技術。顧客仕様等を標準化し、現場へ指示するための基準、物のつくり方の注

意点、ノウハウを指示する。 

（ⅲ）工数の基準： 

   生産計画策定時、負荷山積工程バランス検討に使用するために必要な基準、ＳＴ、

ＣＴの基準を装備する。 

筆者が実際に、ここに例示したＧＴを活用した結果、次に示す効果が得られた。 

〔ＧＴコード設定～活用効果〕 

 (ｲ)受注と同時に基準日程を用いた納期回答が顧客に迅速に出せた。 

 (ﾛ)当初より精度の高い見積書の作成がコンピューターを用いて作成出来た。 

 (ﾊ)生産対象品が決まり、現場へ作業指示する際、製造上の指示が工程毎に細かく出せた。 

 (ﾆ)生産計画策定時、自動スケジューリングシステムの基礎データが整備できた。 

 (ﾎ)標準化を利用し、多種の注文に対し、組み合わせをつくり対応できるので、新規品の

検討項目が明確になった。また、検討内容が現有の類似コード対象品と比較できるの

で、新規品を検討する際の工数軽減が図れた。 

   

④ フロム・ツウ解析 

 経路分析と、その内容の見直し～各種改善が終了すると、次のステップは物流相関分析

となる。具体的手続きとしては、フロム・ツウ分析では改善対策後の経路分析データを用

いて、工程間の移動フロム（From＝発荷工程）とツウ（To＝着荷工程）と移動量をひとつ
づつ拾い、相互間の移動内容だけを表にまとめて行く、ということを行う。図表２－５－

１８にフロム・ツウ・チャートを例示することにする。なお、本書がお手本しているミュ

ーサー博士考案の SLPでは、三角形を横型にした図表を用いてフロム・ツウ分析を行う方
式である。だが、この方式を実際に用いると、分析は可能だが逆流工程を図表上に表現で

きない。SLP ではレイアウト案の評価時に行えば良い生産活動要素である事務所や食堂、
トイレやユティリテイなど、直接、生産に関与しない対象もフロム・ツウ・チャートに加

えるという所作があるため、フロム・ツウ分析図が煩雑になるという問題があった。特に、

定量化の難しいこの種の相関要素を物流と同じ扱いにするには多くの定量化に多くの疑問

が残った。今まで納得の行く例が見つからなかったというのが筆者の正直な告白である。

そこで、本 SLIM-Ⅰにおいては、製品、リターン材、空パレットやスキット、通い箱の物
流を中心に、金型や治工具、設備などの保全や段取りのための機材など、工場で実際に発
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生し、しかも軽量可能な物流対象のみをフロム・ツウ・チャートに記載する方式とした。

まず、製品物流を最適化し、その上で、先の生産活動に関連する要素は各種レイアウト案

を評価する際に評価項目として扱う方式にした。何度トライしてもこの方が実務的だった

ので、SLPの解析と本 SLIM-Ⅰの解析は大きく変えたわけである。では、図表を基にフロ
ム・ツウ分析の方法を紹介することにする。 
 
    図表２－５－１８ フロム・ツウ・チャート 

TO 

From 

切断 加工 塗装 

A、B 
外観 手直し 検査 

梱包 
発送 

切  断 
  

 

     

加  工 
       

塗装 A･B 
       

外  観 
       

手 直 し 
       

検査･梱包 
       

発  送 
       

7,500 
2,200 
5,800 
100A 

7,500 
5,000 
2,200 
100A 

2,200
7,500
63C 

5,800
 
37D

2,200
 
16E

7,500
 
46D

5,800
 
37D

2,500
 
16E

2,200
 
14E

7,500
 
48D

2,000
 
14E

5,800
 
37D

逆 行 領 域 

順 

行 

領 

域 

100～85 A ｸﾗｽ 赤色 

84～65 B ｸﾗｽ 橙色 

65～50 C ｸﾗｽ 黄色 

50～20 D ｸﾗｽ 緑色 

20～10 E ｸﾗｽ 青色 

10 以下 F ｸﾗｽ 無色 

 

 

 

下の図表に示すように､例えば、切断工程から加工工程に 7,500個の製品が流れるとする。
このケースの場合、まず、図表の交差する欄、即ち、From:切断工程→To：加工工程の内容

を縦軸“切断”、横軸“加工”のクロスする欄に記入する。以降、加工工程（縦軸）→塗装

A,B 工程 7，500、塗装 A,B→検査・梱包、検査・梱包→発送という過程で、この製品の流れ

を記載する・・・、という記入方式で、物流の状況を全部この図表に記載する手続きが、

フロム・ツウ・チャートへのデータ記入プロセスである。 

 フロム・ツウ・チャートには先に解説の記入手順で工程相互の物流の現状把握が可能だ

が、同時に逆流工程を明確にし、対策を検討することも重要な手続きとなっている。図表

にクロスする形で線を入れたが、線の右側は逆流がない状況、破線と共に示した線の左側

に入る対象が逆流品を示す。従って、今までの物流の実態は認めるが、製品の逆流は何と

しても改善する。即ち、レイ／アウト＝製品をつくる、という考えで、製品製造の流れを

入り口から出口へスムーズ（正流）に流す対策を徹底して検討することにこの図表を活用
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の活用法である。 

 このような処理が終わったら、次に、この図表を用いて物流強度を図表上に示して行く。

このためのランク分けの例を図表の右側に記載したが、一般に５～６段階程度に分け、色

でその強度を判り易くするとよい。この物流強度のランク分けのデータはそのまま次のス

テップで物流相関図作成に活用する。以上がフロム・ツウ・チャートの作成内容と手順で

あるが、再度、簡単に手順と要点を整理し下に示しておくので参考にしていただきたい。 

 

〔フロム・ツウ・チャートへの記入手順〕 

 ①経路分析を用い、1 件ずつ（1 アイテムずつ）経路をチェックし、フロム（出発点）、

ツウ（着点）を表のタテ軸、ヨコ軸を探し、個数を表に入れてゆく。 

 ②全品入れ終わったら枠毎に合計値を収計する逆行程度の見直しをする。 

 ③表全体の各枠内で最も大きな個数収計値を 100 とし、クラス、並び、色分けする。 

 

⑤ 物流相関図の作成と解析 

 フロム・ツウ・チャートが完成したら、次に行うことは、物流強度と相関を利用し、理

想物流の追求となる。物流を目で見てわかるように示すこと、そして、いよいよ設備など

の大きさを示すカードを利用して出来るだけ理想に近いレイアウト（案）策定のため、ま

た、相異なる 3 案の作成のベースデータとするために作成する準備である。なお、物流相

関図は以下に示すステップで作成する。 

（ⅰ）丸いカードに工程名を書く。 

   各工程に面積や設備の図をつけると、理想物流検討に既成概念が入ってしまうため、

丸いカードを用いる（SLPでは○で示すのではなく、△、⇧、□、⌂など設備や福利設備

など、定められた分類記号を用いて相関図を作成するが、実際に活用してみると、○

だけで充分なので、SLIM-Ⅰでは○に統一した）。 

（ⅱ）相関度や物流強度のランクは図表２－５－１８の右端に示した、物流強度ランクを

用いて、5 本線、4 本線、・・、－本線、線を付けつる。つぎに、工程を示す○に工程

名を記載したカードを利用して図表２－５－１９のような物流相関図を作成してゆく

（大まかに図化した後、物流の方向を矢印で、また、強度を矢線の太さで示すが、こ

のステップはその準備段階を示した内容である）。 

（ⅲ）矢線式物流相関図の作成は、まず、○で示した工程は強度の強い順に並べ、強度の

高いランクに応じて近接する。次に、強度のランクの高いものから順に矢図線図を入

れ全体を仕上げる。このような解析の結果図表３－５－１９に示すような物流相関図

に仕上げる。 

（ⅳ）矢線図が完成したら物量を入れ、工程毎の入、出を計算する（チェック）。 

（ⅴ）物流相関図ができたら改善追求を図る。例えば工程を結合し、物流をまとめられな

いか？等の検討を行う。この検討は、物流相関図の段階で、出来るだけスッキリさせ
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るために行う。 

（ⅵ）将来案も図に記入し、当面適用すべき物流と将来改善すべき、または、取り組みた

い課題と物流パスを明示しておく。以上で物流検討結果として手続きを終了とする。 

図表２－５－１９のような作図においても、単に、機械的にフロム・ツウ・チャートを

図化することで満足してはいけない。物流上の問題が先の分析より、より明確になるわけ

だから、ここでも改善を検討すべきである。このため、この例においては、外観検査を 2
分割することにより、錯綜する物流（流れのムダを）改善させた例を示した。このように

○で示した工程グループを基に物流最適化を考えることも物流相関図作成後の重要な手続

きである。 

 

  図表２－５－１９ 物流相関図の記入例（一部改善を加えている状況） 

外 
観 

 
切断 

 
加工 

塗装 
A、B

 
外観 

 
手直
し 

検査

梱包 

 
発送 

 
加工 

 外 
 観 

塗装 
A、B

 
手直
し 

検査

梱包 

 
発送 

（例）外観工程を塗装前と

手直し後に行なっ

た場合 

 
改善 

 
切断 

 
 
このような検討が全て終了すると、いよいよ後のステップでは経路分析を活用し、必要

設備台数、必要人数などを算出し、物流相関図を基としたＩ、Ｌ．Ｕ字、3つの異なるレイ
アウト策定～評価検討に入る。なお、この意味でも、この物流相関図作成ステップでは理

想物流追求を充分に行う必要がある。 
  
⑥ 負荷山積解析／能力計算による必要設備台数・人員の設定 
物流面の理想モデルが出来上がると、ここまでの計算結果（モデル）を利用して具体的

レイアウトの設計となる。だが、その前に必要設備台数（能力）と人手作業が必要な工程
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においては必要人員（要員）の配置の必要になる。また、工程間の負荷、能力がバランス

していないと、ネック工程が発生し、スムーズな物流にはならない。そこで、先の経路分

析データを用いて負荷山積／能力解析（山崩し対策）を行う手続きに入る。では、図表２

－５－２０を用いた解析を行う。では、この図表の内容を解説することにする。 

 まず、各工程の設備、作業の負荷計算について解説するが、この計算は、先の図表２－

５－１５を用い、工程毎の生産アイテム毎に個数×アイテム毎のＳＴ（時間／個）（又はＣ

Ｔ）の総計値によって計算する。例えば、切断工程においては製品Ａの負荷時間＝生産数 1，

500（個／月）×ＳＴ：10（分／個）＝15，000 分となるが、製品Ａ～Ｎの合計 1,848（Hr/

月）のように計算する。これが、切断工程の総工数である。つぎに、ここで、この負荷時

間に対し、能力の計算は、例えば、稼動が 23 日／月、作業時間：1日 7.5Hr×2 シフト、稼

働率を 85％と仮定すると、1工程単位の能力は生産日数（23 日/月）×7.5（時間/シフト）

×2（シフト/日）×0.85（稼働率）＝293.25Hr／月が能力と計算する。この場合、もし切

断工程の設備を 7 台設置とすると 293.25×7 台＝2,053（Hr/月）となり、負荷時間÷能力

＝1,848÷2,053＝90.0％の負荷率となる。以下、同じ計算方法で各工程の必要設備台数や

投入人員を計算する。 

 

図表２－５－２０ 負荷山積み／能力値比較による工程バランスの検討例 

 

 

製品名 
生産月 

(個／月) 

切断 加工 塗装 

(含外観)

手直し 

(含外観)

検査 

梱包 

発送 
備  考 

Ａ 1,500 15,000 12,000 12,000 7,500 15,000 6,000 

Ｓ 750 7,500 6,000 6,000 4,000 8,200 7,500 

Ｋ 600 3,000 6,000 8,900 6,540 4,500 3,200 

Ｅ 850 9,350 5,100 8,500 4,250 6,800 6,800 

Ｆ 1,200 8,400 7,200 6,000 4,800 9,600 9,600 

Ｇ 580 3,480 3,480 5,220 2,900 3,480 4,060 

        

 Ｎ 

  

①合計 

 

100,000 

個／月 

・・ 

1,848 

Hr／月 

 

1,470 

Hr／月 

 

1,000 

Hr／月 

 

1,477 

Hr／月 

 

1,800 

Hr／月 

 

1,300 

Hr／月 

②設備又は人員 

能力は Hr／月で示す 

7 台 

(2,053) 

5 台 

(1,466)

4 台 

(1,173)

5 人 

(1,466)

7 人 

(2,053)

4 人 

(1,173) 

③負荷率＝①÷②  
90％  

100％ 

 
85％  

101％ 

 
87％  

111％ 

・物流は改善後を対

象とする 

・塗装Ａ、Ｂ2回通

るものは 

{ST(A)＋ST(B)}

× 

個数で算定して

いる 

 

検査＋梱包＋発送

は人員を統合 

3100Hr／月÷ 

3226Hr／月≒96％ 

で対応する 

 

5分／個×1500個／月＝7500分／月 

負荷オーバー ネック工程として残るもの 
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以上、状況で計算した結果を最下端の欄（③の負荷率）として記載した。なお、この例

では、最終工程である発送工程が負荷率 111％であり、能力をオーバーしている。そこで対

策となるが、人員増加もひとつの対策ではあるが、もし、ここで、先のラインバランス対

策で学んだ、応援・多能化を図れば、検査、梱包＋発送という工程間の人的応援により 96％

の負荷率となり、人員の増加は必要ないという結果となる。なお、加工、手直しは、今は

ネック工程になる心配はないが、製品構成や稼働率低下などでネック工程になる危険が潜

んでいる。このような場合、加工工程に対しては、設備稼働率 85％を 90％に改善する対策

をレイアウト改善に平行して進める必要がある。もし、この対策が進めば、能力値 293.25

（Hr／月）→310.5（Hr／月・台）、加工機を 5台投入すれば 1,553Hr／月となり、ネック工

程は解除される。更に、負荷山積み/能力解析データを見て、手直し工程は手直し作業自体

を無くす技術改善をする。その他の工程も、稼動率や作業スピード、人の作業手順などを

見直し改善する。以上、この図表を用いて、最終投入設備数や投入人員を設定する。 

 なお、以上のような解析は全てモデルとして定めた値（一般には平均値）を用いて行う。

要は、この標準を基に､多少の余裕を配慮しつつ、新レイアウトに投入する必要設備台数と

人員配置を算定するわけである。だが、実際の生産時に発生する問題と、各種変動する要

素の影響を定量的につかむためには、後述のコンピューターによるシミュレーションの活

用が必要になる。操業時に各種要素がからみ変化する状況までは手計算で把握できないか

らである。なお、シミュレーション結果は手計算の結果を用い評価する必要がある。また、

その種の検討に対して参考にしていただきたい検討内容を例示しておくことにする。 

〔設備台数検討に当たっての検討事項要領〕 

（ⅰ）ネック工程の数は出来るだけ少ない方が良い。このためには費用のかからない工程

より順に、設備、人員の増等を考えてゆく。 

（ⅱ）前工程の負荷率を高くし、後工程を低くするライン構成が組めれば、後工程の物流

が楽になり、後工程引き取り方式の運営が容易になる。 

（ⅲ）技術改善、ＳＴの改善は負荷山積分析をもとに目標値を決める。このためには、歩

留り、ＳＴ、稼働率といった内容を要素と考え、ハンドシミュレーションにより改善

ターゲットを算出する。設備投資を行う前（レイアウトを具体化する前）に担当を決

め、対策を済ませておくことが大切である。 

（ⅲ）の対策例を示すことにする。その内容を図表２－５－２１に示すが、これは、ある

工場でレイアウト新設前に実施したハンドシミュレーションの一例である。新レイアウト

には従来の生産ラインから使用中の加工設備の多くを移設する内容が含まれていた。設備

購入費低減と共に、移設台数減は目的であり、このためには、設備稼働率の飛躍的向上が

必要であった。目標（設置面積上の制約）は 65 台であり、現在の 77 台ある設備稼働率の
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稼働率の実態を調査し、対象を定めて稼働率向上対策に入った。各種対策の結果、レイア

ウト改善前に稼働率向上成果が出て、原価改善に大きな成果を得た。なお、ここで得た資

金が新ラインへ投入できたことが、現場参画で行った取り組みが新ラインの事前検討・現

場参画という成果を生み、目に見にくい多くの改善や従業員の志気効用、技術的問題の解

決に役立った。ここでは、当然のことのように計画通りに改善が進み、加工設備 65 台は、

新ライン設置当初から高い生産性で生産立ち上げが図れた。以来、筆者は工場移転に伴う

新ラインの検討に当たって、必ず、この解析方法を活用してきた。 

以上、計算図表のとしては何の変哲もない内容だが、レイアウトを実現する上で、この

ような活用の意義は大きいので、ここに体験談のひとつとして紹介した。 

 

図表２－５－２１ シミュレーションにより得た、改善ターゲット設定の例 

（加工ラインを例とする） 

 

要 

 

求 

スペース上加工ラインに 65 台以上の設備しか配列できないという制約がある。 

加えて、設備購入の費用削減を図りたい。現状同種のラインがあるが、 

平均設備稼働率 65％の状況 

現状 77 台×0.65＝50 台（能力 100％設備） 

  50 台×（0.85／0.65）＝65 台となるため 

  設備稼働率 65％を 85％に向上させたもののみ移設する。 

現状のライン〔移設前の状況〕稼働率の状況 

不 稼 動 内 容 
ライン

名 

稼働率 

Total チョコ停 管理的停

止 

故 障 段取替 刃物交換 不良対策 材料待ち

Aライン 65％ 22％ 7％ 3％ 0.5％ 2％ 0.1％ 0.1％ 

B ライン 67％ 16％ 8％ 2％ 0.5％ 1％ 0.5％ 5.0％ 

C ライン 64％ 16％ 9％ 3％ 1.0％ 2.5％ 2.0％ 2.5％ 

平 均 65％ 18％ 8％ 2.5％ 0.7％ 2％ 1.5％ 2.5％ 

〔対策〕 

  ターゲット 85％－65％≒20％の対策を次の方針で対策する 

   ①サイクルタイムの向上                        5％ 

   ②チョコ停対策、要因分析、チェックシート→改善            10％ 

   ③朝礼、清掃等により管理的停止を方法改善する             3％ 

   ④材料待ちは JIT を行い対策する                    2％ 

 

                    低減目標合計値                20％ 
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（ﾁ）基本レイアウト策定と具体策の選定 
 理想物流モデルが整い、各工程の設備台数と投入人員（要員）が決まると、今度は、い

よいよ設備の大きさを決めレイアウト設計の具値案作成に入る段階となる。いよいよ相異

なる 3案の作成し、比較検討する段階である。では、その要点を解説することにする。 

① Ｉ、Ｌ、Ｕを基とした相異なるレイアウト３案の策定～評価 

 レイアウト策定は概略的な異なる 3案を作成し、比較検討することから検討を開始する。

手順は以下に示す通りである。 

（ⅰ）全く相反すると考える様なレイアウトを 3案創出する。 

   この 3 案は実現する事が目的でなく、後のステップで必要となる要素を払うための

ものである。従って、その概略を制約なしで策定、図化することが大切である。（Ｉ、

Ｌ、Ｕの基本レイアウトの考えを基として創案する）。 

（ⅱ）3案を相互に比較検討する評価基準を決める。 

この段階は、粗い案の評価なので、ここでは図表２－５－２２に例示した利点、欠

点法比較を用いて 3 案を比較する。なお、この最、事前に作成した評価基準を利用し

て行う。 

 

図表2-5-22　利点欠点表によるレイアウト３案比較のイメージ

１，メッキ炉増加の必要が生じた時

　　４設備１組の効率良い形態が

　　取りにくい。追加設備の設置も

　　柔軟性がない。

２，ＳＢとメッキ、メッキと加工を円形
　の物流ラインで結ぶため物流が

　錯綜したり、何らかのトラブルが

　あると、全ラインに影響が出る。

１，メッキ工程は重要管理工程であ
　るがU→Ｏ型ラインで囲うレイアウ
　ト方式が採れるため、集中管理が

　容易となる。

２，メッキ～加工間で充分なスペー　
　スが取れる。

３，ＳＢ工程も充分なスペースが取　
　れる。

Ｕ型

①メッキ４設備をグループ化配置

②その他、I型に似た物流提供を計画

１，発送場が少し狭くなる。

２，多工程持ちのための人材確保　
　　教育が問題

３，・・・・・・・・

１，ＳＢとメッキを多工程持ちできる

　ので、省力や人材活用のフレキシ
　ブル化、品質問題のフィードバック
　が早い。

２，無人搬送車の適用が可能なレイ
　アウトであり、物流管理のフレキシ
　ブル化が図れる。・・・・など

Ｉ型

特徴：

①メッキとＳＢ直結式、　②メッキ～

　加工～発送へＡＧＶ適用

１，コンベアシステムは安価だが、　
　管理を確実にしないと材料の混

　流が発生する危険性が高い。

２，ＳＢの出口は物流が集中するの
　で、管理が大変である。

３，コンベアシステム適用の場合、

　フォークリフトが通れない。・・・

１，工程毎に管理グループが区分で
　きるので管理の集中化が　図れる。

２，メッキ炉が直線的なのでメッキ槽
　の段取りが容易である。

３，コンベア搬送は各種工程の製品
　が相互利用できるので、安価にな
　る可能性が高い。・・・・・など

Ｌ型　　　　　　　ショットブラスト：ＳＢ
メ
ッ　　　　　　　　　　加工　表面処理
キ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送
特徴
①、ＳＢが横一列　②メッキが横一列
③コンベアで工程間をつなぐ

　　　　　　欠　　　点　　　　　　利　　　点　レイアウト（案）とその概要

 
 

（ⅲ）3案を比較検討し、その結果、具体的に実施できそうな案を抽出する。 

なお、出来る限り､他の案の良い点を抽出案に生かして、欠点の除去や軽減対策に利

用する。 

（ⅳ）案の詳細評価基準の作成と、評価表の準備 
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抽出案を基に、更に詳細案を評価する評価項目を設定し、図表２－４－２３のよう

な得点を用いた評価表を用意する。 

 

図表2-5-23　得点比較法を用いたレイアウトの評価法のレイ

【注釈】　A項目：MUST項目（Ｇｏ－Ｎｏ評価）、　Ｂ項目：Ｈｉｇｈ　Ｗａｎｔ　項目（項目＋ウエイトと横の項目比較）で得点化
　　　　　　Ｃ項目：希望がある、という程度の評価項目

C案B案　A案　　　　　　　レイアウト案

　評価区分と項目

Ａ：3点◎、Ｂ：8点
Ｃ：3点
　ＪＩＴ性一番良い

Ａ：3点◎、Ｂ：9点
Ｃ：1点
採用将来性より金と

時間がかかるが採用

Ａ：5点◎、Ｂ：7点
Ｃ：1点
安価で変更日も安い

将来性少ない

　　　

　　　最終・抽出検討

○C　2区分
◎C　3名やり易い
　　　・・・・・・

　　　　・・・・

△C　3区分になる
○C　同種のものまとめる
　　　・・・・・・

　　　　・・・・・

○C　2区分
△C　多能工化必要
　　・・・・

　　・・・・

1.職場管理性
2.目で見る管理と
　連絡応援性

３　・・・・

Ｃ
項
目

◎B　ＪＩＴ性高い
○B　この製品のみ拡張可
◎B　3.5名
○B　一部問題ありｸﾚｰﾝ要
△B　設備×変更要
◎B　Ｑ暗に同じ

◎B品質のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ重視
◎B　ライン追加可能
○B　4名
◎B　外側より可能
△B　設備×変更要
◎B　外側、作業側より可

◎B　生産性重視
△B　余地少ない
○B　4名
◎B　外側より可能
○B　比較的少ない
○B　Ａ設備工夫要

1.方針に合う
2.空ｽﾍﾟｰｽ有効利用
3.人員
4.受取性
5.移設の困難性
6.PM性
７　・・・・・・

Ｂ
項
目

△A　210M￥
○A　27％
◎A 　9日

○A　220M￥
◎A　30％
△A　12日

◎A　180M￥
○A　26％
◎A　10日以内

1.投資金額200M￥以下
2.投資利益率25％以上
3.期間連休10日以内

A
項
目

 
 

（ⅴ）評価項目に従って、(ⅱ)で抽出した案を基により具体性の高い 3案を創出する。 

（ⅵ）最も良いと考えられる一案を選定する。 

他の案に比較して、欠点を明示し、改良を図る。 

（ⅶ）(ⅲ)～（ⅵ）の過程を繰り返し、より詳細な選定レイアウト案とする。 

以上によりレイアウト基本案がまとまったら、個々の工程のユニットを抽出し、物流、

設備配置、人の仕事のし易さ、メンテナンスや段取り、管理のやり易さを評価項目に、ユ

ニット毎に、実施へ向ける最適ユニットをつくる手順に移る。 

なお、その種の検討が終了したら、いよいよ建屋、設備配置、メンテナンスや異常時の

対処を配慮し、これら全体とのバランスを考え、全体と個々のユニットに相互の調整を図

り、最終図とする。また、この段階では何度も書き直しが生ずるので CADのような手段を
利用すると、変更時の対処が早い。以上が基本レイアウト作成の手順である。ユニット毎

の比較検討・評価表は後述するが、ほぼ同種の評価方法を必要に応じて活用すればよい。

ただ、先の 2つの評価法に対して、より詳細な評価項目と共に評価する。要は、マクロなレ

イアウトで最良と考えられるものを相異なる 3 案から選定する。つぎに抽出した案を基に

セミ・マクロな案だが、実態に近い相異なるスケルトン案を 3 案作成する。そのようにし

て抽出された案を実施適用案とする。ここまで進んだ段階で、この最終案を基に、今度は、

更に詳細を決め、決定案を各ユニットに分け、ユニット毎に同じ考えで数案つくり比較検
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討しながら最良ユニット案を抽出し、先の実施適用案と各最良ユニット案を融合させ、最

終実施案に仕上げて行く。 

②レイアウト評価基準となる項目の例 

話は前後するが、各種レイアウト案やユニット案を抽出する際、そこには必ず評価基準

が必要である。そこで、評価基準と、その取り扱いについて解説することにする。 

まず、取り扱いであるが、一般に行われる意思決定の方法は「欠点が少ない案を抽出す

る。その後、リスクとなりそうな項目を挙げ対策する。」という方式がある。だが、ここで

注意すべきことは、先に示した利点/欠点法、得点を利用する方式など、どのような方式を

用いても、抽出する案の抽出決定は決定者に任されるという点である。例えば、人によっ

て意思決定の形態は異なる。例えば、あえて問題は多いが、将来性や企業文化や何らかの

思想などで、得点は低く、リスクも多いが、リスク対策を充分行いつつ、あえて得点の低

い案を抽出する例もある。案の選択に是非はない。要は、案の抽出は機械的に行わず、い

ろいろな面から検討して、最終的には人が決定すべきである。では、以下にレイアウト評

価の際に用いる主な評価項目を紹介することにする。 

〔利点、欠点の比較項目の例〕…欠点を主として記載 

 (ｲ)コスト面の項目 
  ・費用がかかる（初期投資、ランニングコスト、設備の移設） 
  ・将来の拡張に二重投資となる。又、余地が少ない。 
  ・変更が難しい。 
 (ﾛ)設備面 
  ・段取りがやりにくい。 
  ・ＰＭがやり難い（保全のためのスペースがない）。 
  ・安全上問題が多い。 
  ・振動、化学変化、湿気、ゴミ等の関連により、設備が近接できない。 
  ・建屋の柱、ピット等との干渉がある。 
 (ﾊ)物流面 
  ・物流が交差、干渉する。 
  ・リターン材処理、空パレット、スキットのもどしに不具合がある。 
  ・特殊な搬送が必要。フォークが通り難い。 
  ・将来の物流無人化の余地が無い。 
  ・異常時に逃げがない。 
 (ﾆ)人的な面 
  ・作業性が悪い。応援がし難い。机等を置く余地がない。 
  ・自動化の余地が少ない。 
  ・管理、連絡面から支障が多い。 
  ・安全通路と離れている。離れ小島の様な作業形態を取っている。 
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  ・自動化がやり難い。  
  ・環境的に良くない。 
 (ﾎ)管理面 
  ・作業状況の把握、連絡がし難い。コンピューター化の時支障が多い。 
 (ﾍ)敷地活用 
  ・スペースの有効活用ができない。 
 
〔評点式評価法による項目の例〕 
 (ｲ)最重要項目（絶対必要項目）…Ａ項目 
  ・投資メリットを満足すること 
  ・柱、ピットを満足する事。 
  ・期限までに工事が完了する事。 
 (ﾛ)要求度が高い項目…Ｂ項目 
  ・作業性が良く、省力化が将来図れること。 
  ・物流、人の動きがスッキリしていること、空パレット等の返し容易なこと。 
  ・段取り替、ＰＭ、治具交換がやり易い事。 
  ・管理がやり易い事（ＪＩＴ他）。 
  ・移設等の費用が安く、工事等が容易なこと。 
  ・空スペースの有効活用が図り易いこと、多いこと。 
  ・不良等の発生が少なく、フィードバックが早くできる事。 
  ・安全、環境面で効果的なこと。 
  ・二重投資にならないこと。 
  ・設備故障等のトラブル発生時にバッファの余地がある事。 
  ・企業方針に合っていること。 
  ・製品変更に対する拡張余地が大きいこと。 
 (ﾊ)「有れば便利」と言った付加的内容（希望項目）…Ｃ項目 
  ・職場区分、管理体制に合っていること。 
  ・現状からの変更、将来変更があった場合の移行がやり易いこと。 
  ・目で見る管理、ミーティング場所が解り易いこと。 
  ・エネルギーの再利用、有効活用が図れること。 
  ・工場見学時、通路が確保されていること、イメージアップにつながること。 
   など 
③ 選定案のリスク対策 
 このようにして抽出された案にも、一般的には、必ず何らかの欠点が残る。そこで、先

に解説したリスク対策を活用し、図表２－５－２４のように行う。まず、リスクと考えら

れる項目と理由を挙げる。その後、［発生可能性：Ｐ(Probability)］×［事が起きた時の重
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大性：Ｓ(Seriousness)］＝リスクを５点法で評価する。その後、予防策と緊急時対策を考
え、実現性と実施容易性を判別する。この評価にも５点法を利用する。また、最終的には、

Ｐ×Ｓの点数が低下するまで行い、実施に移すものは移しリスク対策につなげる、という

内容が『予防対策』の進め方である。なお、『緊急時対策』は事が起きるまで対策を発動で

きないので、この種の内容は、担当者を決め、問題のきざしが起きた時、すばやく大火に

ならない段階（小火程度）で手を打ち、問題の軽減化を早急に図る準備とする。以上が、

リスク対策の全体である。この手法は、新レイアウト案の評価検討対策だけでなく、マー

ケティング対策や新製品立ち上げ時の対策などに同じ方式で活用可能な手法であるが、新

レイアウトの実現～運営スムーズ化に当たり活用すべき手法であることは言うまでもない。 
 

図表2-5-24　抽出案のリスク対策

【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

ﾘｽｸ分析
の様式例

予防策と評価　　緊急時策と評価　　Act.SP考え得る
原因

リスク

の項目

PPAの記入様式の例

テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する

対策を検討・記載する

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

 
 
では、レイアウト設計時にリスクとなる主項目を下に例示しておくので、ご参考願いたい。 
〔欠点除去法に使用される項目の例〕…人、金、技術、時間、スペースの追加を行う。 
 ①製品アイテムが変更した時の対処が必要。 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ化を 

図る対応  ②製造方式変更、追加、変更の際のフレキシビリティがない。 
 ③生産量が低下した時、他工程（他のライン）で生産しているものを投入できるか否か

疑問。→同情の対応を追加する。 
 ④設備故障時に、全ラインストップしてしまう等の影響。 
  バイパスの必要性が検討されていない。→バイパスを設ける。 
 ⑤新製品、初物品、試作品を投入した時、歩留等が計画より多く、払い出しに支障をき

たす。→同上の対策 
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 ⑥手直し等が発生した時、人が入り作業する余地がない。→バイパス等 
 ⑦ロボット化等を考えた時のスペースが無い。→事前に余地を確保する。 
 ⑧工事の時の干渉、安全性、機器、人材の確保が必要。 
 ⑨現場のレベルが充分でなく、新しい高級設備を使いこなせない。→教育の先行 
 ⑩外注化と比較し、メリットが少ない。→再度原価低減 
 ⑪1個流し、ＪＩＴ対応という手法に対し、準備、経験が少ない。 
 ⑫コンピューター化を図っても、現場のレベル、問題対策項目が多く、実現に時間がか

かる。 
  等々→⑪、⑫はコンピューター導入前に人海戦術でシミュレーションを行う。 
 
④ ユニット毎の詳細レイアウト検討～最終レイアウト図化 
 レイアウト全体の形が決まり、リスク対策が終了すると、今度は、その部分を構成する

ユニット毎の最適レイアウト作成に入る。この段階は、既にレイアウトの概要は決まって

いて、各ユニットを詳細にして行く段階であり、この内容は、例えば製品設計に例えるな

らば、全体設計は終了し、各ユニットや部品設計に展開して行く内容である。そこで、図

表２－５－２５のように評価表を準備し、縦軸に案を入れ、横軸に以下に示すような評価

基準を書き最良案の案出～抽出を行う。評価内容と抽出案のリスクは先に紹介したレイア

ウト評価過程と全く同じである。特徴的な点は、その現場で仕事を始める方々を巻き込み、

例えば、模擬レイアウトを作成して、実際に選定されたユニットで仮想作業を行いつつ、

問題を挙げ対策を図る方式を活用すべき点にある。この種の対策をパントマイム改善検討

法というが、そのイメージを図表２－５－２６に例示するので参考にしていただきたい。 
〔ユニット毎に区分した（小）レイアウト工程の評価項目例〕 
 ①投資額 
 ②技術レベルと技術の達成の容易性 
 ③現在からの変更容易性 
 ④制約条件 
 ⑤段取り替の容易性 
 ⑥保全性（故障時の対応と、日常点検のし易さ） 
 ⑦故障が少ないこと、設備の信頼性が高いこと 
 ⑧故障時の対応容易性、バイパス性が有ること 
 ⑨作業時の操作性、疲れの少なさが考慮されていること 
 ⑩前後工程とのつなぎ容易性が高いこと 
 ⑪容器等の交換性 
 ⑫品質面、不良率、フィードバック、ポカヨケ設置等 
 ⑬安全性 
 ⑭環境性 
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 ⑮スペースの有効活用性 
 ⑯将来の発展性、フレキシビリティ、自動化のやり易さ 
 ⑰工場方針との適合性、等々 
 
 
図表２－５－２５ プレス工程を例としたユニット工程案と、その評価技法適用例 
ユニットレイアウト 評価ポイント 評価 

構  成 特  徴 経済性 ･検査員 技術ﾚﾍﾞﾙ  

 

・金型を裏より投入 

 する様にした 

・パレットは作業者 

 位置へ引き込み 

 360°回転させる 

 

 

･変更費 

 10M￥ 

･360° 

 回転台 

 必要 

 

 ○ 

･検査員 

との連 

絡良い 

･作業場 

所が狭 

い 

 △ 

･問題 

なし 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

  × 

 

 

・コンベアを設置 

 材料を検査後パ

レットへ自動投

入 

・プレスの裏側へ 

 材料を出し検査

台へ運ぶ 

 

･ｺﾝﾍﾞｱ 

2本 

･360° 

回転台 

 15M￥  

 

 

 △ 

･作業性 

 良い 

･ｽﾍﾟｰｽ 

 性良い 

 

 

 

 ○ 

・可能性 

 あり 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 

 

 

・少パレットへ材料

を移しプレスす

る（吊り式） 

・段取台車と検査台

 を兼用 

 

 

 

 

 

･現状か 

 らの変 

 更少な 

 い 

･小改善 

 による 

 工夫で 

 対応 

 5M￥ 

 ○ 

･少し悪 

いが、 

 応援し 

 合い対 

 応 

 

 

 

 

 ○ 

・問題 
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図表2-5-26-①　パントマイム改善の実施要領　　　　

材料置き場

工
程
Ａ

工程B 工
程
Ｃ

工
程
D

製品置き場

１個流しも
よく見ると

改善のポイント

１，体を動かし○◇→▽を検討

２，ﾋﾞﾃﾞｵで客観評価
　何度も見る､ｽﾛｰで解析・・・

３，改善案を段ボール、机で
　作成、模擬レイアウトで改善　

工程A+B
工
程
Ｂ
＋
Ｃ

製品

材
料

　パントマイム改善の実施に当たっては、現場に近い模型を机や段ボールでつくり、仮想空間で、
作業しながらﾋﾞﾃﾞｵで撮りつつ作業を行いつつ改善を図る方式である。この手法はスピード改善
一例だが、紙と鉛筆による方法の５倍も早く、新レイアウト設計時に活用すれば、スクラップ・アンド・
ビルド方式で実務的なレイアウトの実現が図れるので有効である。

ｶﾒﾗやﾋﾞﾃﾞｵで仕事を
見直すと、案外、時間が
かかり、ムダが多い
改善せねば！

 
 

図表2-5-26-②　電気部品組立工程レイアウト改善追求例
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（ﾘ）条件の図化（製造技術、レイアウト、作業方法、管理の自動化） 
 新レイアウト案が検討され、実施案が抽出される段階に入ると、いよいよ専門部門が図

面化する手続きに入る。この段階に入ると、各社とも多くの経験も情報をお持ちなので、

本書より割愛させていただくことにする。なお、これに平行し、製造部門に関与する方々

は、生産の立ち上げ準備対策上、標準化対策と、ここまでに検討してきた内容を一覧表に

まとめ、新製品や新レイアウトの立ち上げの準備を図る必要がある。そこで、本書では、

その種の内容をここに紹介することにする。 
 
① 標準作業の明示 
  標準作業には下の２種類の標準化がある。 
  （ｲ）物をつくるノウハウを示した標準……技術標準 
      温度、スピード（処理時間）、成分配合、などものづくりに関する物理量と評価

基準を明らかにして、管理・制御方法を決め、製品実現を図る対策。 
  （ﾛ）物をつくる手順、技術標準を駆使してプロセスを示した標準……プロセス標準 
      工程分析記号と共に記載した標準書を基に、効率よく、技術標準を問題なく具

体化させる手順を決め、指示徹底する内容。 
 この種の内容は、各工程で検討され、現場では、既に、新レイアウトで適用前に作業内容

のシミュレーション（パントマイムの様な様式で）を進め、その内容を標準化することが重

要である。なお、(ｲ)の技術標準は工程全体として不良を発生させないものづくりを示し、
ISO9001などで提唱する「不良を発生させない品質実現を保証する。」内容を明確にする必
要がある。このため、製造プロセスにおいては、筆者達がＮ－ＴＺＤ（Total Zero Defect ）
研究会で作成した図表２－５－２７に示すような『品質保証実態図』をご利用願いたい。

読者の皆様には、最初から不良を発生させないレイアウト・プロセスの構築という面から、

是非、適用をお奨するわけである。では、簡単に解説しておくことにする。この図表はもの

づくりのキーファクターを物理量で押さえ制御する目的で作成するものである。ここでは、

品質管理のための評価技術と物理量、更には、もし、異常を感知したらヒヤット（ニヤーミ

ス）の段階で、不良になる前に兆しとなる内容をQTAT(Quick Turn Around Time)方式を運
用して問題発生を未然に防ぐ趣旨で作成する。なお、製造技術の詳細は各社の極秘に属する

ので、ここには記載を省略するが、この図表の利用により、ものづくりのメカニズムを判り

易く明示しておく対策である。この品質保証実態図は既に数社で適用され、不良ゼロを継続

するという成果を既に得ている手法である。かつて、この種の対策にはＱＣ工程図の活用が

盛んだった。だが、この種の手法は書類づくりが目的となり、実際の品質対策の場では活用

する例が少なかった。このような問題を解決する対策として生まれた『品質保証実態図』で

あるが、レイアウト設計においても、ものづくりのキーファクターを確実に押さえ、不良を

最初から出さない仕組みづくりの一助として活用を願いたい（なお、本件の案内はＵＲＬ：

http://home.catv.ne.jp/dd/aqcdltdr（更なる詳細は既に販売中の第２期Ｎ－ＴＺＤ報告書を
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ご参考願いたい。） 
次に、図表２－４－２８を用いて、各プロセスにおける作業標準の適用方法を簡単に解

説することにする。 
 

　図表2-5-27　品質保証実態図の記載例　　　
成型工程の例

金型

製品

金型精度○○以内
塗型厚さ（均一性）
　○○ミクロン
金型温度・ｻｲｸﾙ
　標準書○○
・・・・・・
・・・・・・・
ｷｭｰｲﾝｸﾞ時間○○

的を得た

物理的条件

を完備して

いるか？

塗装工程の例

塗装ガンのパターン
タンク圧力○○±◇
距離○○ｃｍ
塗料粘度○○
塗料温度○○
・・・・・・
・・・・・
塗装ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　品質保証実態図はものづくりのキーファクターを図と物理量で示す方式である。例はプラスチック部品生産ライン
がだ、成型工程における成型原理と管理ﾎﾟｲﾝﾄは図に示すようになる。また、もうひとつの工程である塗装工程の
管理ﾎﾟｲﾝﾄは右上のようになる。本来はもっと詳しいノウハウを示すべきだが、極秘事項になるので、要点のみを
イメージとして示した。

材料

製品
ＱＴＡＴ

評価技術 製造工程

最終品質保証

プラスチック
部品生産

ラインの例

 
 

　図表2-5-28　プロセス標準の適用法
　　　　　　　　　　　　　　　『JIT標準化』対策のｲﾒｰｼﾞ
登録された標準書

実
務
的
に
そ
ぐ
わ
な
い　
　

書
庫
型
標
準
書
管
理

ﾜﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ
標準化

頭上、机など
作業現場から
離れた位置に
掲げた標準化

JIT標準

重要事項3点を
常に視野の中に
入れ作業時に
確認！しつつ作業
　　　遂行

標準書

重点部を
　抽出～活用
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 プロセス標準は技術標準を具体的に活用し、正しい作業のもと、製品実現を図る対策を

進める手法である。標準化とは、立派な図書館のための書類整備でもなければ、形式的ワ

ンペーパー「目で見る標準化」と言われる標準化ではない。後者の場合を例にとると、製

造現場において、判で押したように、多くの会社で、頭の上、目の届かないところや机上

に作業標準書をかかげている例を見かけることがある。だが、標準書は作業するポイント

を記載したものであるから、作業する目前、視野内に置くべきである。見せかけの標準化

は新製品や新ライン、新しい仕事の着手には不向きである。このような考えで、皆様には、

是非、「必要な所へ必要な情報を必要なだけ提供する」という『JIT 標準』方式の活用を御
願いしたい。その理由は、一般に、作業手順は作業着手前に訓練して身につけるものであ

り、丁度、自動車の運転で免許取得前にマニュアルとビデオ、教員の指導で修得に努力す

る姿に似ている。現場でも、仕事を担当する者は、このような訓練の後、関係者は免許皆

伝となり、現場作業に入る。だが、筆者を含め、人には“忘れる”という欠点がある。そ

こで、重要なポイントはチェックポイントとして定め、視野の範囲に入れ、時々は、指差

確認で間違えなく作業手順の重要ポイントを押さえつつ作業することが必要である。この

ためには、図表に示した『JIT標準』が有効である。また、この内容は、電鉄を運転するベ
テランの運転手が行っている内容と全く同じである。要は、プロになっても、「上手の手か

ら水」という言葉がある。ベテランになっても人は注意点を忘れることがある。そこで、

視野に必要な情報を必要なだけ 3 点以内で、作業者が自ら示し、標準化の内容を現地で実
際、仕事中で活用する方式を用いる方式を運用して行くわけである。 
 
② 新しい設備・作業構成（改善検討後）の効果算定 
 レイアウトに当たって、図表２－２－１５で、目算、という形で設備投資計画書におけ

るマクロな効果算定を行ってきた。しかし、ここまでレイアウトの検討計画が具体化する

と、その内容は、より具体的になり、効果の算定内容が詳細、かつ、多くの与件も具体的

につめられてきたので、この段階で、図表２－５－２９の様に各工程、要素毎に対策内容

と、その効果を全体と個々の関連で判るようにまとめるとよい。また、この内容は、最終

的な改善内容の一覧表であり、以降、新レイアウト具体化～成果フォロー時に重要な（改

善）目標値／実績対比の資料になる。 
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図表２－５－２９ 改善効果取りまとめ表（詳細検討の一例） 
 

No. 工 程 現 状 レ ベ ル 改 善 内 容 効  果 

1 切 断 3直×2名＝6名 ・段取改善 1人 2台持ち化 

  3直×1名＝3名 

 

△3名 

2 

 

加 工 (1)3直×2名＝6名 

(2)歩留内訳 78％  

 (ｲ)キズ     5% 

 (ﾛ)寸法不良     3% 

 (ﾊ)段取り時のﾛｽ 3% 

 

(3)設備稼働率 68％ 

 (ｲ)チョコ停 20％ 

 (ﾛ)段取替  10％ 

 

・設備稼働率向上 

   57.1％→80％ 

・負荷率 1.5倍への対応 

 ①1部の製品を NC機へ移行 

   1.5倍→1.15倍 

②製品歩留の向上 78％→85.5％ 

 

 
 ③設備稼働率 68％→85％に向上 

  
 

 

 

 

 

 

人員 

現状のまま 

歩留 7％向上 

 

効果合計 

 

(1)人員   65名 

(2)総歩留  45％ 

(3)仕掛  2500個 

(4)外注   5M￥／月 

 

 

 

   47名 

   47％ 

   800個 

   3M￥／月 

 

△18名 

 2％向上 

△1700個 

△2M￥／個 

 

1.15× ＝84％   
0.68 
0.85 

1.15×   ＝1.055倍 
78％ 
85％ 

32％ 

22  ％

… 

 

費

… 
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（ﾇ） シミュレーション手法の応用による検討 
ここまでの検討でレイアウトの詳細が決まり、平均値計算ではあるが、一応、生産量の

変動、設備の故障や、不良発生時に伴うトラブルが出た時の状況の想定と対策もマクロ的

であるが対策案の検討を行ってきた。しかし、ハンドシミュレーションには限界があり、

操業した時にどの様な問題が発生するか迄の想定は難しい。このため、今迄に用いたデー

タをコンピュータへ投入して創業時のシミュレーションを実施することをお奨めしたい。

すなわち、この目的は、操業時の模擬試験を行ない、新レイアウトの成立条件の確認や問

題を事前につかみ対策し、新レイアウトを、より問題のない姿に仕上げて行くため行う対

策である。要は、事が起きる前に、操業、活動状態で発生する問題の事前対策を図るわけ

だが、問題が原因でどの程度の問題が発生するか、その要因と程度を定量的に知り、事前

に管理ポイントを把握～対策することがこの段階の最大の目的である。 
 筆者は、過去、自動化設備が多く、複雑な設備配列を行なうレイアウト設計に当たって、

必ずコンピューター・シミュレーションを実施した。結果、シミュレーションの活用効果

は絶大ともいえる内容だった。その項目を例示するとつぎのようになる。 
〔シミュレーションを用い得た効果の事例〕 
 （Ⅰ）新ラインに、工程管理者として配属されたことがあった。事前に管理ポイントを

つかんでいたため、ネック工程へ重点改善が図れた。その結果、投入工数が少なく、

短期間に生産性向上等の効果を挙げることができた。 
 （Ⅱ）生産管理システムをつくる時、重点管理工程重視のシステムとしたため、小型の

コンピュータが活用できた。また早期、かつ、効果的な生産管理システムが構築で

きた。当時、はやり病的に、各種のシステム例が提示されており、業者からの売り

込みも多かったが、工場の管理ポイントや特性をしっかり把握していたのでそれら

に迷わされなかった。 
 （Ⅲ）ある工程の操業方式が平均値計算で不安、また、未経験の作業形態だったので、

シミュレーションにより確かめることができた。いろいろと不安に思っていた事項

がレイアウト設置前に見つかった。具体的には段取り替時間の程度、搬送設備の干

渉、仕掛場の大きさ等への問題対策だった。コンピューター・シミュレーションに

より、事前に、また定量的に問題がつかめたので、目標値を個々の設備に具体的に

設定し、対策した。このため向上トータルとして大変形の良い生産がなされ、効率

が段階的かつ、早期に挙げることができた。 
 （Ⅳ）ある自動設備のコンベア、ロボット（ワーク移載装置）、フォークリフトによるパ

レット持ち込みの等の自動化と、人が関与するラインの検討を行なった例もある。

複雑、かつ、問題が多いので、当初考えていた自動化案は適用を中止した。 
 （Ⅴ）クレーン干渉、設備の能力バランス、サイクルが問題となる工程をシミュレーシ

ョンした結果、かなり厳しいスケジュール管理が必要となる事が判った。この為、

予算をスケジューリングの自動化へまわすこととした。この対処で指示、連絡を徹
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底する事で制約の多い工程の切り回しが可能となった。 
 （Ⅵ）ある無人化のライン操業計画においては、無人搬送システムのサービス時間、ス

トック量、台数をシミュレーションにより正確に検討出来た。この結果、投資金額

の削減と設置台数の適正化が図れ、少ない投資だが自信を持った提案となった。 
 シミュレーションは大略、図表２－５－３０の様な体系で進める。だが、シミュレーシ

ョンに頼り切るのでは無く、マクロ的にシミュレーションの結果正しいか否かチェックす

る方式を持っている事が、必ず必要である。このためには、重要な内容だけはハンドでシ

ミュレーションを行い、相互に比較検討すべきである。 
 

　図表2-5-30　レイアウト稼働前のシミュレーション

コンピューター・シミュレーション

1.モデルの設定
　（例）

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△は仕掛場

2.計算の条件
(1)初期値は現状をモデルに設定する
(2)生産スケジュールは次の様にする
　　①ランダムスケジュール
　　②工務設定のスケジュール3例
　(3)塗装は先入れ先出しとする
　(4)段取替は品種変更の時発生するものとする
　(5)手直しは比率5％～10％ランダムに発生するもの
とする
(6)仕掛場は満杯となった時その前工程の設備稼働を止
める

インプットの条件

1.生産アイテム、個数、工程順序
　標準時間(ST、CT)、歩留
2.各工程の設備稼働条件
各工程の設備台数、稼働時間、
段取時間、故障率
3.生産のスケジュール
4.その他、故障、不良の復帰時間
　仕掛場の大きさ制限等

デ
ー
タ
ー
投
入

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

インプットの条件

1.工程間の仕掛の推移
2.設備稼働率
3.小ロット生産した場合の生産へ
の影響と程度
4.各製品のリードタイム
5.生産量と各要因の影響
　　　　　　…

 
 
 では、コンピュータを用いたシミュレーションシステムの一例を紹介することにする。

図表２－５－３１に紹介したものは㈱構造科学研究所でサポートしているSLAM-Ⅱと呼ば
れるシミュレーターである。この方式は多くある同種のものの中で、利用が多く、GPSS
（Grand Purpose of Simulation System）を基に作成されているため、評価も高いシステ
ムである。投入データはここまで進めてきたものがそのまま使える、また、必要になるが、

データ投入と共に、立体イメージ図で設備の内容が表現できる。この種の手法の適用によ

り、シミュレーション結果として新レイアウト動作状況が把握できる。例えば、設備の稼

働率、機械の干渉時間、仕掛の状況など結果はグラフと共に把握でき、インプット条件を

変更することによりその変化がビジュアルに把握できるわけだが、IT 活用の有効性を駆使
した表現になっていてわかり易い。現在、この種のシミュレーターは多数あるが、どの解

析システムもほぼ同様の解析が可能である。 
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 以上、簡単に ITを利用したシミュレーターを紹介したが、この種のものは利用が日を追
う毎に良いものが登場している。また。中には、比較的に安価な価格で運用が出来るもの

もあり（システムを購入する方式もあるが、データを持ち込み計算依頼する例もあり）、シ

ミュレーションも短時間で計算が終了する例が多いので、新レイアウトを設置して問題に

追われるよりも、上手に利用して多くの不安事項をテストしておくことをお奨めしたい。  
 

図表2-5-31　ＳＬＡＭ-Ⅱ　ラインのシュミレーションの状況

作動条件により
①　稼働率の状況
②　ネック作業や干渉の具合
③　案を変更した時の改善程度
　その他、

シミュレーションと
　その検討イメージ

 
図表2-5-32　ＳＬＡＭ-Ⅱ（構造科学研究所製）
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（ﾙ）投資計画書としてのまとめ 
  投資計画は先に大きな目算を図表２－２－１５という形で目標値と言う形で構想をま

とめる方式を示した。また、最初の段階の内容は粗いものであった。だが、ここまでステ

ップが進むと、新レイアウトの内容はかなり具体的、詳細までが固まってくる。当然、こ

こまでに示した段階毎に設備投資計画書の中身は見直すことになるが、最終として企画書

を見直し実行計画書という形でその内容を明文化することになる。その項目と要点を以下

に示すことにする。なお、ここでの作成ニーズは以下の内容となる。 
 ①目的、目標を最終段階で再度見直し、企業戦略の 1 つとして、設備投資計画の内容を

明確化すること。 
 ②税法上、又、企業によっては、株式など諸制度より設備投資（含、固定資産管）の内

容などを明確化する必要性があること。 
 ③後日、同種又は類似、更には追加設備投資をする際、本計画がベースとなる（原価、

技術波及、目標値当の面より）。 
 以上の様な理由より、どこの企業でも、設備投資計画書が、ここまでの手順に前後して

作成される例が多い。そこで、ここにそのまとめ方の要点を紹介することにする。 
(1)表紙 
 (ｲ)題名：「○○設備投資計画」の様に書く。 
 (ﾛ)予算と効果、設備完成予定と稼動時期 
 (ﾊ)提案工場と責任部署、設備設置場所 
  等、認可を受けるための必要項目と認可を受けるための欄を設ける。 
  （含、認可上の事務手続事項の記載欄） 
(2)計画の目的 
 戦略として、以下の様な事項をまとめる。 

(ｲ)計画の理由 
 市場動向と狙い、シェアー、技術的な方針、品質上の格差、競合他社との関連等。 
 (ﾛ)設備投資計画の目的 
  増量計画の程度と狙い、合理化計画のポイントと要素。 
 (ﾊ)計画の骨子 
  Ｑ（品質），Ｃ（コスト），Ｄ（納期），Ｓ（安全），Ｍ（志気）の面より、その重点施

策の要点を例示し、現状、目標を明確化する。 
(3)計画の概要 
 (ｲ)各工程の主要施策、：技術、設備、製造方式を主として記載する。 
 (ﾛ)合理化計画：人員、歩留、不良率、設備生産性等に関し、現状／目標の関連を明確化
する。 

 (ﾊ)収益計画：投資利益率、設備回収期間等 
 (ﾆ)工事スケジュール：スケジュールの概略、要点を明示し、担当等も明確化する。 
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(4)詳細資料 
 (ｲ)収益計画詳細：原価構成、収益計画等、(3)(ﾊ)を得た詳細基準（根拠）の明示、原価要

素毎に明確化しておく。 
 (ﾛ)施設の大容：設備名称、台数、購入先、単価、価格、設備の仕様等を購入設備一覧表
化する。 

  減却設備についても同種の表をつくり明確化する。 
 (ﾊ)レイアウト：人員マップ、物流等を設備レイアウト図に入れ、計画／実状の差をビジ
ブルにする。 

 (ﾆ)その他：仕掛の減、外注費用の減、生産管理システム、新技術導入等が有る場合、そ
れらを記載する。 

(5)重要問題の事前対策 
 (ｲ)市場の変化、ライバルの台頭、その重大性、リスク 
  それに対する予防、問題発生時の対策（売値、販売量、製品ライフ等）を記載し、担

当部署や方策を明記しておく。 
 (ﾛ)目標とした革新技術の達成、設備へ新手法を導入するときのリスクと予防策、問題発
生時の回避策を具体的に明記する。 

 (ﾊ)納入設備の遅れ、工事期間（マンパワーを含む）、工事期間中生産量確保（停止期間つ
くりだめ等）等の事前検討対策。 

 以上の記載を行なう。 
(6)その他、添付又は提案時説明資料（提案書には含めない事が多い） 
 (ｲ)シミュレーション結果 
 (ﾛ)工事のレイアウトと詳細スケジュール 
 (ﾊ)その他、市場調査等の資料等をつけることもある。 
 以上の内容は、各社各様のフォーマットを定め明文化する。 
なお、明文化に関与する事項として、収益計算がここでの主な内容であり、その他の資

料はここまでに解析してきた資料を少しアレンジして添付すればよいことが、読者の方々

には、ご理解願えると考える。そこで、以下に経営計算に関する内容を紹介することにす

る。図表２－５－３３は設備投資評価式である。また、個々に、この式に投入するデータ

は図表２－５－３４～３６となる。そして、ここでも投資利益率や回収期間を評価指数と

したシミュレーションが必要になる。そこで、一例ではあるが、筆者がモンテカルロ・シ

ミュレーションを活用し、各インプットに楽観値、期待値、悲観値を投入し、評価指数を

分布で出し、基準に満たないリスク発生状況をリスク値と共に提出するシステム活用イメ

ージを図表２－５－３７に記載させていただいた。この方式は平均値では把握しにくいイ

ンプットの影響を把握するのに有効なだけでなく、不安を感じるインプットの値や幅を動

かすことにより把握することができる方式である。また、先のレイアウトの稼動状況を把

握～問題対策する際に利用したレイアウト・シミュレーションと同じような内容が、今度
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は売上、原価の各要素面で検討できるので有効であるため、過去、多くの場で活用してき

た（筆者所有、活用中のシステム名は RANDAM）。 
 

図表2-5-33　設備投資評価式

案の検討

評価・判定

採
用

投資利益率＝
{（利益増加額）×12ヶ月}×１００　

　　　　　　　　　　　（設備投資額）＋（付帯費用）
★付帯費用は工事費や治工具など投資に関する内容を含める。

投資回収期間＝
（設備投資額）

{（利益増加額）×（１－税率）＋（減価償却費）}
　　　　　　　×１２ヶ月

　設備投資評価は２つの評価式を用いて行うのが一般的である。
①投資利益率：投資した金額で得られる利益という効果の状況を判定する。
②投資回収期間：投資したお金がどの程度の期間で回収されるかを見る。

 

図表2-5-34　増加利益の計算

①増産による

　　利益増加額

{（設備投資後の計画販売数量）ー（設備投資前の販売数量）}
　　　　　　×（設備投資前の販売単価）　

②単価変動による

　　利益の増加

（設備投資後の販売数量）×{（設備投資後の販売単価）
　　　　　　　　－（設備投資前の販売単価）}

A：増産による増加利益合計：③　＝　①　＋　②A：増産による増加利益合計：③　＝　①　＋　②

④原単位向上
　による効果

例：材料費低減（VE)、ｴﾈﾙｷﾞｰ低減、不良・歩留対策・・・
（設備投資後の計画販売数量）×（原単位低減額￥／数量）

⑤省力合理化効果
｛（設備投資前の人員）ー（設備投資後の人員）}
　×（設備投資前の一人当たり人件費）
　＋{（設備投資前外注費）－（設備投資後外注費）}

⑥その他利益 （設備投資後の経費、金型・治工具費など）　－
　　　　　　　　　　　（設備投資前の経費、金型・治工具費など）

B:合理化による利益：⑦＝④＋⑤＋⑥B:合理化による利益：⑦＝④＋⑤＋⑥
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図表2-5-35　増加固定費
①　減価償却費＝（取得価格）×（償却率）×（１／１２）
　　　　　　　　　　　　　（註）設備に付帯する特殊工具、金型の償却費は含む

②　租税公課＝（取得価格）×（固定資産税＋都・市の計画税率）×（１／１２）
③　保険料＝（取得価格）×（保険料率）×（１／１２）
④　賃金利率＝（投資分）＋（売上増分）
　　　　　　投資分＝（投資額予算分）×（社内利子率）×（１／１２）

　　　　　　　　　　　 （註）設備に付帯する特殊工具、金型の償却費は含む
　　　　　売上増分＝（売上増加額）×（運転資本の回転（手持ち）月数）×（社内利子率）×（１／１２）
　　　　　　　　　　　　　　　（註）売上が立つまで資金が寝る場合には利子を考慮する。

⑤　販売管理費＝（売上増加分）×（社内営業費用２~３％）
⑥　設備管理費＝（積算（積み上げた）設備費用、または、新設備予算額）×（率３~５％）
⑦　設備設置・据付・調整などに関与する付帯費用（経費）＝（付帯費用）×（１／１２）
⑧　その他費用＝（官庁等への届け出費用、教育費、技術移管費、転勤者の費用、組織変更に
　　　　　　　　　　　　　　伴う事務費や移設費用、など）

C:　固定費合計　⑨　＝　①＋～⑧　

 

図表2-5-36　増加変動費
D:　増加変動費＝（設備投資後の計画販売数量）×（変動費原単位増分￥／数量）
　　　　　　　　　　　　（註）直接材料費、ｴﾈﾙｷﾞｰ以外に副資材関係の一部変動分を含む。

設備投資評価式設備投資評価式

総利益増加額＝（A：増産による増加利益合計）＋（ B:合理化による利益）
　　　　　　　　　　　　　　　－（ C:　固定費合計）　－（ D:　増加変動費）
総利益増加額＝（A：増産による増加利益合計）＋（ B:合理化による利益）
　　　　　　　　　　　　　　　－（ C:　固定費合計）　－（ D:　増加変動費）

　　　　　　　　　　　　　（総利益増加額）×１２

投資利益率＝　　　　　　　　　　　　　　　×１００
　　　　　　　　　　　　　（設備投資額）＋（付帯費用）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（総利益増加額）×１２

投資利益率＝　　　　　　　　　　　　　　　×１００
　　　　　　　　　　　　　（設備投資額）＋（付帯費用）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（設備投資額）

設備投資回収期間＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　{（総利益増加額）×（１－税率）＋（減価償却費）}×１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（設備投資額）

設備投資回収期間＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　{（総利益増加額）×（１－税率）＋（減価償却費）}×１２
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図表2-5-37　投資シミュレーションのイメージ

　投資計画を安全確実に行うためには、ITの力を借り、各種､インプット項目が最終判定基準
と定めた利益率にどような影響を及ぼすかを知り、更には、何を監視すべきかを重点管理し、
計画通りの投資計画を達成する努力が必要です。ここで、その考え方と解析手法を紹介する
ことにします。

統計的リスク解析

インプット項目
A：増産による増加利益項目
　　　（例）売上個数、単価など

B:合理化による利益項目
　　（例）省力化、歩留まり､不良減
　　　　　省ｴﾈﾙｷﾞｰ､VE対策効果
C:　増加固定費の項目
　（例）販売強化費、減価償却費など

D:　増加変動費
　　（例）増加比例費の各種項目

インプット項目
A：増産による増加利益項目
　　　（例）売上個数、単価など

B:合理化による利益項目
　　（例）省力化、歩留まり､不良減
　　　　　省ｴﾈﾙｷﾞｰ､VE対策効果
C:　増加固定費の項目
　（例）販売強化費、減価償却費など

D:　増加変動費
　　（例）増加比例費の各種項目

悲
観
値

楽
観
値

平
均
値

個々に設定

IT活用ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

リスクの程度と
　重点影響項目の
洗い出しと対策検討

アウトプット
評価・検討

危
険
度

基
準

X%

投資利益率
回収期間

頻
度

エクセルにソフトが
用意されています。

 
 
  
  

 137



２－６、各種のセル・ユニット形態の評価と仕掛低減・効率向上対策 
 セルはレイアウト設計技術の中ではライン全体を構成する各ユニット最適化を意味する。

また、セルという意味は人体における細胞に相当し、自律で活動しつつ全体の活動を支え

る内容を意味する。レイアウト設計においては、ここに原価、品質、納期や安全、モラル

などの面で問題が生じないことが大切である。また、セルは常に維持向上が求められてい

る。従って、このような対象には科学的メスを入れるべきである。このような意味合いか

ら、本書においては、現在も産業界を騒がしている、屋台や方式の評価を含め、セル生産

方式のレイアウト設計における位置づけと問題対策の方法について解説することにする。

なお、あえてそのような解説をする理由は、ここに、先にレイアウト設計の基本で、レイ

アウトとレイ・オンの違いを記載した内容と同じ内容が存在するからである。 
 
（１）セル生産のニーズ 
 現在、中国と日本の人件費の差は 20 倍とも 30 倍とも言われ、組み立て産業を中心とす
る企業で大きな問題となっている。この状況を図表２－６－1に例示することにする。図表
が示しているように、自動車の生産は、まだ、日本で生産する方が安価となることが報告

されているが、白物と言われる家電品は、特殊なものや短納期の新製品を除き、もはや日

本では生産メリットが見込まれない状況である。このような意味合いから、変化対応が容

易であり、日本人の優秀性を限りなく活用しつつ短納期、また、仕掛を極限まで低減させ

る取り組みのひとつとして、現在、また、セル生産方式の適用が産業界でひとつの話題と

なっている。 
 

 

図表2-6-1　日・中の製造コスト構造の比較
日刊工業新聞　‘０２年５月１２日記事、みずほコーポレート銀行産業調査部を参考に図化

コメント：
　人件費の軽減によって得られる
メリット以上に材料面での追加的コスト
などが加わる　→　現状ではコスト面で
中国転移の合理性は認められない。
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事実、市場の変化に柔軟に対応に対応できなかったため、大きく利益を落とした大手企

業 T 社の事例が報告されている。T 社はパソコンを生産・販売する企業である。原価低減
は T 社における経営上の重要課題であった。T 社は原価低減を目的に、中国とフィリピン
に生産の主力を移した。パソコンは日本だけでなく、米国などへの輸出販売を行ってきた。

Ｔ社では市場への変化対応を余技なくされる中で、「とにかく安価につくろう。」というこ

とで中国やフィリピンを主力に生産を進める戦略を採ってきた。また、Ｔ社では、毎月 20
日に市場の状況を把握し、生産～販売計画を策定していた。要は、20 日を過ぎてから、今
月の売上を集計する。販売傾向をつかむ、生産計画をつくる、その後、翌月の生産、船便

で現地に製品を届けるというやり方を進めてきたが、この期間が 1.5ヶ月を要する状況であ
った。このため、市場のニーズへの対応の遅れが関係し、結局はマーケット・ニーズ(ピー
クや流行、ライフサイクル)が過ぎた時点で製品を市場に出す事態になった。当然のことで
あるが、市場ニーズの山は過ぎた時点で大量に製品を市場に出すことになる。売れない。

このため、図表２－６－２に見るように、大きく収益を落とした。かつて「冷えたコーヒ

ーなんて、・・・」というコマーシャルが有名だったが、残念ながら、この例はその種の内

容を示す例である。 
 

図表2-6-2　過去最悪の赤字に陥ったT社パソコン事業
　２００４年２月１４日発表
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【引き金】
ヒューレット・パッカーの
安値競争に対応した
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対応できなかった。

分析結果
過去７年間世界シェア１位だった。

　①　デルはネットでリアルタイム
　　　　にパソコンを販売し、顧客

　　　　ニーズの変化に対応し、
　　　　販売を伸ばしている。

　②　米国の量販店の情報は、
　　　出荷から約１．５ヶ月経た

　　　ないとわからない。
　③　このため、意思決定が遅く
　　　なった。

中国／フィリピン／国内
の３工場のひとつを閉鎖
または、大幅縮減を検討
中である

 

 
 これに対して、PCを販売するデル・コンピュータは SCM(Supply Chain Management)
を活用してきた。ここでは、注文を受け数日で製品を届けるシステムが変化対応に即して

いるため、後発ながら、同時期に、米国だけでなく、日本においても、売上、シェアー、
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収益を毎年大きく伸ばしている。この状況は正にＴ社の例と対象的な内容である。マルチ

メディア総合研究所が’03 年にまとめたデータによると、PC サーバーの出荷実績だが、デ
ルが‘02年 16．7％だったのに、’03年は 19．9％とシェアーを伸ばしている。NECが 24.4
→23.3％富士通が 17.2％→16.4％、日本 HPが 15.4→15.3、日本 IBMが 14.5→14.8％とい
うシェアーの変化を見ると、デルだけが一人勝ちという状況である。この実績から、変化

対応型の生産対応はこの種の企業にとって必須手法といえる。確かに、収益確保の上から

中国生産など海外生産による原価低減は重要である。だが、変種変量の環境にある市場対

応に当たっては、図表２－６－３が示すように、新製品開発とリンクを含めた納期対策を

品質対策同様に重視すべきである。特に、新ニーズへの即応、そして、ライフサイクルの

短い製品への対応が必須条件になっている日本市場への対応に当たっては、「コスト重視だ

けでは市場対応が図れない。」という市場環境事情を我々はよく理解しなければならない。

なお、最近、このひとつの手段としてセル生産が重視されているが、そこでは必ずと言っ

てよいほど、この変化対応の重要性が強調されている。では、このような目的で適用が図

られているセル生産の内容を紹介し、その内容を評価することにする。 
 

　図表2-6-3　5年前と比較した製品開発期間の変化
（文部科学省　平成13年度　「民間企業の研究活動に関する調査」より）

0 10 20 30 40 50 60

1.5

2

7

9

10

18

52１、他社との競走が激しくなり、研究開発
　　期間がみじかくなった。

２、研究開発期間に以前と変化はない。

３、その他の理由で研究開発期間が短く
なった。

４、IT機器に利用など、業務の効率化が
　　進んだため、研究開発期間が短く
　　なった。
５、開発する製品が大規模・複雑になった
　　ため、研究開発期間が長くなった。

６、基礎研究から取り組む割合が増えた
　　ため、研究開発期間が長くなった。

７、その他の理由で研究開発期間が長く
　　なった．

 
 
（２）“屋台や方式”を重点にしたセル生産と、その評価 
 セル生産は“コンベア生産廃止”を旗頭に一部の組立産業でフィーバーしている。「現場

力を高めよ！」という言葉と共に「ものづくり大学」を開催して、泊り込みで研修を行い、

現場の意見をいかに上手に吸い上げ、現場関係者に考えさせ、知恵を集めセル・システム

を構築する取り組みがテレビなどでも放映されている。このような研修会では、図表２－
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６－４のような比較表を作成し、「中国に勝つ対策、セル生産！」としてコンベアを否定し、

部品倉庫に人を入れた形態で人を配置、一人で数十個の部品組立を行い品質保証も行いつ

つ生産性をあげる取り組みを行っている例ばかりを示している。だが不思議なことに、こ

の種の手法を適用した企業の多くは、本来コンベアにおけるラインバランスや標準化作業

（特に、動作経済の適用）の検討をすべき課題が山積しているのに、その種の対策は行わ

ずに、いきなり屋台や方式のセルを適用している、また、「驚異的成果を挙げた！」という

内容だけを紹介している。筆者が見る限り、このラインにラインバランス改善、シングル

段取りと、動作経済による改善を進めれば、果たしてセル生産が良いのか、コンベアライ

ンが良いのかは疑問になるのではないだろうか？と思う内容ばかりである。また、この種

の対策例に共通している内容は、現場関係者にＩＥ(Industrial Engineering)を事前に教育
するのではなく、ラインバランスの改善の見直しをさせず、カリスマ・宗教的とも言える

ような、コンベア否定論を展開した後に、セル生産方式を導入している点も共通した内容

となっている。要は、事前に「ＩＥ分析で検討の結果、セル生産が良い、」いう結論を得た

のではなく、いきなりセルモデルを作成し、スタッフや現場関係者感で討論、悪戦苦闘し

ながら構築している点である。また、不思議なことに、スタッフがＩＥで事前に徹底的に

ムダ排除したセルを現場に提供するのではなく、改善も何もないセルを現場担当者に渡し、

セルに配属された本人が考えながら（気づき）で生産性を工場させる方式を採る取り組み

を進めている。加えて、その方式が「現場力を引き出せ！」の名のもと、共通的なまでの

取り組みになっている。そこで、このような内容を見て、ＩＥを進めてきた多くの改善関

係者はこの方式に『科学性のないトップランナー方式』と名付けている。その理由は、同

じ生産ラインで、既にコンベアシステムのラインバランスを常に科学的分析を基に取り、

シングル段取り手法を投入して、ライン間仕掛を最小限にする制御を行うとセル生産以上

の生産性を達成する例が多々あることを知っているからである。 
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図表2-6-4　著書に見るセル生産とコンベア生産の比較

○最初からコンパクトにつくるので問題　
　は少ない

△特殊なコンベアは高価になる。長い　
　コンベアは設置面積を多く取る。

　設備費用と

　スペース

○機種の変化に伴い,セルを選定するの
　でフレキシブルな生産が可能。

△変化の少ないものを大量に流す方式
であり、指示や変更に工夫が必要。

　機種数

◎優秀セルは高い意欲が得られる。○/△　ライン運営リーダーに左右される。　士　　気

○個人で品質保証確認を図るので有効

△不良が出ると問題解決までセルが止　
　まる。個人の問題解析力に左右される。

○後工程検査方式、ストップひもシステ
　ムの運用を図れば有効

　品　　質

△作業性は個人やセル生産グループの
　　力量や個性に左右される。

○個人特性に合わせたセルの設置を行
　うと生産性が良い例が多い。

△訓練が不十分、遅い人をネックに置　
　き放置する管理では作業性は最も遅　
　い人で決まってしまう。

○常にラインバランスを取る場合、有効

　作業性　

（作業速度）

◎必要数のみ部品を投入するのでつくり
　過ぎのムダ排除が可能である。

△ラインバランスが取れない、コンベア
　間に仕掛りを許す管理だと増加する。

　仕掛とL/T

◎決まったセルだけを変更するので容易

　である（成功を波及すれば変化に柔軟
　に対処できる）

△製品変更はシングル段取り対策がな
　されていない場合、時間がかかる。

製品変更への
　対応性

△多能化教育が必要、時間が掛かる。○単能工教育なので早い。　技術習得

　　　　　　セル生産方式　　　コンベア生産方式　比較項目

 
 
事実、筆者が担当させていただいた企業では、この種のセルを２日程度で 30％以上も改
善させた例がある。また、「コンベアの方が生産管理や変化対応教育が早い。」という理由

からセル生産を止め、コンベアに戻したラインもある。この種の決定に当たって、筆者は、

「作業手順を科学的分析に分析すべきである。また、ＩＥによる科学的分析をしてみない

と、セル／コンベア両者の比較の良否に結論が出ません。」また、「決定は科学的分析の後

にお願い致します。」と注意させていただいてきた。では、あるべき、セル生産の追及の前

に、科学的分析と勘と経験、ムードに頼る『科学性のないトップランナー方式』との違い

を簡単な例と共に解説することにする。 
2004年のアテネ・オリンピックを見ても、スポーツは勝つための手段として科学的分析
をフル活用している。図表２－６－５は、そのような一例を示す内容である。米国には、

100ｍランナー育成を企業として取り組む会社がある。１0秒をどれ位切るかでコマーシャ
ルの取得金額が違ってくる。そこで、この企業では選手を科学的に訓練する。先のオリン

ピックで小柄なグリーン選手が優勝し、この解析手法の一部が（企業秘密を除き）公開さ

れた。ここで、この会社が公開した良いコーチと良くないコーチの紹介を進めることにす

る。この企業では、まず 100ｍゾーンを 4区分する。第１ゾーンはジャンプである。かつて
10 秒の壁を破ったカール・ルイス選手は典型的な 100ｍ走者といわれたがグリーン選手に
比較するとはるかに大型な選手であり、幅跳びでも驚異的な記録を残した方であるが、国

際標準に比較すると第一ゾーンは国際スピードにはるかに及ばなかった。だが、その後、

登場したグリーン選手は４区分練習法の結果、記録は国際レベル以上だった。第一ゾーン

はジャンプ力を要求されるので徹底的にこの面の最適メニューをこなしたからであった。
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つぎの第二ゾーンはジャンプ力ではない牽引力が必要とされる。このため、一般には、自

動車のタイヤなどを引っ張りこれに必要な筋肉の強化を図る。だが、グリーン選手の指導

者は牽引力強化に加えて、長野オリンピック、スケートで優勝・世界記録を持つ清水選手

のスケート走法を研究し、階段で前かがみになりながら風力を少なくして体をスピードに

乗せるトレーニングを進めた。第三ゾーンは付けたスピードを維持するゾーンである。イ

ンターバル走法という手段が一般に用いられ、トラックでスピードをあげ続く限り走る練

習が行われる。第四ゾーンは“空気の壁”と言われるそうだが、精神力を極端に要求され

るゾーンである。また、年齢と若さに代表される高いエネルギー循環が要求されるゾーン

である。そこで、この対策には精神面のトレーニングと食事管理が重視されてきた。この

ように、良いコーチは 100ｍを４つ（ないし、５つ）のゾーンに分解し、各ゾーンに最適の
練習メニューを選手にシステマテックに提供、時計という改善の道具を使い、目標の達成

状況や問題を評価してきた。だが、指導力のないムード的コーチは 100ｍを走らせ、自分の
経験ややる気を選手に求め出来ばえを評価する。従って、選手の気づきが成果を左右する。

以上の内容の比較を、セル生産に引き替えると図表２－６－６となる。 
以上、スポーツ・コーチの例で科学性の大切さを例示したが、生産ラインにおいても、

この種の科学を持ち込む場合と持ち込まないとでは、その差は極めて大きい。先の 100ｍ競
争を研究する企業ほどではないが。現場改善の場合、科学的分析や改善手法は既に公開さ

れ、研修方式も確立されている。また、ＩＥ手法を２時間も実習すれば誰でもできる。従

って、当然、ユニット・セル構築にも科学的手法を大いに活用すべきである。 
 

【第四ｿﾞｰﾝ】
精神力強化

図表2-6-5　科学的ｽﾎﾟｰﾂ訓練法（１００Mランナーの育成を例として）

１００M

それではだめだ！
やり直し！オリンピック
など、程遠いいいぞ！

１００M
毎回測定方式

頑張らねば、気力、気力
　だが、なぜ一流選手との
　　　　　　差が縮まらない
　　　　　　　のだろうか？
　　

厳しい
コーチ？

科学的
解析を
進める
コーチ

世界ﾚﾍﾞﾙをﾍﾞｰｽに
改善点は？要素

(各ゾーン）にわけて
対策・指導を！　　

【第一ｿﾞｰﾝ】
　ジャンプ力
　強化！

【第二ｿﾞｰﾝ】
牽引力の
　増強！

【第三ｿﾞｰﾝ】
　継続力の
　強化
　例：ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
　　　　走法に
　　　　　よる
　　　　　　強化
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過去、ＩＥ手法は時計と紙と鉛筆を用いた分析が主体だった。だが、ビデオのような視

聴覚機器を用いれば、この種の分析はスロー解析と共に、より詳細に行うことができる。

トップランナー方式の場合、成果創出は働く方の改善の力量と本人のムダへの気づきだけ

である。記録を更新して始めて理論の成否が判る方式であり、誰かが記録を破らない限り、

記録の限界は未知である。国際的な到達点を知らないで記録更新を進める方式は自己満足

の面では有効である。未知の記録への達成が喜びになる例が多い。だから、必ずしもこの

方式を否定はしない。だが、この種の取り組みは趣味の範囲に止めていただきたいと思う。

その理由は、生産性向上の場合は、既に、100年以上も前から科学的にムダ排除を進める法
則が提示されているからであり、この手法を利用すれば、誰でも短時間で、現状のあるべ

き姿や到達点と到達率や、到達できない理由と時間値が定量的に提示できるし、無理に作

業者にムダな時間や苦労をさせ、気づきを求めなくても、最短時間に近い国際的なレベル

育成を図れるからである。  
 

図表2-6-6　２種類のセル生産アプローチ

適
用
成
果
の
差
異
第
１
回

第
２
回

第
４
回

第
５
回

科学的標準時間にもとづく
達成度管理

　　　

目標値は
トップランナー
科学的根拠は？

？

遅い作業者

早い作業者

人のやる気と信じられ
ない成果の上がり方を
ﾍﾞｰｽとした競走方式

誰でも学べば出来る対策法 勘と経験による指導

 
 
では､ここで 100年も前に誰が、どのようにして作業の科学的解析を行ってきたかについ
て簡単に解説することにする。仕事を科学するという偉業を進めた先駆者はＩＥの師とし

て知られるＦ．Ｗ．テーラー氏とギルブレス氏である。テーラー氏は時計を使い仕事を分

析し、『1 日の公平な仕事』という実践的理論を打ち立てた。氏はランプ生活の時代に、勉
強のし過ぎから、目を悪くして大学進学をあきらめ、ミッドベール鉄鋼に入社した。彼は

優秀だったため、すぐ職場を管理する仕事に就いた。そこで、彼は当時行われていた『ア

メとムチ』管理に疑問を持った。その理由は、例えば、材料の到着の遅れ、機械のトラブ
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ルなどの有る無しにかかわらず、この現場管理法は、生産性がよければ作業者を誉める（ア

メ）、もし、問題があっても生産性が悪ければ作業者の文句をつける（ムチ）管理法だが、

彼はこの管理法に疑問を感じた。そこで、彼は、当時、発達を始めた科学を仕事に持ち込

み、誰が行っても公平に 1 単位の仕事を仕上げる条件と手順を標準化して標準化していっ
た。これにより、作業者は作業の内容がわかるので適性や達成度のスピード化が進んだ。

同時に、先の、作業とは関係のない遅れの問題と程度が定量化され、問題解決が早くなる

と同時に、計画的な仕事の達成強化が図られた結果、従来の作業に対して 3 倍もの生産性
向上を果たした。この概要は図表２－６－７、８に示す内容であり、日々管理システムと

いう名で、今も多くの企業で活用されている生産管理システムとなっている。また、テー

ラー氏は金属加工の面で神様的な師とされている。彼は旋盤加工の生産性があがらない理

由は刃物が貧弱と考えた。そこで、この対策を進めた研究が超硬工具の発達へとつなげ、

この成果が、歴史的に、特殊鋼開発の開祖とされる理由である。 
 

図表2-2-7　F.W.テーラーの活動
　1856年～1915

　彼はフィラデルフィア大学入学を希望したが、
目を悪くし、あきらめざるを得なかった。
　　　　　　　　　　↓
ミットベール鉄鋼に入社、優秀だった彼は現場
管理者に就任した。

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

　先輩の指導でやったが
うまく行かない！
　人を無視した管理は
やがて破綻をきたす。
人は牛馬ではない！　

仕事への科学の利用
　ルネッサンス時代、ミケランジェロの研究があった。
　【仕事の科学】：神から与えれた力はムダにしない！
　①　シャベルで土を集める　１拍
　②　シャベルで土をすくう　　１拍　　　　　ゆとり
　③　シャベルで土を運ぶ　　 １拍　　　　　　１拍
　④　手をもどす　　　　　　　　 １拍　　　合計　６拍

仕事を分析
　　　計画指示

①　シャベルへの搭載は１０ポンドが良い。
②　ベテランは使いやすいシャベルを持ち
　　　大切にしている。→８種類に分ける。
③　砂、鉄鋼、灰、・・と対象に応じて
　　　工具室に用意したシャベルを対象毎
　　　に区分して渡す。
④　仕事を分析して、手順を教育し、達成
　　　した人を現場に配置する。
⑤　時間達成に問題が
　　ある人を区分する。
　　教育又は適正を見て
　　再配置する。など

同じ人数で、生産性が３倍になる。

 
 
歴史の悪戯か？全く同時代にギルブレス氏が世に登場した。図表２－２－９に示すよう

にギルブレス氏はレンガ職人として企業に就職した。彼は純粋に「お金を多く稼ぎたい。」

ということで、先輩達から仕事の仕方を教えてもらった。彼は、明るく、ひょうきんな氏

に対して教育を惜しむ人はいなかったそうである。このため直ぐにベテランになったが、

彼はレンガ積みというような仕事で「人により差が出るのはおかしい！」と感じ、図表２

－２－１０に示すように体の動きを示す 18の記号にしていった。 
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図表2-2-8　テーラーシステム

現状の仕事の分析

改善～標準化

改善の結果として標準時間の設定・改訂

生産計画策定

計画通りの生産

計画／実績評価
　　　と改善

管
理
側
の
活
動

個人・ライン目標の設定

目標達成努力

目標達成自己評価
（達成率・実力評価と
　　改善点の発掘）

作
業
側
の
活
動

改善点の発掘 改善点の発掘

達成度管理＝　　　　＝１？
目標

実績

Ｆ．Ｗ．テーラー氏による
　日々管理・目標管理

 

 

図表2-6-9　ギルブレス氏の努力　1868～1924年

煉
瓦
積
み
職
人

　

に
な
ろ
う
！

就　職

超ベテラン
から学ぶ

沢山
　稼ぐ
には？

良い先生・ベテランに学ぶ

疑問を持つ

本来、人の体
を使い仕事を
する最良の
手順は１つ
　のはず、・・

従来の
　考えを
　打破する
　必要が
　　　ある！

目で見て　　　○：正味
判る仕事　　　→：移動
の記号化！　▽：待ち
　　　　　　　　 ◇：検査

サーブリッグ記号

 
 
この記号を使うとベテランの仕事のやり方だけでなく、ムダまで目に見える形となる。

そこで、彼はそこに多くの改善を進めた。例えば、レンガを積むのが正味であるから、レ

ンガを運ぶのはムダである。対策としては、足場を整備し、積む位置の近くに必要量準備
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する工夫を行った。更に、彼は「コンクリートを練っている間、レンガ積みは出来ない。」

と問題を抽出した。ここでは、牛や馬、水車の力を使って、今日、我々が目にするコンク

リート・ミックスチャーまで発明していった。その結果、レンガ積み作業は 3 倍の生産性
達成を果たした。このような氏の努力は、その後『最良の仕事の探求（The Best One Way）』
の名で知られる内容となり、この記号も工程分析記号の母体をなす内容となった。また、

先のサーブリッグ記号であるが、この偉業を米国の機械学会で紹介を頼まれた時、

「Girbreth氏の名前を逆に読み Therbrigとした。」という逸話が残っている。この偉業は、
やがて産業界を動かす活動となった。それを示すかのように、その後、彼は奥様と共に動

作研究を進めたが、彼の死後、奥様が米国ＩＥ協会の会長を担当、産業界の指導に当たっ

ていったが、この話も産業界で知られる歴史的に有名な話である。 
テーラー氏とギルブレス氏は『仕事を科学的に解析・改善する』対策から開始したＩＥ

の創始者である。また、その偉業は図表２－２－１１に示すように、『時間は仕事と技術の

影である。』という考えを残したことにある。 
 

図表2-6-10　サーブリッグ記号

I調べる
Ｉｎｓｐｅｃｔ

RL放　す
Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｌｏａｄ

U使　う
　　Ｕｓｅ

DA引き離す
Ｄｉａｓｓｅｍｂｌｅ

Ａ組み合わす
Ａｓｓｍｂｌｅ

Ｐ位置決め
Ｐｏｓｉｔｉｏｎ

ＴＬ荷重移動
Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌｏａｄｉｎｇ

Ｇつかむ
　　Ｇｒａｓｐ

TE空手移動
Transport　Empty

記　　
　　号

略
号

基本要素

Ｒ休む　Ｒｅｓｔ　ｆｏｒ
Ｏｖｅｒｃｏｍｉｎｇ　Ｆａｔｉｑｕｅ

ＡＤ避けられる待ち
Ａｖｏｉｄａｂｌｅ　Ｄｅｌａｙ

ＵＤ避けられない待ち
Ｕｎａｖｏｉｄａｂｌｅ　Ｄｅｌａｙ

Ｈ保持
　　Ｈｏｌｄ

ＰＰ前置き
　Ｐｒｅｐｏｓｉｔｉｏｎ

PN考える
　Plan

ＳＴ選ぶ
　　Ｓｅｌｅｃｔ

F見出す
　　Find

TE探す
　Search

記

　　号

略
号

基本要素種別 種別

第　
　

一　
　
　

類
（
仕
事
に
必
要
な
要
素
）

第
二
類
（第
一
類
の
阻
害
要
素
）

第
三
類
（
仕
事
の
停
止
）

Ｔｈｗｒｂｒｉｇ　　←　Ｇｉｒｂｒｅｔｈの名の逆さまを記号名に付けた　

工程分析へ
　
　　○：正味
　　□：検査
　　→：移動
　　▽：待ち

米国の
　機械学会へ
招待され
　　講演

米国ＡＩＩＥ設立
奥様と共に
　動作研究を
　追求～普及  

 
その後、数十年後、メナード氏が登場した。氏は時間分析を業とするエンジニアであり、

長期に渡り企業で時間分析と改善の仕事をしていた。幸か不幸か、氏が勤めていた会社が

倒産した時、ある企業が組立製品の見積もりが製品製造前に高い信頼度で可能なシステム

の提供を求めていた。しかも、多額の賞金をかけて産業界にWantedをしていた。そこで、
メナード氏はその会社の製品図面を借りてきて、模擬的に製品に似た部品をつくり、彼が

持っていた時間分析データを動作の内容に従い時刻表にしながら組立順序を決め、手順を
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定め、動作に対する時間見積表を作成した。 
 

図表2-2-11　時間は技術と仕事の影
　　　　　　　　　というとらえ方

技
術
の
高
さ

結果として
得られる実績時間

ムダ

ムダ

ムラ

ムリ

ムダ

時間改善
　成果

時間は仕事の影である。
改善対象は①技術向上と
②仕事や製品の改善です。

メイナード氏の活動
　動作＋時間　→　ある企業で、「組立製品の見積精度を±５％で行う。」と、いう
賞金をかけた要求に対応、　→　動作研究＋時刻表を利用し対応　→　ＷＦ法の
基をつくり見事ニーズに応えた。  

  
また、彼は、当然、そこに改善を織り込み、ベスト・ウエイで出来る手順を編成した標

準書を作成し、賞金をかけていた会社へ持っていった。逸話によると「最初から、従来の

類似製品の見積実績原価の 30％を下げ、ベテランがメナード氏の記載した手順通りに組み
立てたが、何度組み立てても 5％内外の時間で組立が終了した。」とされている。この努力
は、図表２－６－１２に示すように、現在、多くの方々が知る、ターゲット・タイムを創

出した。この方法は、事前検討段階で、時計を使わずに作業時間を机上で最適標準手順と

時間を提出する手法である。以上が科学的解析手法の歴史の要点である。 
我々は歴史の最先端にいる。メナード氏の業績は現代、WF(Work Factor)法や 

MTM(Motion Time Study Method)の基をなす手法であるが、セル生産システムを組む時、
「現場にやってみさせてから考えよう。」というアプローチではなく、先見的に仕事の内容

を分析・改善・評価し、ターゲット・タイムを定めるべきである。 
先に例示したが、では、なぜ、筆者が屋台や方式を適用した企業にお邪魔して生産性を

20％も 30％も向上させることが出来たのか？絵解きをすることにする。既に、読者の方々
は動作のムダを動線図で示す手法をご存知なので、図表２－６－１３の屋台や方式の図上

に作業手順を示す動線を記載すると、図表の左側に示す内容になる。この分析を見れば誰

でも判ることだが、この屋台や方式の場合、手を伸ばすムダ、立ったり座ったり、時には

歩くムダ、体を回転する動作もムダになる。ちなみに手前 20cm以内にある部品に手を伸ば
し持ってくる時間と体を回転する時間を比べると、科学的分析では 4 倍となり、立ったり
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座ったりはそのまた倍近くになる。このように、科学的手法を使い時間分析を行えば、ム

ダとは何かが判るので、パントマイムで作業を再現すればいくらでも改善できる。 
 

図表2-6-12　ターゲット・タイム設定法

最適ﾚｲｱｳﾄ化

　科学的根拠で目標設定を
図った対象（イメージで表示）

部品費低減

治工具改善

半自動化

設計改善

コ
ス
ト
低
減

タ
ー
ゲ
ッ
ト

　あるべき姿
－　現状
改善ギャップ

あるべき姿
　＝未来

現状を要素分割

時　
　

間

改善・改良→革新へ

 
 

図表2-6-13　セル生産の応用・事例

あちらと思えば、また
こちら・・・疲れる！

立ったり座ったり

他社の真似（改善前）

やってはみたが、
ムダばかりだ！

改善後

同じようでも
随分違うわ！

　必要な部品、工具はいつも同じ場所から
順番に、最短・最早の方式でリズミカル生産！

正確な
サイクル
タイム生産
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なにも、現場の方々にセルを担当してもらい、苦労しながらの改善を願う、気づきを待

つ、ということをしなくても、冷静客観的に、また、短時間で、作業着手前に経済的で最

高効率内容な内容の編成が可能になるわけである。 
では、改善例を図表の右側に例示することにする。例は、組立順序に同期してターン・

テーブルのようなもので、常に手前 20cm以内に部品を提供する方式である。動線で示せば
判るが、ムダな動きは大幅に改善され左側のセル生産は 20%とか 30%も改善される。魔術
でもノウハウでもない。科学的分析を知る人なら誰でもこの種の案の提供は 10分もかけず
に提示出来る。また、これが科学的解析の特徴である。 

 
（３）多数存在するセル生産の形態 
ここまで、トップランナー方式と科学的解析による改善法の差異を示してきた。だが、

本書の目的は屋台や方式の評価ではない。あくまで工場レイアウトというマクロなレイア

ウトが出来た段階で、セミ・マクロやミクロに当たる各ユニットの最適化を科学的にどの

ように検討～解析して進めるかを目的としている。そこで、先に示したセル以外にも科学

的解析を経た多くのセル・ユニットがあるので、ここにミニ・レイアウトの例という形で

その種の例を示すことにする。まず、図表２－６－１４であるが、その種の考え方を示す

イメージを示したものである。要は、組立順序に応じて移動距離を短く、必要な時、必要

な部品を必要なだけ提供することが組立工程におけるユニット・セルの機能である。従っ

て、図表の左２件の内容は右２件の内容で行う方法が存在することになる。また、このよ

うに改善の基本を整理すると、図表２－６－１５のように多くのユニット・セル方式が生

まれることになる。 

図表2-6-1４　部品を流すセル方式

部
品

棚

部
品
棚

部品棚囲われ生産方式

近くの部品は良いが、遠くなると

動作のムダが発生する。

部品IN 製品OUT動作の減
ペースを

知りながら
生産性向上

組立順に

　　　部品を流す
製品を
　　払い出す

組立順、部品供給方式
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図表2-6-15　ターンテーブル方式（ワンセット化・配膳方式）

一人生産・組み立て忘れ？

問題の発生

ライン生産・ラインバランスと

　工程・作業者間の仕掛増加！
　問題の発生

屋台や方式：

動作の無駄の圧縮要求

人

要は、最少時
間でロスがゼ
ロならば

方法は多数！
科学的分析~チェック

生活にヒントは？

円卓部品提供式 配膳方式

製品

組み立て
順に部品
をJIT提供

食堂・弁当手づくり方式

コンベア部品提供式

後は比較検討選択のみ！

 

 
即ち、この考え方を用いれば、ターン・テーブル、ワンセットの食膳を配膳するように

手元に配膳する方式、ターン・テーブル上で組立を行い、部品は組立順にコンベアで提供

するという方式など、・・・であるが、このように、多くの方式が創出できる。動作の経済

性やスペース、作業条件などに従い、目的に応じて改善案の選択は自由である。要は生産

性が高く、習熟や作業がやり易い方式を選べばよい。なお、この種の例は組立作業以外に

も展開できる。過去、機械加工や組立ロボットなどを使って作業する現場ではサーキット

方式がかつて採用され、産業界で有名になったことがあった。図表２－６－１６にはその

種の例を示すが、U字に設備を並べ、物の流れと､工程と人の動作の３つを同期させる取り
組みである。多工程持ち対策という名で知られた内容のひとつである。このような方式は、

同じ設備群を持ち（多台数持ち）ロット生産する方式に比較して、仕掛低減と品質保証、

生産性の工場の３つが確保できる。もし、設備稼動率が 50％を切る場合、人を 2名､3名と
稼動率の条件に応じて投入する。このため、この方式は、多能化教育とゆるやかな競争環

境が作業者のレベル向上や技術向上､伝承などに大きく効く内容として用いられてきた。 
更に、筆者が作業改善を科学的に進めた結果、その形がセルのような形になってしまっ

た例を紹介することにする。一例だが、図表２－６－１７は鋳物の後処理工程を改善した

時の例である。重筋・高熱作業環境化で多くの工具や測定具を使っていた作業を見直した

結果、材料は大きいが、作業者が材料の周りを走り回るのを止め、ターン・テーブル操作

で手元に作業位置を持ってくるようにした。また、工具や測定具などの機器は必要な時に

必要なものを手元に提供する方式とした。結果は、図表の右側に示す形態となった。この
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方式の適用で、この仕事は大きき生産性が増した。また、作業者も疲れない、製品変更な

どの変化にも対応できる内容だった。ある方が、この改善が出来上がったのを見て、工場

のある方が「当社のような鋳物工場でもセル生産方式が適用できるのか！」と言っていた

が、「改善の結果、書や産業界で騒いでいるセルに似た形となっただけです。」と説明した

記憶がある。 

図表2-6-16　サーキット方式の代表的な形

設備群A　同じ設備の多台持ち

設備群B

設備群C

設備群D 設備群E
設備群F

人と物の
流れを一体化

　　　　　　させる

ｼﾞｮﾌﾞ・ｼｮｯﾌﾟ方式：
　工程別に機械を集約して生産と
工程間の管理をする方式

ロ
ッ
ト
生
産
に
よ
る

工
程
間
仕
掛
り
発
生
！

サーキット方式の
　　　　　　　基本形

設
備
Ｂ

設
備
Ａ

設
備
Ｃ

設
備
Ｄ

設
備
Ｅ

設
備
Ｆ

1個流し、設備稼働率最大とﾈｯｸ
工程を重点管理した生産方式

シ
ン
グ
ル
段
取
り

　

フ
ロ
ー
シ
ョ
ッ
プ
生
産

シ
ン
グ
ル
段
取
り

　

フ
ロ
ー
シ
ョ
ッ
プ
生
産

 

図表2-6-17　 ターンテーブル式セル生産

改善前改善前 改善後改善後

鋳物の後処理作業
歩く・探す時間が６０％、正味作業が

４０％、腰をかがめ、疲れる。やりに
くい。個人差が出る。・・・・と問題が

多い状況だった。

移動を無くす
には？

移動をなくす。
作業に応じて

道具を提供！

タ
ー
ン
テ
ー
ブ
ル

道具は
順次提供

移動なしで、JIT作業
　正味率９０％以上。　
工程内品質保証＋ゆとり増加　
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その次の図表２－６－１８はコンベアを活用し、暗室でザイグロという渦流探傷試験を

行っていた工程を改善した結果である。セルを意識してつくった工程ではない。2名の検査
員に 1 名の作業者が検査材を投入するのを見ていると、一見効率良い作業に見えた。しか
し、人は両手が使える。そこで、1日の作業時間を 1日の処理量を計算した結果、片手で材
料を取りシャトル式の探傷装置に入れる。片方の手に検査品を持ち検査し判定する、とい

う作業を行えば、充分、余裕を持ち、コンベアに追われることなく作業が出来る対策を図

った。この案を採用した結果、3名作業は 1名になった。だが、検査は暗室作業ということ
もあり、同種 2ラインを統合、結局、6人作業を 2名作業とし、同室で行い、安全な作業も
確保した。 
以上、セル方式という形を追うのではなく、ユニットの最適作業追求の結果、セルにす

べきか？コンベアにするか？を決めていただくことをお願いし、セル検討のまとめとする。 
最近（‘04年）発表されたセル生産適用企業の内容を「日経ものづくり」誌 2004年 7月
号を見ると、ここまでに記載した内容の解析と全く同じ内容が掲載されていて興味深い一

致がある。掲載内容はセル生産を導入展開した各社の取り組みとその改善内容が掲載され

ている。まず、他社の形だけを真似たセル方式は期待したほどの生産性の向上が得られて

いないことが記載されている。また、セル生産を進めた結果、優秀な多能化された作業者

の確保が難しいことや、変更容易とされているセル・ラインが実際にはそうではない例が

多く、適用企業のアンケートも、作業効率面では効率が良いとは全く思わない 1.1％、余り
良くない 13.5％、どちらでもない 23.6％、不良が少ないという項目についても、 

 

図表2-6-18　検査工程のセル化

発想を変えてよく
仕事の本質を探る必要が
ある。このラインでは1日に
何個生産すれば要のだろ

うか？時間測定すべきだ！

観測　　　　と　　　計算

暗室で検査

ザ
イ
グ
ロ

　
　

着
磁

材料投入

検査前の材料ワレ検査後の材料

検査前
の材料

ワレ検査後
の材料

　人には右手と左手がある。
動作経済の原則＋シャトル式
のｻﾞｲｸﾞﾛ＋着磁装置で充分
処理可能な作業として実現！　

　人には右手と左手がある。
動作経済の原則＋シャトル式
のｻﾞｲｸﾞﾛ＋着磁装置で充分
処理可能な作業として実現！　

算定結果：
（正味労働時間）÷（1日の生産量）
　　＝１０数秒／個　
　　→　　一人で充分対処可能！

定
量
的
な

　

チ
ェ
ッ
ク

判った！
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全くそう思わない 4.0％、余りそう思わない 21.8％、どちらでもない 33.6％という内容
だった。また、コンベア作業との比較がなされているが、結論は「よく中身を吟味すべき」

という内容が記載されていた。全く同感である。 
また、「セルにすれば必ず問題解決される」という方がいる「責任感が高くなる。」「やり

がいが高まる。」「肉体疲労が少ない。」という内容も流れ作業との比較でアンケートされて

いるが、セル生産が全て優位という内容ではない。この文献が発表された時期、たまたま、

同じ時期に JMAで筆者が担当講師をして本書に記載の内容の研修を行っていた。研修会で
は、多くの討論を経て、このテーマを検討した。そこでの結論を図表２－６－１９に示す

が、「セルとコンベアのハイブリッド式が良いのではないだろうか？」という結論となった。

要は、先の日経ものづくりの結論と対策事例は全く同じ内容であり、セルとコンベア比較

論の前に、 
① ターゲット・コストを先見的に決めること、ターゲット・タイム達成には 
② WF法やパントマイム法を使い、徹底的に効率良い方式を数種テストすること、その
後、 

③ セル・ユニットの方式と近く導入すべきローコスト自動化や技術革新手段の折り込み
と対策を計画すべきことが大切である。 

ということになった。このような内容を含め、セル・ユニットの構築や検討に当たられ

る方々は、ここまでに記載した内容を基本にされ、最適なセル・ユニットを科学的に検

討していただきたいと考える。 
 

図表2-6-19　コンベアとセルの比較
一般論、書や文献で研究したものを企業にそのまま信じ込んで適用することには問題がある。

コンベア？　／　セル？

課題
　①　生産性？　　②　多能化教育？
　③　物流（ライン、部品の準備、・・）？
　④　設備投資？　⑤　品質保証と評価？
　⑥　スペース効率？
　⑦　変更容易性？　

コンベアが良い！
　　　　　　　　　　　　いやセルだ！

・　ガイド：異なる柵を種つくり比較検討

　　（レイアウト設計の基本）
・　パントマイム・テスト
・　ＷＦなど科学的な解析

事例解析
１，比較検討項目を参考に、各方式の欠点を
　　クリアーする手段が取れれば、どちらの
　　方式でも良い。
２，人材早期育成、やる気、改善力強化・育成
　　はコンベア、セルに関係なく必要
３，コンベアの利点／欠点
　　セルの利点／欠点
　　を組み合わせたハイブリッド方式も
　　考えられるひとつの対策である。

コンベア／セル方式の決定は、個々に

製品特性、作業特性、作業レベルや
投資環境、・・・文化に合わせて選択すべき

コンベア／セル方式の決定は、個々に

製品特性、作業特性、作業レベルや
投資環境、・・・文化に合わせて選択すべき
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２－７、仕掛低減のための数学的解析について 

 レイアウト改善の狙いは全体として構築された最適レイアウト全体とその要素である、

各ユニット・セルの最適化を理想に近い状況で実現させることにある。また、ここに現代

の最良技術を駆使し、最良効率にすべきである。そこで、一手段として、作成した新レイ

アウトが数学的に見て問題点が無いか否かを評価すべき手法を紹介することにする。この

対策に OR(Operations Research)の活用があるが、レイアウト構築の上で、関係者が知っ
ておくべき内容を紹介することにする。 
  
(１) ORにおける仕掛量のつかみ方について 
 仕掛量の算定にはＯＲの在庫理論を参考にする事が効果的である。“在庫理論”は仕掛と

搬送回数・費用と保管費用のから最適発注・搬送ロットとタイミングを決定する目的で数

学的解析を行う手法として、また、“待ち行列”はランダムに訪問する顧客の状況を仮定し、

対応する窓口を幾つ設け、どの程度の時間でサービスを完了すれば、顧客の待ちが許せる

範囲になるか？を数理的に解析することを目的に研究された手法である。特に、待ち行列

は 1960年代に登場、急速に適用が増した初期のコンピュータの処理時間が、今のようにイ
ンターネットが組めない、また、処理時間や容量も極めて劣る、という技術環境の中で、

中央処理装置につなぐ数種の端末の台数へサービスが間に合うか否かを、事前調査、検討

をするために大きく発達してきた手法である。難しい理論は専門書に譲ることにして、OR
の特徴は多くの数学的解析により、極めて簡単な評価式で多くの検討が出来るようになっ

ている。では、在庫理論を用いた、最適仕掛の算式を下に紹介し、その解析内容を紹介す

ることにする。難解な算式誘導は専門書をご覧いただくことにして、在庫理論によると、

最適仕掛量（最適ロット）は次に示す算式で決定される。 
      

 最適仕掛量＝                        （A式）
1個当たり仕掛費用 

2×搬送 1個当たり費用×年間必要量 

 
 

 

Ｋ（搬送費）×Ｄ（年間必要数） 

ｘ（1個当たり搬送費） 
 

+ｉ（仕掛費年率）×Ｃ（仕掛品の単価）×ｘ 

          2 

TC（総費用）＝ 
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ｄＴＣ  ＫＤ  ｉｃ          2ＫＤ  
ｄｘ   ｘ2   2            ｉｃ 

＝    ＋    → ｘ０＝   

 では、この算式を利用し、仕掛の増減を数学的に解析して行くことにする。（A式）を利
用すると、次の様な事が解る。ここで、もし、生産量が 2 倍になると、仕掛置場のスペー
スはどれ位必要か？と言う設問を設定したとする。一般には仕掛スペースは 2 倍になるの
ではないか？と考えてしまうことがあるが、そうならないことを在庫理論が教えてくれる。

数学的には、仕掛量Ｘ０は√で効くことが既に（A式）で示されているからである。この解
析を使うと、生産量が倍になっても、在庫や仕掛かりは√2＝1.4 倍しか増えない。3 倍で
は√3≒1.73倍となる。逆に、この事は、生産量が半分になっても、1／√2＝0.7倍であり、
半分のスペースにはならないことがわかる。この事はレイアウト設計上、仕掛場の大きさ

を決める上で大変重要な内容である。 
また、この式を用いると段取り対策に対する解析が出来る。この状況を図表２－７－１

に示すことにする。また、10 分以内に行うため故新郷重夫氏が進めたシングル段取りの進
め方を図表２－７－２に示すことにする。シングル段取りはこの算式の前提条件を大きく

覆した。我々は、最適ロット決める算式には前提条件がることに注意すべきである。 
 

図表2-7-1　在庫理論と仕掛～最適ロット理論を変えた　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シングル段取りの意義

TC = 総コスト曲線
　　　輸送費用＋保管費用

保管費用＝保管量の増加に
　　　　　　　　比例して増加する

輸送費用＝大量輸送の量に従い

　　　　　　　　費用は反比例的に
　　　　　　　　低減する

保管費：B

↑　

費
用
輸送費：A

TC:総費用＝A+B

最適ロット＝総費用最小の個数

ロットの大きさ　→　大

OR理論：前提条件
　　　　　　　を基に成立

段取り時間を大幅低減　←　ORでは段取り時間は低減が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　出来ない！と考えていた

最適ロット＝低減すれば費用は低減できる内容となる。

保管費用：ロットが増す程増加する
　　　　　　　シングル段取りになると
　　　　　　　大ロット化には魅力がない　　

↑　

費
用

シングル段取り：一般に考えていた前提を変革させた内容

 
 
数学は、その前提条件が崩れると、理論自体が崩壊するからである。シングル段取りは

見事にそのことをやってのけた。この内容を図表２－７－１の下の図に示すが、この解析
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を見る通り、最適ロットの内容は右に移り、小ロットになればなるほど TCという総費用を
低減させる。故・新郷氏のご努力は ORの前提条件を見直したことにも価値があった。 
この種の内容は他にも多数の例がある。21 世紀になるとき、学者が「2 足歩行ロボット
は実現不可能である。」という学説があった。だがホンダの技術者がＰ-3(現在、ロボット名
“アシモ”)を出現させ、学説を崩壊させた例がある。新製品開発や新技術開発も数学や学
説と同じく、必ず前提条件がある。前提条件の範囲で答えは正解になるが前提条件が異な

れば解が大きくことなることに、我々は注意を払うべきである。 
 

図表2-7-2　段取り替え時間のシングル化の進め方

段
取
替
え
時
間

内
段
取

外
段
取
へ

改
善

応援
調整なし取り付け

Ｓ段取

一
発
立
ち
上
げ
不
良
ゼ
ロ

努力の度合い

現状を分析して、実態把握の中から、設備を止めなくても外部で出来る段取りを「外段取り」
として区分する。要は、「内段取り」と称する設備をどうしても止めなければ出来ない要素作業
のみを残し作業する方式に切り替える。

内段取り作業を改善する。例えば、現在、投入中の金型を
台車に乗せ待機し、カセット交換同方式で交換する。位置
合わせや調整という作業は簡単な治具や工夫で調整なし
で投入し、ワンタッチ締め具でセットを完了するなどの工夫
や、仲介治具を用意しておいて、外でプリセットしたものを
治具ごと投入することにより調整の排除と共に時間短縮
した状況で交換・取り付けを終了する。

短時間の段取りしした状態で、もし、人が移動
して段取りをするのであれば応援作業で時間
短縮を図る。

油圧締め具、IT活用
など、高価な技術投入
で時間を下げる。

 
 

 
（２） 待ち行列を利用した仕掛（待ち長さの低減）評価 
次に、待ち行列を使い、段取時間の長/短で仕掛がどのように変化するか、について解析

することにする。理論はともかく、待ち行列理論によると Lqという、窓口にランダムに訪
れる顧客の待ち数は（B-1式）のようになる。また、Wqという待ち時間は（B-2式）とな
る。この算式を用いてランダムに訪れる顧客に対し、サービス時間をどの程度にすれば待

ちが無くなるか？という解を数学的に算出する。この解析はそのまま工場における仕掛低

減の評価を行う際に利用できる。従って、レイアウトの内容を評価する時、待ち行列の理

論が利用される例が多い。 
 
 
 

（1－ ）  λ

μ

２ 
λ：単位時間に設備Ａにやってくる材料数の平均 
μ：１個当たり材料が受ける加工時間率（１個／加工時間） 

Ｌq（待ち行列の長さ）＝ 

     ∥ 

 157仕掛数 



                                    
                              ・・・・（B-1式） 
 
 
 
【待ち行列】 

  

Ｌq（待ち行列の長さ） 

λ：単位時間にやってくる材料の数の平均（個／時間） 
Wq（待ち時間の平均値）＝ 

…………（B-２式） 
 
では、待ち行列理論を活用して、各設備のサービス時間に当たる生産（工程における処

理、製造の）時間（ST＝標準時間やMT=機械における処理時間）と、仕掛（待ち）の状況
がどのようになるか？について解析する例を紹介することにする。 
 〔待ち行列計算の例〕  
 前提条件：80 個／時間平均で前工程より材料が到着する。この工程で、製品は平均 10
秒／個で処理されるものとする。この状況では、10秒／個×80個／時間＝800秒／時間で
あるから、800÷3600 秒＝0.22 であり、平均的には待ちは無いと判断される。しかし、到
着時間にバラツキがあり、処理時間にもバラツキが存在するという条件で、この判断が成

り立つであろうか？実際には平均値に幅を持ったサービスによる影響はどのようになる

か？という疑問に対し、先の(B-1式)と（B-2式）で計算すると次のような結果となる。 
・待ちの行列の平均は 0.0634、100分の 6.3程度の待ちが発生する事がある。 
・待ち時間は、長、短あるが、平均 1.43待つ時もあるが、直ぐ処理される事もあり、その

平均は 1.43秒という状況になる。 
この結果から、待ち行列で算定すると、平均値では仕掛が発生しないと思っても、この

ような条件で生産が行われると仕掛が必ず発生することが判る。 
 

λ＝80／3600  μ＝1／10 ｄ＝λ／μ＝2／9 
 

（   ） 

  

2

Ｌq ＝           ＝0.0634 
（1－    ） 

 
Ｌq      0.0317  

Ｗq ＝    ＝         ＝ 1.43 
λ  （80／3600）  

2 
9 

2 
9 
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 もうひとつモデルを定め、計算を試みることにしたい。モデルは 80個／時間平均で材料
が到着すると仮定することにする。また、処理は平均 40秒／個だったとする。この場合も、
80×40÷3600＝0.89で待ちが発生しない様に見えるが、実際には前品が到着したばかりだ
と、次の材料の処理は待ち、次の材料が来ない内に又その次が来て待つ、ということもあ

る。仕掛が発生する例もある。では、この様な状態で、実際に仕掛がどのようになるか、

待ち行列理論で算定をすることにする。結果は、平均 3.56個の待ちが発生し、待ちは 160
秒／個の平均となる。また、このモデルで待ち行列と待ち時間をサービス時間との関連で

計算すると、図表２－７－２のようになる。 
 λ＝80／3600  μ＝1／40 ｄ＝λ／μ＝8／9 

 
（  ）2

Ｌq ＝            ＝7.12 
（1－    ） 

 
Ｌq      3.56  

Ｗq ＝    ＝          ＝ 160.2 
λ  （80／3600）  

8 
9 

8 
9 

 
 
 
 
 
  
 
以上、このような検討を事前に加えないで操業上の条件を平均値と勘だけで判断すると、

実際に新ライン適用と同時に、「まか不思議である。」「なぜ？予想しないことに遭遇するの

であろうか？」という問題に遭遇することになる。従って、事前にこの種の解析を行い、

各種対策を進めることは重要なチェックである。なお、事前のチェックが必要だが、この

種の内容は先述の SLAM-Ⅱのようなシミュレーション・システムに組み込まれているので
利用することをお勧めしたい。シミュレーションを活用した操業時の問題の検討に当たっ

ては、この種の検討ができるようになっているからである。だが、ORの解析を知らないと、
問題発生時、その原理（メカニズム）が理解できないのでご注意願いたい。 
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図表2-7-3　待ち行列を使ったモデル計算結果

0014，0．60．034，1．00.634，1.430．10，　1.9　　　　　10秒

0.16，　7．50．50，　151．34，　30　4．1，　75　　　　　30秒

0．36，　161.34，　407．12，　160　∞　，　　×　　　　　40秒

0.134，60　∞　，　×　∞　，　×　∞　　，　×　　　　　60秒　　　

　　40個　　　60個　　　80個　　100個
　　時間当たりの材料

　　　　　　　　　到着数

1個当たり
　サービス時間

Lq　＝
　　λ２
µ（µ－λ）

Wq　＝
　　λ
µ（µ－λ）

Lq　＝
　　λ２
２µ（µ－λ）

Wq　＝
　　　λ
２µ（µ－λ）

　1個当たりの
　　　平均待ち時間

　　仕掛数

（待ち平均の長さ）

処理時間が一定の

　　　　　　　　　　　場合

処理時間がばらつく

　　　　　　　　　　　場合　　　　項　　目

λ：単位時間にやってくる材料到着数の平均（個/時間）
µ：1個当たり材料が受けるサービス（処理）率（個/加工時間）

 
では、待ち行列を活用した内容を例に、対策の一例を示すことにする。先のモデルでは

処理時間が分布を描く内容を紹介したが、ここで、もし、標準化の徹底や自動化という手

段を駆使して一定時間で処理できる方式切り替えるとしたら、その結果はどのようになる

のであろうか？この答えも、次の算式がその解を与えてくれる。 
 

（   ） 2

Ｌq ＝            ………（C-1式） 
2（1－    ） 

 
Ｌq   

Ｗq ＝       ……………（C-2式） 
2×λ   

λ
μ

λ
μ 

 
 
 
 
 
 
先の（B-1 と２）と（C-1 と２）を比較すれば判るが、（C-1 と２）式の分母が 2 倍にな
っている。このことは、一定時間で処理する、という内容が仕掛量、工程の待ち時間とも½

になる事を示している。要は、ＪＩＴや自動化等で一定時間処理の方式を追求するという

対策が仕掛低減に大きく効く内容を示すものである。 
以上、レイアウト改善に直接関与する OR による数学的常識を例示した。この種の内容
をレイアウト改善前に知っていると、レイアウト構築やシミュレーションをする前に、ど

の様な工程編成をすべきか？というアイデアや対策を得る上で役に立つ。その種の内容を

下に例示しておくことにするので参考にしていただきたい。 
  〔工程編成に当たって効果的な対処〕……数学的処理を利用 
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   （ⅰ）前工程より後工程の処理能力を強くしたレイアウト構成にすると、材料待ち、

リードタイムの短い工程編成が組める。 
   （ⅱ）段取り時間は、設備設置前から極端に短くなるような工夫を加えておくと、

小ロット多種品の流れでもスムーズな物流が可能となる。 
   （ⅲ）ネック工程の様な工程は自動化等を進め、定時間（又は処理時間のバラツキ

が極めて少ない）処理を行う様にすると、材料の仕掛り、リードタイムを減

らすことが出来る。 
 

 161



３、CIM構築と情報レイアウト設計・改善手法：SLIM-Ⅱ 
 自動車の車体に相当するハード・ウエアという最適・新レイアウトが構築されると、つ

ぎに必要となるのはその制御系であるソフト・ウエアとなる。パソコンでもそうだが、電

子回路の集まりがいくら最新、優秀でも有効なソフト・ウエアが搭載されていなければ何

も機能しない。レイアウトも然りである。いかに良いソフト・ウエアを構築、搭載すべき

かが本章の課題となる。自動車やパソコンを例に用い、ソフト・ウエアとうと ITやコンピ
ュータ・ソフトの固まりばかりであるが、レイアウトのソフトは人間系のシステムがそこ

に介入する点が、コンピュータのソフトと大きく異なる。このような内容を含め、生産管

理システムという名前で総称される内容の具体化について、順次、その対策手段を解説す

ることにする。 

３－１，情報工程分析による生産管理システムの現状把握 

 （１）情報をつくる工場という情報システムの捉え方 
市場の変化に対応し、必要な製品をタイムリーに生産する為には新しいレイアウトの運

営（自動車でいうと運転技術）の確立が必要になる。工場にはものづくりの工程があり、

各工程に、人、設備、物の働きかけを効果的に行うことにより製品実現を果たす。管理部

門の仕事に対しても『情報をつくる工場』という考え方を用い、その配備と改善を行えば

よい。そこで、以降、このような対象を『情報レイアウト』と呼び、最適化の方法を追求

する手法を紹介することにする。なお、ここでは、その運営方法も含め、現代の智恵と技

術を駆使して、効率よいスッキリしたライン化を図ることが課題となる。このような情報

レイアウトの分析～改善も、工場のレイアウト構築と同じく、現状を精細に把握すること

から始め、各処理工程の機能を徹底して見直し、理想－現実＝改善ギャップと考えて改善

を図る、という手順で進める内容も対象が“物の流れ”から“情報の流れ”に移るが、そ

の攻め方は全く同じである。では、まず、工場生産と情報処理の関連を図化することから

現状把握をスタートさせることにする。 
図表３－１－1 は製造現場と工程管理を行う情報システムの関連をイメージとして図化

したものである。製造ラインを制御する形で情報処理システムが活動し、Ｐ（計画）－Ｄ

（実行）－Ｃ（チェック）という管理の輪を回す。また、この活動を通して顧客ニーズを

満足する対策が情報処理システムという管理・制御系活用の目的である。かつて、ここに

は CIM(Computer Integrated Manufacturing System)という対策手段があった。CIMは、
受注～生産～出荷～納入までの一通貫にコンピュータで管理できるところは管理して行こ

う、基幹情報処理（読み、書き、そろばん、メモ、ファイルで代表される機械的な情報処

理）は出来るだけ ITを活用して行こうという取り組みである。また、このように、IT利用
の目的は、この種の業務を人から機械に移し、人はもっと創造的な仕事を進めて行こうと

いう意味がある。情報処理システムにおいて、IT は有効だが人の活動を助けるために登場
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した 1 つの道具であって、目的でもなければ、主役でもない。我々はこのことに注意しな
がら情報処理システムの見直しと活用法の探求を進めて行くべきことになる。 

 
図表３－１－1 生産管理、その工場における位置づけと役割り 

 
 

 

〔受注情報〕 
仕様、量、 
納期、売価、 
納入先 

生産管理（情報一元化） 

1.物、情報の事前段取 
 （よい物をつくるため） 
2.日々管理システム 
 （ムダを極小化した生産） 
3.生産実績のタイムリーな把握 
 （高度QCD管理と体質レベルup） 
 

〔販売情報〕 
売上、品質、仕様上の要求 
他 

情
報 

分析 
加工 
処理 
保管 

安く、 
早く 
確実な 
情報 

考える 
 ＝ 
活用 

～

情報をつくる工場 

情報の活用と改善 
1.判断の最適化 
2.情報の有効活用 
3.創造と改善 

製造ライン（プロセス） 

 

ＳＥＥ 
↓↑ 
ＰＬＡＮ 

人、物、設備、計測、方法 
生 産 活 動 

物をつくる工場 

材料 製品 

PLAN DO 

Q C D S M

バランスの取れた活

動 

必要な時 
必要な物を 
適正価格で 

 
（２）情報レイアウトの改善手順と実務的対策 
では、情報処理を行う情報レイアウトの改善、最適化をどのように進めるか、という課

題に入ることにする。情報レイアウトの改善は図表３－１－２手順に従って進める。なお、

現状分析には情報工程分析を使用する。過去、この種の手法には『事務工程分析』という

手法があった。数 10もの記号を活用して専門家が分析する手法である。だが、よく見れば
判るが、その内容は工程分析を応用した複雑怪奇な分析手法に編成しただけであり、基本

は工程分析である。そこで、本書では、最も活用しやすく、記述も容易、改善検討も進め

やすい工程分析を用い、情報レイアウトの分析～改善に当たることにする。先にひとつの
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製品の工程を追い改善を進める方法を紹介したが、情報レイアウトの改善に当たっては、

“物”の流れの分析を、“情報”の流れに置き換えて取り扱えば良い。また、正味＝情報処

理、検査＝情報のチェック、照合、運搬＝伝達、郵送、通信、保管＝ファイル、キャビネ

ットなどへの種類の保管という考え方をすればよく、改善もＥ（省略）、Ｃ（結合・同時並

行処理）、Ｒ（置き換え、IT などの道具の利用）、Ｓ（単純化）の改善手法をそのまま、形
を変えて活用すればよい。 

 
図表３－１－2 情報レイアウト改善（ＳＬＩＭ－Ⅱ）のステップ概要 

 

  

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） 

     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 
               コンピュータ活用はこの一例） 

トップダウン目標と 
ボトムアップ目標の結合 

 
 では、図表３－１－２の手順をどのように活用するか？という解説に入る前に、情報工

程分析を活用した現状分析（情報レイアウトの解析）と改善の方法を例示することにする。 
 図表３－１－３をご覧いただきたい。これは、JIT納入対策前にある企業の情報工程を解
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析した事例である。この事務手続きは次のような内容だった。協力会社へ納入を依頼して

いる企業がコンピュータで打ち出した生産計画に基づく伝票を届けたところから、この分

析をスタートする。まず、指示伝票Ａにより協力会社が生産する。つぎに、受注品が注文

量に間違えなく生産しているか否かをチェックし、製品名と個数を記載する。その後、発

注先の工場の出荷工程に製品と伝票が運ばれるが、ここで、また、注文内容と納入内容と

個数に間違えがないか否かをチェックした後、承認印を押し、発注台帳に照合し、納入受

付完了とする。その後、伝票 Aと台帳は保管されるが、20日になると協力会社から納入し
た製品に対し支払い請求が来る。伝票 B が請求書である。そこで、納入先の企業は台帳を
引き出して納入済み製品であるか否かを確かめ、納入品に対し支払いを行う。以上のよう

な内容がこの図表の左側が示す現状分析の結果である。  

図表3-1-3　情報レイアウトの改善例　　

次の担当者へ送る

伝票A

伝票Ｂ

台帳＝ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌｧｲﾙ内容記入

計算

担当者捺印

転記

課長捺印

伝票Ａ保管

台帳捺印
～保管

納入伝票

請求書請求書と台帳
の照合～支払

台帳保管 請求書保管

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行～指示

改善前・現状分析

改善

改善例

○：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

＋

台帳

台帳/伝票保管

　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。

 

 
 現状分析が終了すると改善が開始される。改善に当たっては図表３－１－４の内容を参

考にするとよい。ECRS の活用である。では、このような改善の方法を活用して改善した
結果を図表３－１－３の右側に記載することにする。改善結果は次のようになる。まず、

依頼先へコンピュータで注文書を提出するとき、バーコードで伝票 No.を伝票上にアウトプ
ットする。伝票には納入期日、場所を記載し、現場直納（JIT納入）を指示する。また、支
払いも 20 日払いを明記しておく。全てを IT 化するわけである。このようなシステムで、
もし、万一、20 日に入金がない場合、これは異常事態を扱うシステムなので、これとは別
に定めた異常処理ルールに従って処理すべきことになる。当然のことだが、通常の状態で

発注個数と納入個数が異なることはないはずである。そのためには、容器や員数が一目で
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判る工夫を行えばよい。この例では、このような対処で、納入は現場へ直接 JIT 納入する
ことになった。具体的な対策としては、伝票 No.をバーコードでコンピュータに登録、また、
自動的に納入確認と協力会社へは 20日に自動支払い（振り込み）ができる方式にした。そ
の結果、この例においては、伝票枚数の減とムダな計算や製品名の記載などが改善された。 
 先の例もそうだが、情報の流れは多くの職場や方々が関与する例が多い。また、個々に

分かれた仕事は各担当により短時間で１件毎の処理が簡単に済む例が多い、この種の内容

は、担当者の説明を詳しく聞き、始めてその内容が判る例が多い。このように、情報処理

という内容は目で見て実態や問題が分からないという特質がある。だが、このように工程

分析を使い分析すると、その問題も目で見て判るようになり、改善が進めやすくなる。 
 
 図表３－１－４ 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 

ECRS 
区分 

 
工程分析 

Ｅ 

無くす、省略 

Ｃ 

結合、分割 

Ｒ 

置換、並行処理 

Ｓ 

自動化、ＣＰＵ化 

○ 
情報加工 

・機能していない仕

事は省略する 

・事前処理で事後処

理を無くす 

・2 カ所で類似の作

業は統合する 

・情報処理は集中化

す   

 る 

・マクロなものは具

体的指示とする 

・時刻を決め分割処

理する（夜間利用

等） 

・コンピューター、

W/P 等へくり返し

業務は置き換える 

・標準化、マニュア

ル化、 

◇ 
検査、照合 

・○作業中に◇が出

来る方式を取る 

・アラーム処理をす

る 

・項目を無くす 

・検査は 1 ヵ所で集

中して (責任体制

見直し)行う 

・重点管理項目のみ

行う 

・各工程で分散 

 責任明確化を図る 

・日々管理の様な分

割を図る 

・アラームシステム

をつくり、リスト

等でも報せる 

⇒ 
伝達、運搬 

・ムダな経路は切る 

・目で見る管理等で 

書類等省略 

・伝達経路を見直し

統合する 

・時刻を決めたい量

処理する 

・分散配布、伝達の

同時並行処理とす

る 

・異常処理ルールを

つくり重点管理す

る 

・LAN、POP等のオ

ンライン処理手段

を使う 

△ 
保管ファイル 

・紙を無くす 

・CPU等はカウンタ

ーをつけ利用頻度

の少ないものはカ

ットする 

・ファイルを統合し

一元化する 

・外注、営業、関連

企業情報も統合化

する 

・必要な情報を必要

な部門のみで保管

する 

・検索手法を分散化

す   

 る 

・ゼロックス C/D マ

イクロフィルム等

を利用する 
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 IT化は情報処理システム化の一手段である。また、現在、多くの場で各種 ITシステムの
構築や売り込みが盛んに行われている。だが、導入した結果、失敗、やり直し、変更に多

大な工数を要している例や、適用してしまった ITシステムが多くの欠陥を持つのに人が振
り回されている例を見ることがある。また、この種の例には、事前に情報レイアウトの実

態把握を行わず、思いに頼るだけの行動が産んだ問題であることが多い。IT システムの中
身はなかなか目にとらえ難い、頭の中だけで考え、「優秀な方々が作成したのだから欠陥は

ないはずであろう。・・・」ということで現状をよく分析しないで IT システムを導入した
結果、問題をきた例が多い。この種のひどい例では、この種の失敗を引きずって ITシステ
ムのおもりに企業の多くの関係者が振り回されるものもある。やがて関係者が困窮する仕

事の中から、「変更して欲しい！」と要求し、手直しとなる。当然だが、この場合は多大の

時間とコストをかけることになる。その結果、この種の経験をした方々は「IT システムほ
ど固い（ハード）ものはない！」という表現で ITシステムの問題を訴える結果となる。こ
の内容は工場レイアウト設計上の検討不足で発生する問題に似ているが、目に見えないこ

とや、改善しても成果が少ないので、関係者の方々は、現在の問題はよく判っているが改

善されるまで我慢しながら問題をかかえ仕事を続けることになる。このような事例を見て

も、情報システムの具体化に当たっては、まず、事前に、工程分析による現状把握を行い、

モレのない検討をスムーズに進めることが大切であることがわかるのではないだろうか。 
 では、工場における生産管理システム具体化に当たって、どのような分析と検討を進め

るべきか？という実務的な内容を解説することにする。図表３－１－５は具体的に情報工

程を行う際に用いた方法である。まず、工程分析を主体に、多くの現状把握データの収集

を行う。次に、現在使用している実際のメモや伝票といった内容まで集める。こうしない

と、単に、聞き込みなどによる内容を基にすると実態とズレを生じてしまうことがあるか

らである。また、現状把握を詳細に行う理由は、先の失敗例や変更に苦労している例が示

すように、事実分析を行う意義は、あるべき論やいつも苦労して行っていることが無視さ

れた結果、システムを構築後、運用時に問題となるケースがあるが、この種の問題を未然

に防ぐためである。先駆者たちは、「IT化の役割は人が行う仕事の工数を単に下げるだけで
ある。IT化されても仕事の本質は変わらない。また、ITが改善を考えてくれるわけはない。」
と教えている。このため、筆者は、新システムの案が出来上がった段階で、人手で IT化す
る内容を実施し、その中から IT化で仕事の処理内容がどのようになるかを関係者に知って
いただく方式を採ってきた。このようにすると、問題の事前検討、隠れた問題の発掘と対

策、更には、関係者を新製品開発で行うデザイン・インに相当する方式で多くの問題の対

策が進む例が多かった。また、この方式を進めると、実務的な内容の検討が事前検討段階

で大きく進むということも経験してきた。やはり、この道の先駆者の体験は参考にすべき

である。先の図表３－１－２の手順２にこの内容を入れたのは、ここ迄に述べてきた理由

によるものである。なお、この種の対策に当たっては、関係者からいただいた改善要求は
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カード式・要求関連化法などを用い、情報レイアウト改善思想ということで体系化した図

表にすると、関係者の参画も得やすくなり、また、新情報レイアウト作成の際、各種対策

内容のチェックやベクトル合わせに有効である。このような筆者体験によるまとめかたを

イメージとして図表３－１－６に示したので、参考にしていただきたい。 
 
図表３－１－５ 情報レイアウト改善に当たって調査、検討すべき内容 
 

 

現状分析 

（実際に関連する仕事をしている人） 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
ﾁｰﾑ 

〔聞き込み〕+〔情報分析〕 
書類 
メモ 

（含む口頭の情報） 

問題点 
 列記 
1.…… 
2.…… 
 

CPU裏紙等 ビラ （現状）情報機能分析 

（地図 No.付き） いつ、どこ、何を、どの程度（時間 or工数） 

旧・番地 

問
題
点 

利
用
者
と
方
法 

記
載
事
項 

情
報
名 

No.

〔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。 
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図表3-1-6　BSCの考え方を利用したカード式対策関連図
例：業績の
　　　　伸び

　人材
・○○が出来る人材の育成
・アウトソーシング○○活用
・○○技術の導入

　財務
・業績向上
　○○を目指す
・体質強化○○

　業務ﾌﾟﾛｾｽ
・社内業務のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
・○○を進め、○○を実現する
・テーマ別○○ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実現

　お客様の視点
・○○のニーズを掘り起こす
・○○市場、ニーズに対応する。

人　　スキル
名　　・　・　　・

0
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では、図表３－１－５に話を戻し実際に工程分析と関係者の活動調査、並びに、現場で

実際に使用している書類やメモなどの実態調査内容を紹介することにする。工程分析は聞

き取り調査で行う。この時、調査側は、受注～生産～出荷～納入～入金完了に関係する方々

に直接面接し、実際に使用している実状を確認しながら工程分析を行う。既にパソコンな

どで処理が行われているものは使用画面をアウトプットするなどして、各工程で行われて

いる情報処理の内容を把握する。このような調査に当たっては、関係者をプロジェクト推

進室に呼んで聞く方式が多いが、この際、ISO9000の８大原則の７番目に従い、『事実に基
づくアプローチ』を柱にして進めていただきたい。実態調査、使用書類や情報、情報の処

理過程や問題点、希望点を中心に話を聞いて行く方式の方が、想像で検討する方式より優

れているからである（現場調査に当たっては、必要に応じ、調査室から出て、現地で現物

確認を行うべきことを注意書きした）。いずれにせよ、実態調査後は、必ず、現地の状況を

確認するようにお願いしたい。なお、このような場合、調査を行いつつ、実務を担当する

関係者から情報システムの改善のためのアイデアも集めることになるが、この種の内容は

別途、色付きカードを容易しておくとよい。また、工程分析を記載する大きな模造紙に番

地をつけ、アイデアの適用箇所を明確にしておくと後で役にたつ。このような手続きで、

図表に示す①工程分析、②問題点記載表、③工程分析と共に進めた各情報処理工程の機能

を明確する、という３つの内容をアウトプットする。以上が情報工程分析の実務的な進め

方である。 
 図表３－１－２の手順１、２は同時並行に行う例が多い。だが、このようにして工程分

析を中心とした実態調査と問題点の把握が全て終了すると、つぎの段階は第３番目の手順、
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改善の追求に入ることになる。この対策のイメージとアウトプットを図表３－１－７に示

すことにする。図表をご覧いただくと、狙いとするアウトプットが判るが、また、当然の

ことであるが、改善に当たっては、まず、What（何を：目標）、Why（何のため：対策理
由と成果）を明確にすべきであり How to（手段）を先行させるべきではない。要は、情報
レイアウト分析～改善に当たっては、情報システム全体を改善（または、革新）する思想

を定めてから改善に着手すべきである。 
 
図表３－１－７ 情報プロセス改善のイメージと改善に必要な要素 

 

 

 

改善追求 

改善案追求 

新情報、各工程の情報機能, 

（全員） 
理想情報レイアウト検討 

情報 

物流 

1    ～    N 

利
用
頻
度 

利
用
者 

記
載
内
容 

機能 
情
報
名 

No. 

目標・目的の 
整理(確認) 

 
1.…… 
2.…… 
 
・改善思想策定 
・進め方決定 

改善案 
1.…… 
2.…… 
3.…… 
 

番 

地 

記 

入 

(現状)情報機能分析用紙    
……………旧番地 

新情報レイアウトで 

何をするか記載する 

まとめ 
改善前、後 
改善内容と効果 

チェック 

 
情報レイアウトの改善の具体論に入ることにする。分析に当たっては、まずWhatとWhy

を考え、これを改善思想という形で設定する。この改善思想は今後の解析や改善、各種意

思決定に当たって方針となる。なお、項目は多数を記載するのではなく、箇条書きで２～

３点程の内容とすべきである。この対処が終わると、次の手順は、情報レイアウト全体を

改善してゆく段階に入る。最初から、余り詳細に入り込むと、時間ばかりを費やしてしま

う。そこで、大枠を決めるつもりでマクロな改善を先に進める。この内容は、工場レイア
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ウト設計に当たって、全体のレイアウトの改善を先に進めた後、各ユニットの最適化を行

う手順と全く同じである。なお、情報レイアウト改善案の抽出も、「３案比較を実施せよ。」

とまでは言わないが、少なくとも２案は作成し、先の現状分析の時に集めた問題点や改善

希望も入れて改善案を検討すべきである。このような手続きで採用となった改善案は、先

に調査した現状把握の工程分析のどの部分をどのように改善し、どのような改善成果が得

られるのか、と言った内容と共に、改善した箇所の番地と改善後の工程分析地図の番地を

記載し、改善内容と位置を明確にすることを行っておくと、過去と新情報レイアウト対策

の比較や、検討時の抜けなどが少ない状況となる。このようにして、①新情報レイアウト

を示す改良後の工程分析内容、②改善内容と箇所、効果（狙いを含む）、③新情報レイアウ

トの個々の処理で果たす機能という３種の資料を作成する。以上、最後に、この３つの資

料が、最初に作成した目標、目的、方針と矛盾していないか否かをチェックすることも忘

れないでいただきたい。 
 つぎに、理想案という将来案策定と、ここまでに策定した案とのリンケージを考える段

階に入る。ここまでのつめで、現状の情報レイアウトは改善案という形でかなり革新され

ているはずである。また、関係者の改善希望やＩＴ技術の進展を含め、改善成果を定量化

した内容、また、非定量の用件すべてをまとめた資料となっている。この種の内容は、昨

今のビジネスモデルに総称される内容になっているではないだろうか、従って、大きな視

点や将来の進展の局面から、他社の同種モデルと比較しておくことも大切である。このた

め、この段階では現在までに作成してきた改善案を未来から見直すという対策を図る手続

きを実施する。なお、この対策は、同時に、未来の情報システムに移る際にムダな投資や

時間の投入を防ぐためにも必要なチェックであり、将来案を先につくっておいて時代の到

来を待つ内容とすべきである。このように、手順７は将来案を作成し、適用する新情報レ

イアウト案と将来案の連携をチェックする内容となる。では、チェックすべき観点と内容

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。 
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。 
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 このような観点は、実際に仕事が IT 化されても守るべき内容であり、情報システムの
基本事項としてチェックしておくべき用件である。 

 
（３）構築した新情報レイアウトの機能分析 
 先に、モデルを用いた加工品を製造するラインの改善に当たって、工程分析を機能分析

に置き換え機能系統図とした例を示した。また、この対策で、今までレイアウト検討では

思いつかないような革新案を創出する方式について解説した（第２章２－３項図表２－３

－１７）。この手法は情報工程分析においても適用すべきであり、この解析を『新情報レイ

アウトの機能分析』という。この解析を利用する意味は、「目的が同じであれば、情報シス

テム構築においても最良の手段の適用を図れば良い。」という VE(Value Engineering)の手
法をここに適用するためである。また、その理由は、現在の ITは日進月歩で技術革新が進
展しているからであり、インプット端末ひとつを取っても、パソコンタイプ、ハンディー・

ターミナル、携帯電話、・・・ICチップ利用方式などと、機能も価格も様々、多岐に渡るか
らである。当然、選択は自由である。このような IT環境下にあって、構築した情報システ
ムに VE的な検討をしないで情報システムを放置することは、多くの面で将来に禍根を残す
恐れが心配される。そこで、情報工程分析内容を図表３－１－８のように再編成し、VE的
発想で各種対策案を創出、検討、評価する。 
 では、各種情報処理内容を機能としてビジブルに体系図にする事で得られる効果につい

て解説することにする。なお、当然なことであるが、この種の図は、先に作成した『新情

報システム革新思想』と一体化させておく必要がある。また、このような対処を図った情

報機能系統図を作成すると、関係者には、どの様な思想と目的で情報システムの体系が構

築されるかという内容と、個々の情報処理工程の関連がマクロな対策とミクロな手段が一

覧化した形で明確になるからである。要は、どのような手段で新レイアウトを運営してゆ

くかと言う方針と具体策を機能面でも明確にして、異分野の技術を含め、再度、新情報レ

イアウトの見直しを行う。同時に、情報機能系統図を作成することは、新・情報処理シス

テムを用いて、新情報レイアウトをどのような方針で管理するかを示すものとして重要な

内容を持つ。筆者の体験ではあるが、この種の図表の作成した結果、作成の度に、多くの

場で、各部門の役割や、つながり、目に見にくい情報工程の役割までが、関係者に理解さ

れると言う効果があった。加えて、「時代の進展から進む方向が間違えない。」という自信

を与えてくれる内容という意味でも価値があった。IT化の進展に伴い、昨今の IT業界では
国際的にも派手なシステムや機器が次々と紹介される時代である。このような中で我々が

体験した注意点があったので、以下に要点を箇条書きにしておくことにするのでご参考願

いたい。 
（1）コンピュータ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、コンピュータを上手に使うためには、「手法は後、

目的志向で実態、機能を充分に分析した後に、コンピュータを利用」したシステムをつく
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る事が肝要である。工場の体質改善を進めると、管理不用となる例もある。以下にその種

の事例を紹介することにする。 
（例 1）IT による不良品分析情報システムは現場考案のポカヨケにより不要とした。品質
改善の目的を追求した結果かつて考えていたコンピューターネットワーク、LAN は不

用となった。死亡診断書の集計システムの働きしかないことがわかったからであった。 
（例 2）TPM 活動、５Ｓ対策により一時的に必要と思われたデータは故障・不良の原因が

除去できたので、システム構築は不要となった。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。結局は、設備監視用のネットワークシステムを配備しないで済んだ。 
（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。 

全ラインをオンライン監視するという構想があった。だが、生産はネック工程のみ

の監視で充分である。そこで、作業の進捗と異常監視が可能な『目で見ると管理』と

『ＪＩＴ』の実施を図ることにした。幸い、この対策はコンピュータ・システム投入

前だった。実施後、コンピュータ監視システムの適用は本当に管理が必要なネック工

程のみをオンライン化するだけで済み、このため安価、かつ充分管理可能なシステム

となった。 
（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。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、プログラムの使用状況

の把握が出来、関係者にも納得を得る形で、不要なファイル類の削除が図れた。同時

に、利用を真剣に考えてシステムを運用する方式が進んだ。それ以来、コンピュータ

の容量増加の検討や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。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すると実態に合わないシステムをつくってしまう

例があるのでご注意！という例である。 
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（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。 
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 図表３－１－８ 情報工程分析を基に作成した情報システム機能系統図の例 
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このような状況だったので、コンピュータ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。また、この対策後、この企業
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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

う話となった。そこで、自動的にデータを取れば良いものと、手書きでデータを記載す

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は楽になった。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、急速に設備稼働の問題などは改善され、トラブルも大きく減らすことができた。 
 
（4）情報の理論による情報利用内容の検討 
図表３－１－９をご覧いただきたい。情報システムの構築、具体化に当たっては、新情

報システムを使用する方々の“情報の質と量”に関する理論に我々は注意を払うべきであ

る。情報は「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

に解説のように、『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』

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。 
（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を取る。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。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にしたので、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たようとしたものを改善した例である。パソコンや携帯電話、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。また、

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。この分、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。この種の対策に当たっては、図表３－１－１０（VE）に示された、基本機能と二次
機能、不要機能に分け、必要性をご検討いただきたいと考える。以上、情報システム構築

に当たっては、必ず、JIT的な発想で情報システムの検討と対策を図ることが大切であるこ
とを注記した。 
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図表３－１－９ 情報の理論による、職制と必要な情報の評価 
 

 

「思想」 ・必要な情報を必要な時に必要なだけ提供する。 

     ・情報にはコストがある。 

     ・顧客の知りたい情報のみを提供する。 

トップ 

中間ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

実務者 

①方向を決める。 ②マネジメント力を高める、先手管理 
  ex.開発重点型戦略情報 
③決裁する。  （人、物、設備の有効活用） 

①トップの方針を具体的行動にかみくだく。  
②異常的な内容を早く察知し、対策へ向ける（意思決定）。 
③重点問題に的をしぼり対策する（ex.プロジェクト活動） 

①実務的情報を駆使する。  
②改善を図る（含、提案）、標準化を図る。 
③自己研鑽により実力を高める。 

数多の情報を集

め、しぼる 

多い 

情報の 

 量 

少ない 

事 実 情 報 

予測 
アイデア 

考え方 
憶測 

ムダな 
情報 

創造 

上手なしぼり込み 

“必要なだけ” 

良い情報  
 
良い行動  

活動に必須

な情報 

情報はお金です 

“時は金なり 

の形をとったもの”と

考えるべき 

情報過多 

になりつつあるもの、有ればいつか使うのでは？式 

 176



図表3-1-10　VEの基本　

VEの基本　　Ｖ＝Ｆ（機能・働き）／Ｃ（ｺｽﾄ）

利益

・
○

○
エネルギー費

人件費

材料費

原
価

売値

一般的な見方

ＶＥ原価
低減額

　ＶＥ（価値分析）は右に示すものの見方をする。この方式は原価分析でコツ要される
左の図に示すようなものの見方と異なる。ＶＥは本来あるべき機能を示し、顧客要求の機能、
製造上、やむを得ないで追加した機能にとどめる努力をして、大幅な改善を狙う手法である。

不要機能

製造機能

顧客要求機能

本来機能

ＶＥの見方

 
 
 
（５） IT利用技術によるソフト・ポカヨケ 
昨今の IT利用技術の進展はめざましいものがある。ＩＴ活用の適用範囲は、読み、書き、
そろばん、メモ､ファイル対策に有効という内容であるが、最近は通信や容量の増強、情報

処理スピードが飛躍的に伸びている。また、情報処理の自動化は『IT 情報革命』という言
葉と共に経営戦略展開の大きな柱となっている。ここで、我々は ITをいかにうまく使うか
がビジネス効率や情報サービス面での大きな課題となる。そこで、その種の対策の例とし

て、生産管理の面で ITをソフト・ポカヨケという形で活用し、時計機能と、人間が犯しや
すい内容を IT利用で補完する対策について（事例を基に）その内容を紹介することにする。
なお、ソフト・ポカヨケの例としては、よく企業で起きる問題を設問として、ここでは解

答例を紹介しつつ、その対処方法を例示することにする。 
 〔設問１〕営業の方が作成した注文書にモレが発生する事がある。現在、電話で問い合

せ、工場で精度のよい情報に修正しているが、この対策を考えてください。 
 解答例；解答例は図表３－２－１１－①に示す通りである。リジェクト・システムとか

強制システムという方式を情報処理に活用したシステムである。駅の自動改札機と同

じく、条件が通らなければ扉を閉めてしまい。行動が取れないようにすることにより、

営業関係者に必要情報を漏れなく入れていただこうという方式である。このようなシ

ステムにすれば営業関係者は先見的に必要情報を入れる様式を持参して情報を顧客か

ら入手する方が手間は掛からないことになる。従って入力漏れが防止できる。だが、

このシステムだけでは営業関係者のいじめになる可能性もある。そこで、営業関係者
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が知りたい納期回答や技術情報サービスの提供も行い、この問題の軽減化を図ったサ

ービスを追加した内容を例示した。 
 
 〔設問２〕受注された製品に対し、長納期の部品がある。もし、モレがあると組立品だ

けに、大変な納期おくれになる。現在、台帳でチェックしているが、人によ

り判断が異なるため、時々、部品が入手できず、部品入手がおくれてしまう。

モレのない長期納期品手配管理をするには何を、どのようにすればよいか？ 
解答例：この対策もソフト・ポカヨケで補完できる対策である。図表３－１－１２－②

で示した対処が、その対策例であるが ITは内部に時計機能を持っている。従って、
電子手帳のように、納期管理システムを作成しておき、納期のフォローを標準化

する。また、納入途中で長納期部品のフォローを何度か行う方式を運用すればこ

の問題もアラーム情報という納期管理を補完することが可能である。 
 
〔設問３〕設計者よりの図面入手はいつも苦労の種である。頭の中を使う、という考え

があり、どうも設計課長をプッシュするしか手が無く困っている。設計の内

容もいろいろあるが、よく見ると、仕事の大半は繰り返し品に似た図面作成

である。この仕事を何とか工程管理したい。どうすればよいか？ 
 解答例：設計の仕事は頭で考えるというが、その内容を分析すると、そこには、必ずプ

ロセスが存在する。例えば､テーマ設定に当たっては、選択基準 30 項目を用意す
る。アイデア創出には 200件の情報を集め 2時間の会議で決定する。・・・という
ように、その要素を決めれば進め方が決まり､時間の見積もりは粗いが可能である。

このような内容と共に、設計者の処理能力を登録すれば、現場で行う製品製造の

進捗管理や負荷／能力分析が出来る。図表３－１－１１－Ⅱはそのような対策を

示すものである。ある企業でこの対策を行ったところ設計者の能力に差があるこ

とが問題になり､具体的テーマを決め教育とレベルアップが急速に進んだ。また、

負荷オーバーの担当者のところには、赤いカードで負荷オーバーを報せるという、

目で見る管理標示を行ったところ、応援もスムーズに進み、設計時間の改善や技

術向上、IT 化や標準化が進んだ。このように、アウトプットを明確にして仕事を
評価検討する対策は、今多くの ITソフト業界でも利用されている内容と同じシス
テムの運営が進むことになる。 

  以上、ここに示した例に似たＩＴ利用法はまだまだ多数ある。皆様には、ITをソフト・
ポカヨケとして利用して、問題の事前検討や改善､更には、関係者の仕事のミス防止、ム

ダ排除を中心とする業務改善に役立てていただくことを願いたい。 
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①不足情報のアラームシステム化を図る。……① 

②長納期品、新製品のシステム化を図る。……② 

図表３－１－１１－Ⅰ IT利用によるソフト・ポカヨケの例 

：工場内一本の台帳 
一品毎の進捗履歴 

(注残、仕掛状況等も記入) 

：不足情報の請求 
   ① 

：顧客使用状況 
履歴情報 処理 

受注登録 
問合せ 

回答と 
アラーム 

 
(営)システム 

(写) 
進捗ファイル 
 
(写) 
 技術情報 
 

受注 
  基準 
 

工場内 
受付 

進捗ファイル 
 

新作？ 

アラーム 
基準 

作♯ｶｳﾝﾀｰ 
通常の受注 

受付処理 
アラーム 
リスト 

仕 様 
登 録 

検討 

〔新作〕 

エコー 

受注内容 

アラーム 
情 報 

登 録 

〔検討対策〕 

：納期問合せ 

（例） 
 長納期部品の

手配 
 金型、機材等の

手配アラーム 
   ② 
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受注情報 図表３－１－１１－Ⅱ 

受 付 

新規？ 

新規品 

繰返し品 

工程／能力表 

工程ﾌｫﾛｰ表 

アラーム 
リスト 

新規 

受注処理 

設計の 
ST基準 

通常処理へ 

登 録 

新規品の 

進捗フォロー 

技術資料No. 

工程ﾌｫﾛー 表 

設計工程 
担当への 
作業指示書 

技術資料 
検索ｼｽﾃﾑ 

進度報告 

受注情報 
(仕掛)ﾘｽﾄ 

設計遅れ 
ｱﾗｰﾑﾘｽﾄ 

設 計 

管理者 

   ① 
通常の 
生産管理へ 

プッシュ 

各種 
  標準 

① 

・設計上の必要項目を 
 チェックリストとし 
 て出し、対策する。 

設計…… ・担当者決定 
管理者  設計工程と 
     STを決める 

技術資料 
管理 No. 

カレンダー 
データ 

設計者 
能力表 

設計業務の 
進捗ﾌｧｲﾙ 

設 計 仕 様

の基準 
③ 
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３－２ 工程管理システムと運用の基本 

（JIT、スケジューリング・システムを含めて） 

SLIM-Ⅰで良い自動車の構成に当たるハード・ウエア、そして、SLIM-Ⅱで情報レイアウ
トの改善と整備が出来上がると、いよいよこれを運用するシステムとして生産管理システ

ム運用面のシステム化が課題となる。生産管理に関しては図表３－２－１に示すような定

義がなされているが、以下、ここでは工場内の工程管理という狭義の生産管理運用システ

ムといわれる内容にしぼり、その要点を紹介することにする（なお、以下、狭義の生産管

理を工程管理という名で記載することにする）、では、その構築～運用上の問題対策に関与

する内容を解説することにする。 
 

図表3-2-１　一般に言われる生産管理の範囲

製品設計

販売予測

生産計画

資材調達

作業・進捗管理

出荷管理

在庫・入金管理

新製品投入・立ち上げ管理

狭義の生産管理
　＝　工程管理

広義の
　工程管理

関連する
　　　用件

あらゆる情報を
　精査して集め
　　　　　　活用！

新製品の開発から、試作、生産準備まで
円滑な立ち上げを果たすまでの業務

受注製品の仕様が具体化せれる内容と
日程の管理まで

マーケティングの内容を把握し、
将来の市場の動向を予測

 
 

（１） ものづくりと工程管理 

 ものづくりを行うラインと、その運用について経営的な観点から、役割と意義、工程管

理業務という工場内の活動に関する内容を解説することにする。図表３－２－２はものづ

くりと工程管理の関連をイメージとして図化したものである。製造工程の運用は JIT・SCM
に代表されるように、市場ニーズに合わせて、如何に売れる時に売れるスピードで良品を

市場ニーズに合わせた価格で提供して行くことが要点となる。また、このような活動をし

ながら企業は収益を確保し、次の活動や企業の発展に努力しなければならない。ここに、
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改善活動と管理という活動が発生する。工程管理における“管理”と呼ばれる活動は P-D-C
が中心となる。また、ここで管理する各種管理対象となる項目と P-D-C の関係をまとめる
と図表３－２－３のようになる。 
 

図表3-2-2　ものづくりと工程管理

材料
購入

生産→販売 入金

材料 製品
評価技術 製造工程

Ｑ
品
質

Ｃ
原
価

Ｄ
納
期

Ｓ
安
全

Ｍ
志
気

改善 管理

ムリ　
　　ムダ
ムラ　

ムリ　
　　ムダ
ムラ　

管理　＋　改善

JIT・SCM
　　＋
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
　　対策

 
 

図表3-2-3　工程理の機能と個々の業務
企業方針

工
程
管
理
部
門
の
活
動
内
容

予算・投資計画
生産計画・資源計画

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

受注管理・個別計画
生産計画＝
日々予算づくり

期の予算
達成管理

購買管理・外注管理 資材・購買部

工程管理・設備負荷計画
仕掛管理・人員工数管理

Ｐ－Ｄ－Ｃ活動

品質保証と管理

製造現場管理者

在庫・物流管理

品質保証部

納倉・納期管理
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 では、生産管理をどのように行うのか、また、経営管理にそれがどのような影響を及ぼ

すのか？といった解説に入ることにする。まず、生産計画策定と原価の関係であるが、工

場におけるものづくり～販売の過程は図表３－２－４になり、この内容を具体的な機能との関連で

整理すると図表３－２－５となる。 

 

　図表3-2-4　ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと工程管理の重要性

設
計

販
売

購
買

加
工

組
立

検
査

発
送

在
庫

売上→入金部品・材料購入

設
計
費
・
研
究
費

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
費
・
他

部
品
・
材
料
費
・

外
注
費
・
他

設
備
費
・
電
力
費

治
工
具
・
人
件
費
・
他

人
件
費
・
治
具
費
・

経
費
・
福
利
費
・
他

計
測
機
器
費
・
人
件
費

ク
レ
ー
ム
対
策
費
・
他

梱
包
費
・
発
送
費

ガ
ソ
リ
ン
代
・
他

管
理
・
人
件
費
・

在
庫
処
分
費
・
他

販
売
管
理
費
・
宣
伝
費
・

人
件
費
・
通
信
費
・
他

工程管理その経営上の目的　：　
　　　　　　　　　①ムダのない生産活動：　計画段階でムダのない生産計画づくり～遵守
　　　　　　　　　②最短のリードタイム：　売れるスピードで、在庫、仕掛を持たず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短納期生産を図ること

スピード生産

最適生産計画策定対策

最低原価で
　つくる作戦

 

図表3-2-5　工程管理の目的

定義：『広辞苑』
「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」

目的：起業の競争力を維持・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。

基本要素

　経営管理
　（QCD管理）

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　

　日々管理
（オペレーション）

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

　状態管理
（競争力管理）

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
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工程管理の目的は、①原価面でムダのない活動を行うことと、②製品の流れをムダなく短納期、

短いリードタイムで売れる市場に提供することである。そして、このために重要なことは、何といっ

ても、生産着手前に徹底的に検討した生産計画策定が必要になる。生産計画の策定の目的は最

高効率を狙いとする。また、このことはムダのない経営予算編成（検討）そのものを意味する。従

って、生産計画策定に当たって、我々は徹底した事前検討が必要になる。そこで、ここでは、まず

ムダのない計画を策定し、計画通り行い、顧客ニーズにあった製品提供に努力する活動が必要

である。以上、工程管理はここまでに解説した内容を管理する活動である。また、ここで行う管理

のポイントは P－D－S（計画－実施－確認）であるが、（実践）／（計画）＝１に近づける活動と共

に、この結果を評価して、将来へ向け、更なるレベルアップを図る対策を検討する活動である。こ

のような意味合いから、工程管理を担当する部門は、そのために必要、的確な指示や関連部門と

の各種課題の調整、指導、提案を行うことが責務となる。 
 このように重要な生産計画策定に当たって、まず、その原単位となる標準時間の重要性

について、図表３－２－６を用いて解説することにする。図表には P-D-C 管理という生産
計画と実績評価の関連と重要性を示した。工程管理はここに解説した内容を円滑に行うこ

とがだが、これに反し、もし、勘と経験だけで生産計画をつくり、あてどのない活動する

と、この活動はどうなるであろうか？このような状況では、当然、生産計画段階でムダが

含まれていても判らない。また、生産開始になった時、また、終了時にその良し悪しは判

断できない。これを『丼勘定方式』というが、この種の管理は生産管理上、極めて問題を

多く含む内容となる。生産計画策定には標準時間が必要になる。これは大変に多くのムダ

を発生させることになる。“管理なし”という内容はここに示すような問題を持つシステム

となる。このように生産計画策定と、それに伴う P-D-C 管理は企業活動と極めて重要な関
連を持つ。 

P-D-C 管理を円滑に進めるため、特に生産計画策定上、標準時間は極めて重要な原単位
である。では、標準時間とはどのようなものであり、それを基として、受注された製品生

産計画をどのように策定するか？という内容に解説を進めることにする。まず、たとえ話

を利用して標準時間の理解をお願いすることにしたい。 
図表３－２－７をご覧いただきたい。これはイソップにある逸話だが、生産管理に対す

る標準時間の重要性をよく示す話として利用されてきた内容である。ある旅人が次の町へ

行きたいと思った。だが、途中は砂漠、歩いていけるが、時間を聞き、各種準備が必要か

否かを考えよう、という条件で土地の知識のありそうな方を見つけ時間を聞くところから、

この話がスタートする。 
旅人は到着までの時間を、ある有能と見える人に聞くことにした。早速、町の方に質問

したわけであったが、これに対し、聞かれた方は「歩いてごらんなさい。」と答えただけで

あった。旅人は、「話が通じてない」と思い、再度同じ質問をした。だが、返事は同じだっ

た。そこで、「この人はおかしい。聞くのは止めて歩こう。」と決め、トコトコと歩き出し

た。ここからが、この話の内容が興味深い内容となる。 
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図表3-2-6　生産計画と標準時間
もし標準時間（ＳＴ）が無かったら！

Plan（計画）

Do（実行）

Check（評価） 目標
計画

現状

作業時間計画（残業？配員？）
日程計画（納期？ネック工程？）
原価？　能率は？　稼働率？
　・・・・・・　ベテランと新人の差？

出来高目標？
生産性の良否？
改善や問題の定量把握？

決
ま
ら
な
い

立
た
な
い

勘と経験
　　
思いつき
行き当たり
バッタリ管理

どんぶり勘定

良否が
　判らない悪循環

 
 

図表３-２-７　イソップの話と標準時間

その道の権威者

太陽の基にある町へ
行きたいが、はて
何時間かかるの
　　　　　だろうか？
　そうだ、権威者に
　　聞いてこよう　

①　あの町に行きたいのですが
　　時間はどの程度かかりますか？
②　歩いてごらんなさい。
③　？（変なこと言うな・・・この人）
④　いや、あの町に行きたいのですが、
　　・・・・・
⑤　だから、歩いて下さい。
⑥　・・・（意味がわかって無いようだ、
　　　けれでは歩いた方が早い！）
と、言って歩き出すと、
⑦　その歩き方だと８時間で大丈夫！

①　あの町に行きたいのですが
　　時間はどの程度かかりますか？
②　歩いてごらんなさい。
③　？（変なこと言うな・・・この人）
④　いや、あの町に行きたいのですが、
　　・・・・・
⑤　だから、歩いて下さい。
⑥　・・・（意味がわかって無いようだ、
　　　けれでは歩いた方が早い！）
と、言って歩き出すと、
⑦　その歩き方だと８時間で大丈夫！

この話の
意味するところは、

勘に頼る
意思決定

測定に
基づく決定

 
 
質問された方は、歩きぶりを見て、「その歩き方だと８時間かかります。」と答えたから

であった。しかも、旅人が歩き、たどりついた時間が答えの通りであったのであった。 
この内容は、かつて、標準時間の研修に盛んに用いられた内容である。要は、『作業分析

を行い（１単位の仕事をするのに必要な手順と環境を見て）、その結果として得られる時間
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を標準時間とする』という内容である。『時間は仕事の影である。』という表現がある。歩

きぶりがわかれば勘や経験による時間見積りではなく、現実に基づく正確な到着時間を旅

人に告げることが出来るし、工程管理担当者とも言うべき道を尋ねた方の信頼は増すこと

になる。もし、休憩を取る、歩きを早くする､又は、遅くする、といった内容が介在し、見

積もり時間と到着時間のズレが生じても、その原因は定量かつ、明確に差の原因が判断さ

れる。この場合、次の町への到着は日程計画に当たるが、標準時間が信頼できる内容を持

っていれば、設定した日程計画は信頼度の高い内容となる。では、標準時間を基に、実際

に日程が守れるか否かをどのように判別するか？という内容について、計算過程を追って

解説することにする。図表３－２－７は生産計画作成の過程を追った内容を示す例である。

手順１では、製品Ａ，Ｂ，Ｃの 3つをモデルに経路分析で流れを示し、（ ）で示した個々
の工程におけるＳＴ(標準時間)を基に、個数を掛け算して工程毎にかかる生産時間（負荷工
数）を算出したものである。手順２では、工程毎能力をＬ，Ｍ，Ｄ毎に計算する。手順３

では、製品・工程毎の工数を工程毎に集計し直す。手順４ではグラフに直して負荷/能力の
状況を見る、という手順で工程毎の負荷／能力分析を行う。この例では 1 ヶ月の負荷/能力
検討結果を算定しているが、週や日々の計算も同じ手続きで行うことができる。いずれに

せよ、この例ではＭ工程の能力は充分だが、Ｌは 17時間、Ｄは 5時間と負荷値が能力値を
超えており、今のままだと、残業を行うなどして生産対応を図る必要があることを示して

いる（当然、改善が進めば残業の必要はない）。このような計算手順の後、各工程にネック

を生じない対策を図る。具体的対策としては、Ｍ工程のように待ちがあれば、残業、応援・

多能化、・・・時には、生産対象品の納期を見て生産量の調整を図る対策を図り、物の流れ

をスムーズ化しつつ極力ムダの少ない生産計画を策定し、各種対策～実施に向けるという

プロセスが、標準時間を活用した生産計画策定の手順である。 
 標準時間を活用した負荷／能力（含む、各種改善対策）計算はこのようにして行うが、

標準時間は他にも多くの場で活用される。標準時間×生産個数＝工数は生産の負荷を示す

ので、人が何名、何時間働けば良いかとか、設備が何台必要か？という内容を示している。

この内容は、各原単位を用い（人件費や設備費を）かけ算すれば原価に直接変換できる。

だが、もし、ここでムダが含まれていれば、当然のことであるが、生産遂行に従って原価

を高くする要因となる。このように理解すると生産計画を策定する内容は最適経営予算の

算定をしている内容そのものとなる。この意味は、どのように効率よいレイアウト対策を

進めても、物流を阻害する内容として、負荷/能力分析値がアンバランスの状態を放置した
としたら原価は高くなるし、製品が工程間で停滞した分だけ、生産リードタイムは長くな

ることを意味する。従って、企業活動においては、何としても最適・ムダのない生産計画

を策定し、遵守することとなる。また、このような内容が円滑になされているかを、企業

全体を眺めて、顧客と企業経営の立場から工程管理しなければならない。このために、各

種対策や指示、連絡から改善内容までを具体的、また、ここに、定量的に工程管理部門が

プロモートしなければならないという業務が、工程管理部門の役割（機能）となる。 
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工　

程

品　

名

工
程
№

工 　 数

Ａ １ 9 3 . 0

Ａ ３ 5 4 . 0

Ｂ ３ 1 4 5 . 0

Ｃ １ 8 6 . 0

Ｌ

合 計 3 7 8 . 0

Ａ ２ 7 2 . 0

Ｂ １ 1 0 0 . 0Ｍ

合 計 1 7 2 . 0

Ａ ４ 4 5 . 0

Ｂ ２ 9 0 . 0

Ｃ ２ 5 0 . 0
Ｄ

合 計 1 8 5 . 0

製 品 　   工 程 Ｌ Ｍ Ｄ

Ａ

①

( 0 . 3 1 )

③

( 0 . 1 8 )

( 0 . 2 4 )

②

( 0 . 1 5 )

④

Ｂ ( 0 . 2 9 )

③

( 0 . 2 0 )

①

( 0 . 1 8 )

②

Ｃ
( 0 . 4 3 )

①

( 0 . 2 5 )

②

　　　　　　　
２　基準能力
有効稼動時間
25日×８Ｈ×0.9＝180Ｈ／月

　　　　　　　稼働率ＷＳでつかむ
Ｌ＝180×２台＝360Ｈ
Ｍ＝180×１　＝180
Ｄ＝180×１　＝180
１台１人という考え方
右図（　）内はＳＴを示す

ＳＴ＝Ｈｒ／個　　　　

１　基準負荷

経路分析、その負荷計算への応用例

品 

名 

生
産
量 

工  程 
１ヵ当 

り時間 
工 数 

１ Ｌ 0.31 93.0 

２ Ｍ 0.24 72.0 

３ Ｌ 0.18 54.0 

４ Ｄ 0.15 45.0 

Ａ 300 

計 0.88 264.0 

１ Ｍ 0.20 100.0 

２ Ｄ 0.18 90.0 

３ Ｌ 0.29 145.0 
Ｂ 500 

計 0.92 335.0 

１ Ｌ 0.43 86.0 

２ Ｄ 0.25 50.0 Ｃ 200 

計 0.68 136.0 

 

３　総合負荷 ４　総合負荷（工程別）

５　工程別余力表

設
備
毎
に
負
荷
を
つ
む

条
件
を
確
認

現状分析

（チェック　総計Ａ＋Ｂ＋Ｃ　　　735.0） （チェック　総計　735.0）

工数
工程 50 　 100 　 150 　 200 　 250 　 300 　 350 　 400 過不足

Ｌ×２台 余力
不足

Ｍ×１台 余力
不足

Ｄ×１台 余力
不足

378

360172

185
能力　180

図表3-2-８　標準時間利用による負荷山済み結果　

 
 
以上、簡単な生産計画モデルを中心に生産計画の組み方について解説を加えた。今や、

この種の内容はＩＴ化の現代到来と共に、各種のスケジュールリング・システムなどと共

にパソコンなどで簡単に自動計算されている。だが、ＩＴ化されたとはいえ、計算の構成

と標準時間活用の意義は何も変化しないので、この種の仕事をする方々は、よく知ってお

くべき内容である。なお、標準時間は経営管理面でも大変重要な各種活動の原単位である。

また、このような意味から標準時間の活用対象を図表３－２－９に示した。また、この方

式を発展させ、自動機械生産に用いるＣＴ(Cycle Time)と、生産日程管理に用いるＫＴ（工
程 Time）も図表３－２－１０に示すことにする。 
 
 
(２) 工程管理の歴史とＩＴ活用、スケジューリング理論 
 ここまで工程管理の範囲と機能に関して各種解説を加えたが、歴史的に工程管理はどの

ように発展し、今日の IT活用の時代に至ってきたか、という内容に関して簡単に解説を加
えることにする。その後、IT を活用して生産計画の最適化に努力し、数学的解析と共に、
最適な生産計画を策定するために活用が盛んなスケジューリング・システムについて、そ

の代表例を紹介することにする。 
① 工程管理の歴史から得るもの 
 図表３－２－１１に工程管理を中心に過去、多くの努力がなされてきた内容を簡単に紹

介することにする。工程管理システムは先に紹介（図表２－２－８）で紹介した日々管理

システムが基本となる。また、これに平行する形で、コンベアシステムという方式が発達

 186



した。この方式は出口の出荷量を決めれば、部品展開～組立日程に合わせた生産が進めら

れる方式として多くの企業に適用が広がっていった。 
 

図表3-2-9　ＳＴ、ＣＴ、ＫＴ設定の目的と機能

標準時間をベースとした請負単価判定用奨励級などの基礎８

能率管理～技術改善、革新の基礎生産性測定の基礎７

工数、機械時間を原価分析～設定基礎原価管理の基礎６

発注単価、外注作業計画、納期管理基礎外注管理の基礎５

日程、負荷／能力検討、ネック工程対策工程管理の基礎４

生産達成に必要な人数、設備台数算出用生産計画の基礎３

現状のレベルの把握や改善点発掘の基礎作業改善２

製造原価算出の基礎となる工数見積り加工費の見積り１

　　　　　　　　内　　　　容　　目　　　的No
　　　　　　機能

人中心の

作業　ＳＴ

　自動化設備

　ＳＴ 　ＣＴ

　　

　ー　ー　　○

　○　×　　○

　○　×　　○

　○　×　　○

　○　×　　○

　○　×　　○

　○　△　　○

　○　×　　○

９　　生産計画、納期管理の基礎 ＫＴ

 

図表3-2-10　ＳＴ，ＣＴ、ＫＴと相互の関連について
　決められた作業環境条件の基で、決めれてた作業方法､手順に従って
１つの製品を仕上げるのに必要な（要する）時間
　　〔観測時間〕×〔レイテリング〕×（１＋余裕率）＝ＳＴ（標準時間）

　　　　　　基本時間　　　　　　　　★レイテリング：国際的標準作業ペース

ＳＴ：人に関する
　　標準時間

運
搬
時
間

待
ち
時
間

機
械
前
後
の　
　

手
扱
い
時
間

機
械　
　

作
業
中
の

　
　
　
　
　
　
　

手
扱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
間

自動加工時間

運
搬
待
ち
時
間

ＫＴ：工程リードタイム

ＣＴ：サイクルタイム
（機械に関する時間）
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図表３-２-１１　工程管理の歴史
1765年～産業革命　：　Tames　Wattによる蒸気機関の発明以来、職人～機械化生産

　　　　　　　　　　　　　　　　　が盛んになった。　

1875年～テーラー・システム　：時間分析による作業分析～標準化、標準時間を基と
　　　　　　　　　　　　　　　　した生産計画（Ｐ）－実行（Ｄ）－確認（Ｃ）～改善システムが進
　　　　　　　　　　　　　　　　んだ時代（定量データーによる科学的管理）、改善はギルブレ
　　　　　　　　　　　　　　　　ス氏の登場と共にＩＥが進んだ。　

1880年～生産革命　：　フォードⅠ世によるコンベア生産、自動化ラインが生まれた。

1895年～連続同期化　：　スローン氏の登場に伴い、部品の共通化を始めとする設計
　　　　　　　　　　　　　　　技術を開発、マーケティングに準拠した製品づくりの基をつくる。

1950年～ＪＩＴ革命　：　赤字で苦しむ自動車生産の苦労の中から「売れる物を売れる
　　　　　　　　　　　　　　　スピードで、大野耐一氏を中心に、トヨタ生産方式を追求する中
　　　　　　　　　　　　　　　からＪＩＴという、多種少量、市場直結型生産方式が確立、産業界
　　　　　　　　　　　　　　　に広まった。

2000年～ＩＴ革命　：　ＩＴの進化と平行して、ＣＩＭ～ＳＣＭ対応へと管理の自動化進展
 

 
だが、実際にこの種のラインを活用して、人が組立工程に合わせて部品をタイミングよ

く揃えることが難しいという問題が出てきたため、部品や材料を多くかかえる、組立工程

に合わせる方式が採られた。しかし、このような方式では多種少量生産に対応が出来ない。

そこで、この方式は後に ITの進展に伴いMRP(Material Requirement System)という考え
方で、出来るだけ必要な部品だけを手配しようという考え方がつくられた。この種の努力

は、後に、多種少量時代が到来、1900年スローン氏の努力により、「変化対応型の製品に対
して、いちいち部品生産を行うのではコスト、品質、納期面で問題が生じる。そこで、工

場内は標準化で対応しつつ、その組み合わせで多様化に対応する仕組みを進めるべきであ

る。」という理論が出され、多くの研究がなされていった。更に、多種少量化は進んだ。JIT
の生い立ちは、再度、詳しく後述するが、当時、「沢山つくれば安くなる。」という経済学

はやがて限界になってきた。このような変化の中で、1950年頃トヨタ自動車は赤字で倒産
目前の状況で苦しんでいた。トヨタは「大量生産方式を続ける限り銀行の借入金は減らな

いばかりか、収益悪化の一途をたどる（この内容は JITの創始者、故・大野対一氏であり、
著書に詳しく紹介されている）。」ことに注目した。このような時、「売れる時、その時に売

れる商品のみを生産する。」という思想と具体的手法の開発が開始された。これが、トヨタ

自動車が赤字で苦しむ中から生み出した JIT（後工程引取り・Just in Time）である。その
後、時代と技術は更に進展した。なお、JITが生産管理の方式と原価改善の方式を大きく進
展、変革させていったことは、既に多くの書に見る通りである。 
その後、ITの発達がなされた。IT活用の工程管理システムには既に多くの広がりと種類
があるが、特に、大きな変化は、この面の先進企業が JIT の考え方を更に広め、サプライ
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ヤー（協力会社）や物流、販売店を含めた JITを SCMという名で具体化させていった点で
あった。なお、ここには、CIM という名で、受注～生産～物流～販売～入金までの一貫し

た生産・販売管理をＩＴで統合化させる各種のＩＴシステムを具体化させた内容が付加さ

れた。この状況を図表３－２－１２に示すことにする。また、国際的にも生産・販売管理

統合システムの IT化が進み、過去、多くの会社が自社開発していたものも、数年前頃から、
SAP社（ドイツを中心に広義の生産管理システムを標準化・ITシステムとして販売）提供
の各種標準ソフトなど、標準システムを適用する企業が多くなってきた。 
 

図表3-2-12　２０世紀後半～２１世紀の生産管理

　IT化の進展と共に、情報収集～加工、蓄積面で
生産管理の内容が大きく変革していった。
　
主な生産管理システムと、その内容

　IT化の進展と共に、情報収集～加工、蓄積面で
生産管理の内容が大きく変革していった。
　
主な生産管理システムと、その内容

OR（Operation　Research）：第２次世界大戦で開発された敵を攻略する数学的な解析手法が、
　　　　在庫管理、配送管理（ロジステック）、待ち行列などとして、広く産業界で活用された。　

FA（Ｆａｃｔｒｙ　Automation）　：メカトロニクスと共に、生産自動化＋管理自動化にITの活用が図ら
　　　　れていった。FMS（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Manufacturing　System　）は人が関与する同種の内容

CAD（Computer　Ａｉｄｅ　Design）：メカトロニクスと共に、生産自動化＋管理自動化にITの活用が
　　　図られていった。CAM・CATも設備の自動プログラム管理、検査自動化として進んだ。

MRP（Material　Requirement　Ｐｌａｎｎｉｇ）　：資材調達、自動発注管理システム　　　　　　　　　　　

CIM（Computer　Integrated　Manufacturing　）　：ＩＴ活用による統合管理システム　　　　　　　　　

２１世紀　ＩＴ・インターネット進展で、ＩＴ活用花盛りとなる。
 

 
IT は益々進化する昨今である。特に、インターネットが発展する中で、工程管理業務の
多くは、今や、IT 無しでは事務処理が進まない時代と言っても過言ではない。以上が、工
程管理を中心に広義の生産管理発展の歴史である。IT の発達は、ソフト面とハード面が交
互に進化し今の技術に至っている。例えば、コンビニやスーパーマーケットに POS（Point 
of Sales）の例がある。レジで販売時に集計業務に活用されている端末が POS であり、バ
ーコードで製品名や個数、値段などを読みとる端末である。同種のものは生産現場でも活

用され、現品管理や物流管理に活用されている。この種の機器も生産管理システムのイン

プット対策ニーズから生まれたが、POS の発達に伴って今度は生産管理システムも大きく
その内容を進化させた。以上、このような進歩もあって、現在は図表３－２－１３に示す

ような生産・販売・物流・・統合システムが、企業の生産管理のＩＴ化の一般型となり、

多くの企業で活用がなされている。今や、POS と関連システム活用の主な目的は『生産＋
販売リードタイムの短縮』であるが、図表３－２－１４に示すように、この種の内容はト

 189



ータルシステムという形で全体の情報管理の IT化を図る対策となっている。 
 

図表3-2-13　生産管理にＩＴを利用した例
受注予測 受注受付・処理

生産計画／変更処理負荷山積／
　山崩処理

納期回答

技術情報

工程パタン、
部品展開、
製品毎標準時間

在庫・仕掛管理 日程計画など
所要量計画・スケジューリング

　　作業指示・部品手配
　各種連絡（伝票発効など）

各種計画指示　
　　　　～
実績インプット

生産・出荷・販売

各種管理資料提供　工程進捗処理

　在庫・仕掛管理

　買掛管理

　原価管理

　売掛・入金管理

　各種生産・計画達成管理

　品質・納期・稼働率・・・管理

 
 

図表3-2-14　生産＋販売リードタイムの捉え方

　　　　ペーパーリードタイム　　　　　　　製造・販売リードタイム　　　　
生産j計画　生・販調整　製造計画　購買計画　　　購　買　　加　工　　組　立　検　査　発　送
　　検討　　　　　　　　　　　　策定　　　　策定　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　・梱包

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

事務の
　工程

ム
ダ
排
除
と
Ｉ
Ｔ
化
対
象

材料 製品
評価技術 製造工程

製造・販売期間

○：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）

 
 
また、この種の対策には『経営のスピード化対策』という名がつけられている。その理

由は、生産＋販売リードタイムの縮減の経営的効果は流動資産回転率（キャッシュフロー・
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スピード）向上に大きく関係するからである。「変種変量時代にあっては、売れ残りの在庫

製品は、心血を注いで生産した製品を倉庫にしまっておくだけ、そのうち滅却するので、

これは罪を倉庫に押し込めているだけだから“罪庫”と言う方が正しい。」という概念とな

った。また、「工程間の仕掛かりも不要資産滅却の対象だから、死にかかり中間財をかかえ

るだけであるから“死掛”とすべきである。」という評価になっている。このような理由か

ら、多くの企業では生産管理 IT化の目的を、省力化対策より“生産＋販売リードタイムの
極限化”を重視している。そこで、この種の情報レイアウト改善に当たっては、運搬（物

流），停滞（保管を含む）、検査などのムダを明確にして徹底的なムダ排除を探求する。ま

た、物流レイアウト＋情報レイアウト両面からムダ排除を行うことが行われてきた。 
以上、このような物（事象や仕事）の見方と対策を進めることが、IT活用の要点である。

また、このような意味から、単に、IT 端末を七夕のように配備し、「IT 化こそが工程管理
のあるべき姿」とする風潮は是正すべきことになる。 
 
② 工程管理と JIT対策 
 ここで、話を戻し、歴史的に産業界に大きな影響を与えた JIT と工程管理の関連を解説
し、変化対応の時代にどのような対策が必要か？また、生産管理の基本にどのような点が

あるか？という内容を解説することにする。このために、JITの要点を図表３－２－１５に
示すことにする。 
 

図表3-2-15　トヨタ生産システム　JITの誕生
　昭和28年頃トヨタは多くの工程内仕掛かりをかかえ赤字で苦しんでいた。当時､8,000人700台の
トラックを生産していた。このような時、大野耐一氏（その後副社長）が米国へ行き、スーパーマー
ケットを見て、後工程引き取り、売れるだけ生産するJITを発想、トヨタでこれを実施した。

JIT実践で生まれた
具体的な手段（例）
①　シングル段取り
②　カンバン方式
③　平準化生産
④　ポカヨケ
⑤　ニンベンのつく自動化
⑥　可働率
⑦　アンドン
⑧　目で見る管理
　・・・・・・・・・・

月末の集中生産

平準化目標

生
産
・
販
売
量 時間

市場・産業界の要求
　①　多種少量・変化対応生産
　②　短納期対応、在庫圧縮
　③　コスト低減・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ改善

トヨタ生産方式・JIT
ニンベンのつく自働化
　①　可働く率改善
　　　ＴＰＭ、ｱﾝﾄﾞﾝ

　②　ポカヨケ
　　　問題発生時点対策
　　　不良ゼロ生産

　③　人材育成
　　多能化、目を抜いた
　　少人化

JIT・平準化生産
　①　カンバン方式
　　必要な時、必要な
　　ものだけをつくる

　②　標準作業徹底
　　　目で見る管理・セル

　　　生産　
　③　シングル段取り
　　　小ロット切り替え生産
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先述のように、トヨタ JITは 1950年頃から赤字で苦しむトヨタ自動車が生んだ手法であ
る。当時、トヨタは当時トラック 700台/月程度の生産を行っていたそうである。この話は
故大野耐一氏や、故・鈴村氏（後にトヨタ自動車を離れ、NPS：New Production System）
から直接お聞きした話である。鈴村氏はトヨタを離れた後も異業種数 10社の経営革新を進
めた有名な方である。筆者が鈴村氏のお話をお聞きしたのは、昭和 54年、トヨタ自動車で
生産技術部長をされていた頃であり、JITを先頭切って進められておられるリーダーの時で
あった。見学会で直接お話をお聞きして、単に JIT の中にあるカンバン方式が形だけでは
ないことを痛感した記憶と、貴重な体験から得たお話は今も記憶するところである。鈴村

氏は、『売れる製品しかつくらない。』という生産、販売の原点を大野耐一（当時副社長）

の命を受け、ムダ排除を徹底することと、リードタイム縮減を同時に進める方式を同時に

進められたリーダーである。 
JIT の素晴らしい点は図表３－２－１５の右側に示すように、「必要な時、必要なものを
必要なだけつくる。」対策を平準化生産（ラインバランスを取り、TOCでいうネック工程無
しの生産を図る）と共に進める点と、ニンベンのつく自動化に当たる標準化を実務的に現

場で活用する対策にある。このような基本を中心に、①のシングル段取りなど、・・・～⑧

～多くの JIT 方式を生み出していったが、その内容は後に日立製作所が名を改め実施した
JIT⇒MSTに集約される。MSTはMinimum Stock + Minimum Standard Timeである。
いかに仕掛を減らし、早い生産の流れをつくる取り組みと各工程の生産に関与する標準時

間を縮減する改善を図る内容である。この内容をイメージとした図化すると図表３－２－

１６のようになる。 

図表3-2-16　トヨタ・JITの狙いMST

もとの仕掛かり

仕掛
低減

従来、
あきらめて
いた課題

問題顕在化
　～対策へ

問題顕在化
　～対策へ

Minimum
Stockで
　　改善すべき
　　課題の
　　　　明確化！

減らすべき障害

設備故障

作業者の不慣れ
不良・手直し

納
期
遅
れ

顕在化した
問題を対策して
Minimum
Standard Time の実現へ  
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以上、MSTは、かつて、工程間にあり、現場の各種トラブルの吸収に役立ててきた仕掛
を減らすことにより、本来改善すべきであった各種問題の顕在化をあえて図り、改善を促

進する対策である。また、この対策は、BS（貸借対照表）の流動資産項目である仕掛を道
具として減らし、本来改善すべき PL（損益計算書）の原価という項目の中で対策すべき内
容を明確にして対策へ向ける、というマネジメントを展開することにより、先に図表３－

２－１４で示したリードタイム短縮と原価低減を同時に進める内容である。しかも、市場

で売れる製品に合わせた生産対象品しか生産しない、在庫は持たない。このために複雑な

管理システムを持たない。生産に応じてアウトプット・サイクルタイム（図表２－４－１

で解説）を決め、必要な人員しか投入しないで、市場の変化に応じた生産を図る対応を図

ることが JITの運用である。JITには、既に、最近多くの企業が注目している TOC（図表
２－４－７～１１）の内容の大半を内蔵している。また、最近、導入を進めている工程管

理システム与件も包含している。特に、JIT納入などは、木目細かい受注・発注管理と、具
体的に展開された部品手配システム機能を持ち、在庫を持たず、直接部品を決められた量、

決められた時間（計画に従って）現地へ納入する方式だが、計画中心、また、余計な部品

管理や事務、IT 活用などを省略させた工程管理システムを実現させてきた。故・鈴村氏の
お話によると、「このような方式を実現させた背景には、先述の赤字で 8,000人いた従業員
の内、3,000人をリストラした歴史があった。だが、この状況だったにもかかわらず、当時
のトヨタは多くの仕掛を抱えていた。また、このような材料、仕掛、在庫に多くの資金が

食われ現行の借り入れ利子が 6％を超える状況だったので対策は必死だった。」加えて、「し
かも、もはや銀行はお金を貸さないという環境の中で再建策を展開したと環境が関係して

いる。単に、他社の真似や教科書を見て思いついた内容ではない。赤字、借金、首切りの

涙の中から、苦労の末生んだ手法である。」と、お話されていた。「当時、給与は遅配、支

払われても 3 ヶ月の１週間程度をやっと支払う状況だった。だが、このような状況にあっ
て、当時、売上に占める銀行利子が 6%を払っていた。売上金が入ると借入金の支払に迫ら
れる。加えて、協力会社には部品、材料代を払わねばならない。原価構成上から見ても、

トヨタ本体の売上げに対するトヨタ自動車の組立費の比率は 10%以下であることを考える
と、いかに売れないものを“造りだめ”することが罪悪となるかが判ると思う。車が売れ

ない、売れなければゼニが手に入らない。ゼニがないのは首がないのと同じ！」と、当時

のトヨタでは言ったそうだが、この苦しみの中から産まれた JIT が、いかに実務に密着し
た本物であるかが、このような歴史的な取り組みから伺い知ることができる。 
 では、売れる製品を売れる時、売れるだけつくることを目的とした JIT の中で工程管理
をどのようにしているか、その仕組の一部を紹介することにする。図表３－２－１７は受

注製品を平準化するイメージである。○△◇で示した記号が受注された自動車の種類であ

る。受注を注文通り生産するのが JIT である。だが、単にそのままの生産だと、例えば、
自動車であれば部品点数も作業形態も異なる。このままの生産では、当然だが、各工程の

標準時間に相当する作業負荷時間に山谷が発生してしまい、ムダな時間の発生が発生し、
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受注通りの生産といってもコスト増になってしまう。そこで、1日の内で、顧客の納期を考
慮し、組立順序を調整して、この種のムダを出来るだけ少なくする工夫をする。これが、

当時“ふんどし”という名前で呼ばれたスケジューリング対策である。“ふんどし”の名前

の由来は、当時の事務用コンピューターはスケジュール計算結果をアウトプットする際、

ラインプリンターで長いリストを提出する状況を見て、この名をつけたそうである。 
 

図表3-2-17　ＪＩＴにおける平準化対策のイメージ
注文の状況

　製品Ａ

　製品Ｂ

　製品Ｃ

　製品Ｄ　

受注に合わせた混合生産

平準化したい
　ＯＣＴ時間

現状まま
作業時間
の状況

対策：数種製品の組をつくり、組毎の時間のバラツキを減らす、という平準化対策

 
 
また、このようにして作成された平準化生産計画を“後工程引取り方式”と呼ばれる管

理で工程管理をする手段が“カンバン方式”である。カンバン方式は平準化された計画を

基に、極めて簡素なシステムで生産指示～後工程への納入までを管理する方式である。図

表３－２－１８にその状況を示すことにする。カンバンは図表に示した通りだが、簡単に、

その運用を示すと,次のようになる。顧客の注文に応じて必要量の生産が各工程に必要にな
るが、カンバン方式は後工程だけに、生産指示をする。この指示を今度は前工程に生産必

要量として指示するが、この場合、生産必要指示数＝カンバンは数枚として発行する。こ

の発行枚数が前工程への生産指示数となり、前工程では製品生産はカンバンで要求された

数だけを生産する。これにより、売れる対象でない製品の製造を禁止し、「必要な時、必要

な製品を必要なだけつくる。」という思想を実践する。なお、この際、後工程の指示により

生産された製品には、生産が終わるとカンバンが添付される。この時点でカンバンは生産

指示書から現品票という形に機能が変化するが、その後、カンバンは製品と共に後工程の

方が持って行く。この時、必要生産数量をカンバンで指示した内容をチェックすることに

より生産指示をしたフォローを行う伝票として活用する。なお、この時、カンバンは納品
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書という機能を果たすことになる。以上、図表に示した内容を簡単に解説したが、このよ

うに、事前に充分検討された平準化生産システムのスケジュールに従って、JITとつくり過
ぎ防止までを図りつつ生産管理を運営する方式が“カンバン方式”である。 

図表3-2-18　後工程引取りとカンバン方式

後工程 前工程

①納入指示
（発注）

②生産計画

③生産実績
フォロー

④現品票

⑤納品書

目的：つくり過ぎの

　　　　防止！

売れただけ
　前工程に

　　部品・材料を
　　　発注する

売れる当てがない
もの在庫は持たない

在庫＝罪庫
仕掛＝死掛り

計画＝必要なものを
必要なだけしか製造
しない方式の厳守

カンバン方式の要点

　1枚のカンバンで数種の機能を持たせるシステム
であり、後工程からカンバンをまわすことで生産
システム全体がまわる仕組みとなっている。

 

  
しかし、このように便利なカンバン方式も、図表３－２－１９に示すように、∓10％の生

産変動の範囲でないと成立しないシステムであることがコンピュータ・シミュレーショ

ン・システムでテスト行うと判る。トヨタ自工（自動車工業）がカンバン方式を成功させ

た理由のひとつに、トヨタ自販（自動車販売）の存在が大きな役割を果たした。自販が自

工に注文を出し JIT・平準化生産が開始されるが、自販は買い取った自動車を余すことなく
販売するという営業力を駆使する力がある（やがて、この両者は統合されるが、機能はそ

のまま今も残されているとのことである）。このため、JIT 大変に優れた生産管理システム
だが、その全てが他の企業に適用できるシステムでなかった。しかし、考え方と有効な要

素は各社に導入された。なお。JIT化に当たっては、下記の項目が特に重要とされているの
で参考にしていただきたい。 
（ｲ） 多種少量切り替え生産にシングル段取りを適用する。 
（ﾛ） 事前検討段階で生産計画を充分、かつ、ムダの出ないように組み「計画通りの生

産遵守」を進め、ムダ排除済み、効率良い生産達成を図る。 
（ﾊ） 余計な事務管理は出来るだけ省き、現場直納（直接納入）方式のような簡単でム

ダの少ない事務管理システムを運用する。 
（ﾆ） 図表３－２－２0 の解析にあるように、仕掛や在庫を徹底的に悪と考えて生産イ
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ン、作業～管理面の改善を図る。 
（ﾎ） ストップ・紐システム、ポカヨケのような発生時点問題対策や不良発生を防ぐス

システムを運用して、良品 100％生産と３現主義による早期問題対策を進める。 
（ﾍ） 目で見る管理のような、簡単な方式で連絡や異常情報の明示を行う。・・など。 

図表3-2-19　カンバン方式を始めとした各種工程管理方式

　投入・生産指示　変更情報

　　　一発指示

　　　　変更情報は適宜流し

　　　仕様や量の調整を図る

　　(例：家屋、装置製品など）

　　　投入指示　　生産指示

　　受注と仕掛の内容を見て

　　生産調整を図る方式

　　　　　　　　　　　日程計画

　　　　　　　　　　　　生産指示

工程　仕掛

　　　カンバンによる

　　　　　生産指示

カンバンの枚数×1枚の量
　＝生産指示の数量

　

　生

　産

　指　　
　示

　と

　物

　の

　流

　れ

　　　　　一品生産

途中で設計・仕様・量の変更発生

　　　　　低繰り返し品

　　　　　生産変動大

　　　　　繰り返し品

　　生産変動±10％程度
適する

　分野

　　　適宜指示方式　　　後工程指示方式　　　カンバン方式　区分

記号説明　　　：　物の流れ
　　　　　　　　　　情報の流れ

カンバン方式が成立する条件は
生産の変動が±10％以内の時

 

図表3-2-20　仕掛発生の理由と対策

協力会社への各種JIT対策部材納入のスムーズ化10

時間分析～IE・QC・VE改善、応援・多能化対策作業、設備加工時間変動対策９

後工程引取りシステム、仕掛監査・赤札（駐車違反）作戦

目で見る管理・メトロノーム生産による標準時間厳守

JITの徹底８

物流・レイアウト改善、部品の内製化、先入・先出し方式の運
用、運搬方法の改善、部品切れ予告システムの運用

工程間のつなぎ改善７

ネック工程（平準化・技術改善）対策、カンバン方式の利用、

スケジューリング・システムの活用

ライン同期化６

ZD対策、ポカヨケ対策、事実分析による発生原因除去対策
ストップひもシステムによる発生時点問題対策（QTAT)

不良・手直しの早期発見対策５

TPM（生産保全）対策、ZD（是正→予防）対策設備トラブルの減４

段取時間のシングル化、セル生産の適用、多能化・多機能対
策

小ロット生産システム化３

小ロット生産の運用、つくりだめ禁止、日々管理の運用過不足、計画変更をなくす。２

工程の同期化、生産計画通りの生産・責任体制の徹底など
（置き場管理の徹底）

余計につくらない仕組の運用１

　　　　　　　　　　　　　具体的手段の例　　対策項目No

QTAT:Quick　Turn　Around　Time　の略
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③ 工程管理とスケジューリング・システム 
 先の②までの解説で、JIT対策に当たって、工程管理上で極めて有用な要素を持っている
ことを示した。JITは生産現場の管理の面で多くの有用な点が示されているが、そのバック
ヤードには生産計画事前検討のためのスケジューリングの存在があること、また、事前検

討システムにも目を向けるべきことが、読者の皆様には、ご理解が得られたのではないか

と考える。では、スケジューリング・システムの中身について検討を加えることにする。

なお、全産業にトヨタが開発した JIT が全てそのまま適用できる、というわけではないの
で、ここでは、リードタイム短縮と工程の平準化を始めとしたムダ排除対策、という立場

から、JIT対策を含めた、その他の産業にも適用可能なスケジューリング・システムを対象
に、その内容を紹介することにする。では、まず、産業形態を区分し、その環境条件と、

そこに適用すべき、また、個性にあった工程管理システムのあり方、のような内容から解

析し、その後に、各形態にあったスケジューリングのあり方を例示することにする。 
図表３－２－２１は一般に区分されている受注生産と見込生産の区分を示した内容であ

る。一般に、量産ものは受注生産という形で受注予測の基、連続生産を行い、受注状況を

見ながら前工程に向けて生産調整を図る方式が重視されてきた。これに対し、受注生産は

顧客との仕様を詳細に打ち合わせた後、受注内容に合わせて部品展開を行い、組立納期に

合わせ、逆 D 型の生産日程を作り、組立順序に同期させ部品の納入管理～作業現場への投
入を図るというスケジューリング対策が進められてきた。このため、見込み生産方式は図

表３－２－２２の左側に示されたフローショップ方式、受注生産は受注内容により作業が

様々に変わるため、その状況に合わせた生産対応が図れるようにしたジョブショップ方式

が推奨されてきた。 

図表3-2-21　過去・区分されてきた生産形態の例
販売面　　　 　　在庫品の位置　　　　品種の面　　　　量の面　　　　　連続性

受注生産　　　　部品中心生産　　　多品種生産　　　少量生産　　　　個別生産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中品種生産　　　中量生産　　　　ロット生産

見込生産　　　　製品中心生産　　　小品種生産　　　多量生産　　　　連続生産

・進度把握の複雑さ

・工程間移動、荷姿、ロット形態の変化

・多能化・マルチ対応機械の条件不足

・作業指示・計画の変化対応に不備

・余力の把握の不足　　・日程計画複雑

・標準時間未整備（困難）

・飛び込み、変更の多大・複雑さ

・特殊工程の扱い困難性

　　個別生産

・部品・材料の在庫不足

・金型、治工具不足

・まとめ生産（段取り）時間多大

・需要の突発変動　　・需要予測の外れ

・発注方式・見込みと実需要のズレ

・特殊工程への集中→バランス不可

　　連続生産

　　　　　　生産実行段階　　　　　　　生産計画段階　生産形態

計画と実績に差が出る問題の例
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図表3-2-22　見込生産／受注生産方式の差異（一般論）

・ロット管理と共に、多能化、マルチ対応　
　の設備の投入が必要になる。

・変化対応、1品ものも対応可能、
・類似、集約加工・組立で生産性をあげる。

・同種のものを生産するのでライン化・合理
　化、機械化が容易である。

・流れの管理が容易

・海外生産への移管が容易である

３、適　用

・受注により高価な設備の稼動が低下す
　る例が多い　→　ＧＴ化、標準化により世
　共通性を高める。又は、改造多能化

・仕掛をかかえると売れない恐れがある

　→　品質向上、スキル向上、セル生産化

・部品・部材の利用繰り返し性が少なく、　
　在庫が難しい　→　内作化、共通化

・製品変化に対応が難　→　ライン計画時　
　にフレキシブル化、段取シングル化必要

・ネック工程に生産が左右される　

　→　ネック工程に各種対策を図る

・量産効果が収益の源泉になる例が多い

　→　ＦＭＳ、他のライン製品の取り込み、

　　　生産性の低いラインの停止・統合

２、問題と
　　　対策

・多種少量生産に向く

・顧客受注の変化に応じて製品をつくる

・特徴ある製品づくり、スキルで対応する

・小種多量生産に向く

・生産と受注の同期化を重視する

・量産効果により生産性向上が図れる。 　

１．　特　徴

　　　　　　受注生産方式　　　　　　見込生産方式　区　分

特徴あるライン生産 変化対応に容易なジョブショップ生産

 
 
このため、スケジューリングの方法も、両者は大きく異なり、概略、図表３－２－２３

に示されたような区分が設けられてきた。なお、この図表から、受注生産と個別生産とで

は、生産形態と管理が異なるので、当然、情報レイアウトも異なってくることがご理解願

えると考える。 
 

図表3-2-23　ロット管理／個別生産／連続生産と管理ポイト　

少種多量生産系：見込み生産管理システム

需要予測

中期販売計画(3ヶ月）

月次生産計画

加工・組立計画

新製品
立ち上げ
　準備

在庫管理

製品進捗
仕掛管理

部材発注

部品・材料展開
部材発注
入荷仕掛
　管理

・加工・組立
治工具準備

・人員改革
・設備計画

工程進捗
納期管理
品質・稼働率
・・・管理

生産／販売
出荷・納期
　　管理

生産・販売活動

業績評価

1品生産系：個別受注管理システム

引き合い・見積もり 需要予測

個別受注

製造実行
　予算

大日程計画 工場全体
生産計画

先行手配

材料・部品
　　手配
～在庫管理

出図計画

部品展開

中日程
計画

小日程
計画

人員・設備
　計画

部品入荷
　仕掛管理

逆Ｄ計画
という部品
組み立て
納期適合
生産管理

納期↑

組立～完了

収益性
評価
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 また、このことは、生産管理システムは、管理システムの目的や個性に合わせた方式（情

報レイアウト）が必要であることを示している。要は、産業形態に一番合った内容を適用

すべきことになる。だが、現在、多くの企業で小種多量・フローショップ生産ラインはシ

ングル段取り技術の発達で多種少量生産ラインへの変貌を果たしている。従って、この種

の内容を織り込んだ生産管理システム化が追加されている。ジョブショップ生産も個別生

産の形態をセルととらえて、ユニットグループをセルで分け、コンベアなどのフローショ

ップ生産ラインを止め、セル方式で変化対応型の生産に対応して行く方式などの例が増え

つつある。ここでも、この種の対応に従来の生産管理システムの改善がある。このように、

先の図表で示したものは、その生産形態に合わせ、それぞれ個性に合った生産管理システ

ムが必要になってくるので固定的に生産管システムをとらえないことが重要である。では、

生産ライン（ハード・ウエア）の検討が終わった段階で、そこに搭載すべきソフト・ウエ

アのひとつである工程管理システムの紹介に入ることにする。 
図表３－２－２４は今まで解説を加えてきた工程管理全体の機能を、再度、まとめ直し

たものである。工程管理の機能には計画／生産統制／監査・フォロー、即ち、P-D-C シス
テムという３つの機能がある。ここで重要なことは最適生産計画をつくり、それを遵守す

る活動が必要なとなる。即ち、『計画通りの生産遂行』が最適生産計画を策定した後の重要

要素になる。先に『ムダのない計画づくりは、人、設備、時間、資金、・・・を投入する作

戦であり、知恵を駆使した予算策定に相当する』という内容を示したが、良い計画はその

まま遂行されて始めて計画策定の効果発揮となる。従って、計画＝実行となるように活動

をフォローし、その努力を更なる計画づくりと達成レベルの向上に関与する仕事が工程管

理の責務となる。 

工程管理

生産計画機能
　　（計画機能）

受発送計画

作業量計画

工数低減計画

人員・設備計画

日程計画

外注化計画

棚卸資産（在庫）計画

設計管理

生産統制機能
　　（実施機能）

進度管理

作業量管理

現品管理

実績管理

運搬・物流管理

外注・購買品・資材の入材在庫管理

納期・納入管理

各種生産性管理（予／実算管理）

生産計画達成管理
監査機能
　（フォロー）

図表3-2-24　工程管理の範囲

計画通りの
　　　　生産

更なる改善と
　　発展へ

指揮・指導
　　・抑制
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 このように生産計画の重要性を捉えると、では、どのようにして最適生産計画を策定す

べきか？また、守る方式を運用するかが、生産管理システムとソフト・ウエア対策のテー

マとなる。現在、IT 化とその活用が叫ばれるが、実は、このような研究は既に今のような
インターネットや高度・大容量のコンピュータが登場する前から、その道の研究者達によ

り研究されてきた。その結果を図表３－２－２５に示すことにする。この取り組みを総称

してスケジューリング理論というが、その区分は大きく３つに区分される。生産計画を策

定する際に日程の頭から割り付ける方式と最終日からわりつける方法、そして、ここには

記述が無いが、両者を組み合わせてスケジュールする方式がある。スケジュールを計算す

るイメージは図表３－２－２６に示したように、タイム・バケットというバケツのような

ものを定め、製品設定に要する標準時間を基に、工程と納期を懸案しながら、定められた

容量、を持つバケツに空きがなく、溢れることが少ない割付を行うという対策を進めて行

くイメージである。 
では、タイム・バケットを用いたスケジューリング・システムによる解析例を紹介する

ことにする。この例は数種の組立製品のスケジューリングを行っている例である。手順１

はいわゆる工程表というものであり、各部品の製作工程（順序）と（ ）内は製作に要す

る標準時間を記載したものである。このイメージを工程間の余裕を入れ作図した内容が手

順２である。各工程にはタイム・バケットがあり、ある製品の納期がタイトで、そちらの

製品を優先した結果、同じ日にその設備を使えない、いわゆる工程干渉の問題が発生する

例である。このような場合、納期的に優先順位を決め、多少とも、その工程で加工、組立

など、作業する日程を納期内で振る（前後させる）、という処理をせざるを得ないことがあ

る。そこで、その対策を図ったイメージが手順３の内容である。このような処置を他の製

品にも行い。前工程からタイム・バケットに作業を割り当てた後で調整する方式をフォア・

ワード方式、逆に、後工程から作業を割り当てる方式をバック・ワード方式という。この

ようにルール定め、IT 利用によるシュミレーション・システムで行って行く手順をたどり
平準化生産計画を策定する方法が、スケジューリング・システムによる最適スケジュール

対策＝生産計画策定プロセスである。 
 では、スケジューリングの事例を図表３－２－２７に例示することにする。この種の

計算は ITに用意されたプログラムを用いて行う方法が一般的である。だが、プログラムの
構築だけでなく、結果検証には、必ず、工程関係者を中心とする現場関係者を交えたグル

ープで事前検討が必要である。その理由は ITの過信を避けるためであり、もし、実態に合
わない計算結果が出る場合、修正が必要になるからである。また、定めた計算は良いが、

生産順序の関連を見て現場で、治工具の手配や段取りの上で何らかの問題が発生する可能

性もある。このような場合、一部、計画結果に修正を加えなければならない例が発生する

例や、時には、計算結果を導く方法を見て、関係者が、より処理が早く、実態に合う方式

を見いだす例もある。いずれにせよ計算結果は必ず人の目で見直すことが大切である。な

お、このようなスケジューリング・システム構築前に行う事前検討段階にも、デザイン・
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イン的な現場参画の要素を含め、関係者を巻き込んだ検討が必要であることは言うまでも

ない。企業によって、購入したスケジューリング・システムと計算結果を盲目的に信じて

利用する例もあるが、それは大変危険な内容を含む例が多いので、これについても、しば

らくは、ここに記載したような内容を運営していただくことをお願いしたい。 
 

図表3-2-25　スケジューリングとその理論

生
産
計
画
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
種
類

生産計画の設定
方法による区分

・　フォアワードスケジューリング：定められた日程の頭から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業割付を行う方式
・　バックワードスケジューリング：定められた期間の最終日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から割付を行う方式

スケジュール作成
情報の与え方に
よる区分

・　静的スケジューリング：割付にデーターに動的な内容を
　　　　　　　　　　　　　　　　持たせないで割り付ける方式
・　動的スケジューリング：データーの相互関係やつながり
　　　　　　　　　　　　　　　　を関連させて割り付ける方式　　

生産設備やラインの
構成・配列を配慮し
た区分

・　単一機械への割付スケジューリング
・　並列した機械へのスケジューリング
・　フォローショップ（流れを持つライン）バランスを
　　中心にしたスケジューリング
・　複数の多能化された設備（ジョブショップ）への
　　スケジューリング
・　フローとジョブショップが混在したシングル段取り
　　化された自動化ライン（ＦＭＳライン）への
　　スケジューリング　

 
 

図表3－2－26　生産計画策定に当たって利用する
　　　　　　　タイムバケットの考え方

4,0603,4802,9005,2203,4803,480580　　Ｆ

9,6009,6004,8006,0007,2008,4001,200　　Ｅ

6,8006,8004,2508,5005,1009,350850　Ｄ

3,2004,5006,5408,9006,0003,000600　 Ｃ

7,5008,2004,0006,0006,0007,500　　750　　Ｂ

　塗装Ａ、Ｂ2回通るもの
は

{ST(A)＋ST(B)}×

個数で算定している　

6,00015,0007,50012,00012,00015,000　1,500　Ａ

　　　　備　　考発送検査

梱包

手直し

(含外観)

塗装

(含外観)

加工

（分）

切断生産月

(個／月)

製品
名

加工
工程
能力

加工
工程
能力

加工
工程
能力

能力：１日目22Hr ２日目23Hr １日目2１Hr

優先順位に従って負荷時間を入れる。

溢れたら次のタイムバケットへ入れる。

タ
イ
ム

バ
ケ
ッ
ト

腹一杯になれば
ムリしても食えない！
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図表3-2-27　タイムバケットを利用したスケジューリングの例

Ａ（１）Ｓ（２）Ｇ（４）Ｓ（５）Ｅ（３）　ＰＡ３３

Ｓ（２）Ａ（１）Ｆ（１）Ｓ（５）Ｅ（３）　ＰＡ２２

Ｓ（３）Ｂ（２）Ｓ（１）　ＰＡ１１

　５　４　３　２

　

　１

　　　　工程順

部品名

英数字は工程名、（　）は各工程における製作時間を示す。

【手順１】　工程表を準備する
【手順２】　図化する

　　単純に納期無視で製造工程と時間を図化
Ｓ
（１）
Ｂ（２） Ｓ（３）

Ｅ（３） Ｓ（５）
Ｆ
（１）

A
（１）

Ｓ（２）

Ｅ（３） Ｓ（５） Ｇ（４） Ｓ（２）

Ａ
（１）

Ｓ
（１）

Ｂ（２） Ｓ（３）

Ｅ（３） Ｓ（５）
Ｆ
（１）

A
（１）

Ｓ（２）

Ｅ（３） Ｓ（５） Ｇ（４） Ｓ（２）

Ａ
（１）

【手順３】　生産期間・能力調整
納期と各工程の干渉の状況を見て調整
を開始

【手順４】　日程割付
各１日のタイムバケット
に優先順位を考慮しな
がら割付た後、生産計
画とする

【手順４】　日程割付
各１日のタイムバケット
に優先順位を考慮しな
がら割付た後、生産計
画とする

Ｓ
（１）

Ｂ（２）

Ｓ（３）

Ｅ（３）

Ｓ（５）

Ｆ
（１）

A
（１）

Ｓ（２）

Ｅ（３）

Ｓ（５）

Ｇ（４）

Ｓ（２）

Ａ
（１）

　A

　Ｇ

　Ｆ

　Ｂ

　Ｓ

　Ｅ

　１　２　３　４　５　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・・・・Ｎ日・工程

Ｓ（２） Ｂ（２）

Ｂ（３）
Ｂ
（１）

Ｅ（１） Ｅ（２） Ｅ（２） Ｅ（３） Ｅ（３）

Ｂ（２）Ｂ（２） Ｂ（３）Ｂ（１） Ｂ（２）Ｂ（２）

Ｆ（５） Ｆ（３） Ｆ（２）
Ｆ
（１）

Ｆ（３） Ｆ（２） Ｆ（２）

Ｇ（４） Ｇ（２） Ｇ（４） Ｇ（２）
Ｇ
（１）

A（４） A
（１）

A（６） A（３） A
（１）

A（３）

 
 
 以上、ここまで近代的なスケジューリング・システムの内容を示したが、スケジューリ

ング・システムの全てがここに示したような複雑なものばかりではない。このような意味

から、ここで立ち戻り図表３－２－２８の上の枠に歴史的取り組みを簡単に紹介すること

にする。スケジューリングには産業界で当たり前のように活用している日程表のようなス

ケジュール管理の手法もあるからである。この手法はガント博士の考案によるものである。

簡単な方式だが、工程管理の分野では多く使われてきた。例えば、大型製品の組立日程や、

大きな建築物の建造日程を検討する場合に多く使われる。 
その後、スケジューリング理論は OR(Operations Research)という技術体系と共に発達
していった。その中から、理論的には解析があざやかであり、既に多くの企業で活用され

てきた例を紹介することにする。図表３－２－２9はそのひとつ、２台に飛び込んでくるｎ
個の製品を短時間で割り付けることを目的とした解析法である。なお、この計算には設備

１を通過したものは設備２を必ず通るという制約があると、仮定することにする。図表３

－２－３０に、解析例を設問と解析結果という形で示すことにする。 
この解析ルールは OR 学者によるものである。図表３－２－３０の解析結果を見ると、

この解析手順は有効な解析結果を与えていることが判る。また、もしも、このような対象

があれば、この手順をそのままプログラムにすれば最適スケジューリングが得られること

が判る。ここに示した「2種の設備のスケジューリング程度なら簡単である。手計算でも出
来る。もっと複雑なものは計算できないのではないか？」と考える方は多いと思う。全て

の複雑系全てが明快に解ける方式はまだ確立されていないが、また、コンピュータと論理

解析の結果、最適解とは言わないが、各種、それに近づける各種努力がスケジューリング
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を研究する学者や専門家達が提出しつつある。そのような取り組みは、例えば、守谷栄一

著「オペレーション・リサーチ」日本理工出版会などに詳しく解説されている。そこには、

3台の設備にｎ個の仕事を割り付け、最小時間で終了させる解析や、2種類の仕事を 6台の
設備に割り付ける方法について解析した例など、多くの例が示されている。 
 

図表3-2-28　生産スケジューリング理論発展の歴史　
【歴史的背景】
　　①　２０世紀初頭　H.L.ガント博士が「ガントチャート」を作成したことで日程計画を目で見て判る
　　　　　形にしたことが大きくスケジューリング化対策を進めた。
　　②　1950年　S.M.Johnson、W.E.Smith、J.R.Jackson等がスケジューリングの問題を提起、各種解決
　　　　　法を示していった。
　　③　1958年　J.W.ForresterがSystem　Dynamics　を開発しコンピューターシミュレーションにより
　　　　　「成長の限界」で知られる地球の環境危機問題を明示した。
　　④　同年　ＰＥＲＴ(Program　Evaluation　and　Reviewed　Technique）をアポロ計画と共に、NASA
　　　　にて開発、大型プロジェクトのスケジュール管理に適用～拡大

　　⑤　1960年代後半IＴの活用が盛んになり、MRPなどの手法が提唱～活用の拡大が図られた。　

（済）

(済）
　　　　　　　担当○○

　　　　　　　　　　担当□□

　　　　　　　　　　　　　～　　～

　　　　　　　　　　　　　　・・・　～　・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当△△

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　～　・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・

新製品設計

部品展開（一部）

　　　　～

　　　　～

　　　　～

Ａ製品生産

　　　　　　～

　　　　　　～

Ｘ製品納入

　　　　・・・・・

　１

　２

　・

　・

　・

　N
　・

　・

　X

完了のﾌｫﾛｰ　　　　　　　　　　　　期　　　日　プロジェクト項目No.

ガントチャートの形

 
 

図表３-２-２９スケジューリング理論とその解法の例
２台の設備にｎ個の仕事を割り付けるスケジューリング

目的：最小時間で仕事を割り付け終了させる検討を進める理論

b1

b2

b3

・

　 ・

　　・

　　bn

　 a1

a2

a3

　 ・

　　・

　　・

　 an

　１

　２

　３

　・

　・

・

　ｎ

　設備Ｍ２　設備Ｍ１

　　加工時間（分）仕事

一般型

【条件】①　機械はＭ１とＭ２の２台しか存在しない。
　　　　 　②　仕事はＭ１か終了後Ｍ２へ、必ず流れるものとする。
　　　　　 ③　個々の仕事の処理時間（ＳＴ）は正確な値が判って

　　　　　　　　いて、仕事の数はｎ個と決まっている（途中で追加、
　　　　　　　　変更などの変化はない）。

こ
う
や
っ
て

　

解
き
ま
す
。
是
非

　

試
し
て
下
さ
い
。

【解決手順】
　①　Ｍ１の中で最も短い処理時間を
　　　持つ仕事を１番目と指定する。
　②　また、Ｍ２にある最も短い時間の
　　　仕事を最終番に定める。
　③　次の加工時間最小の仕事をＭ１の
　　　中から選ぶ。
　④　その後、Ｍ２の中から次の最小時間
　　　の仕事を選び、最後から２番目とする
　⑤　このようなことを以下、繰り返す。

　　　　２

　　　　６

　　　　７

　　　　８

　　　　４

　　　　５

　　　　１

　　　　９

　　　　３

　　　１０

　１

　２

　３

　４

　５

設備Ｍ２　設備Ｍ１

　　加工時間（分）仕事

モデル
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【演習題】２台の設備：ｎ個の仕事の最適スケジュール

【解決手順】
　①　Ｍ１の中で最も短い処理時間を
　　　持つ仕事を１番目と指定する。
　②　また、Ｍ２にある最も短い時間の
　　　仕事を最終番に定める。
　③　次の加工時間最小の仕事をＭ１の
　　　中から選ぶ。
　④　その後、Ｍ２の中から次の最小時間
　　　の仕事を選び、最後から２番目とする
　⑤　このようなことを以下、繰り返す。

　　　　２

　　　　６

　　　　７

　　　　８

　　　　４

　　　　５

　　　　１

　　　　９

　　　　３

　　　１０

　１

　２

　３

　４

　５

設備Ｍ２　設備Ｍ１

　　加工時間（分）仕事

モデル

記入欄

 
図表３-２-３0　解析結果と他の解法との比較
解法例１：仕事の１～５までを単純割付の場合　１→２→３→４→５の順

　　Ｍ１

　　Ｍ２

　　　　　　　５　　　　　　１０　　　　　　１５　　　　　　２０　　　　　　２５　　　　　　　３０　　　

　　時間

設備

３４分

　　Ｍ１

　　Ｍ２

　　　　　　　５　　　　　　１０　　　　　　１５　　　　　　２０　　　　　　２５　　　　　　　３０　　　

　　時間

設備

解法例２：ランダム抽出による　３→４→５→１→２と選んだケース
３６分

　　　　２

　　　　６

　　　　７

　　　　８

　　　　４

　　　　５

　　　　１

　　　　９

　　　　３

　　　１０

　１

　２

　３

　４

　５

設備Ｍ２設備Ｍ１

　　加工時間（分）仕
事

　　Ｍ１

　　Ｍ２

　　　　　　　５　　　　　　１０　　　　　　１５　　　　　　２０　　　　　　２５　　　　　　　３０　　　

　　時間

設備

３０分と最小

解法例３：スケジューリング理論による解　２→４→３→５→１

 
 
 
 その種の解析内容が必要な場合、守谷先生ご記載の専門書などをご覧いただくか、OR学
会にご相談問されることをお奨めしたい。多くの解析がご専門の方々の解析から抽出でき

るからである。 
なお、実際のスケジューリングに当たっては、このような各種の最適化手段をプログラ
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ムして使う方法があるが、これとは全くことなる方法があるので、これも紹介することに

する。乱数を用い、タイム・バケットにいろいろな作業を割り付けることを繰り返しなが

ら、よりムダの少ない解を求めて行く方法である。図表３－２－３１にそのイメージを示

すことにする。コンピュータの処理環境が許す限り、繰り返し計算して最適に近い案を探

す方式である。この方法は ITの容量と計算スピードの増加に伴い発達した手法である。 
 以上、多くのスケジューリング・システムを紹介したが、要点は事前検討段階で生産計

画上のムダ対策を図る対策に多くの方法がある。だが、我々は、この目的と評価を確実に

行いつつ販売・生産形態に合ったものを選択して活用すべきことは変わらない。 
 

図表3-2-31　IT活用によるスケジューリングの進め方

開始

目的の明確化

モデルの設定

計算：シミュレーション

結果提出

最適解？

終了

　実際に製品工程を把握し、スケジューリングを行うには
乱数を用いて、計算し、最適解に近づける努力が払われ
るケースが多い。最適解を求めるには、時には数万回の
計算が必要になるが、先の計算結果より良い物を残す。
そうでないものは捨てる、という手続きで行うわけである。

求める
真の
最適解

所定の回数で
計算は打ち切り

生
産
時
間
短
縮

計算回数

乱数発生

捨てる

計算結果採用の
　　　状況

 
 
 
④ 現品管理と動態管理：「物と情報の一体化対策」 
どのように立派な生産管理システムを構築しても、生産する「物と情報の齟齬（不一致）」

が起きるようでは、生産計画は立たないし、計画通りの生産遂行は成立しない。そこで、

生産管理というソフト・ウエア成立条件に「物と情報の一体化」という対策が必須条件と

なる。JIT・カンバン方式において、この問題は図表３－２－３２のように解決させている。
実に見事な対策である。だが、先の解説のように、本書を読まれる皆様の企業が全てカン

バン方式・適用可能企業というわけではない。とは言え、JITが適用できない企業でも JIT
が持つ現品管理の優れた点は、その内容を把握して生かせるものは生かして行くべきであ

る。そこで、まず JIT が持つ有用な点を整理し、これとの比較でものと情報の一体化対策
の内容を紹介することにする。 
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（ｲ） 計画以外の生産は禁止し、計画通りのものづくりと共に、物と情報の一体化を図

っている。 
（ﾛ） カンバン方式においては、後工程で余計な製品の製造は許さない、また、計画外

の物（カンバンがない対象品）の持込も出来ない。この内容は現場で簡単にチェ

ックできる方式を運用している。 
（ﾊ） 不良、停滞品は明示すると同時に、図表３－２－３３に示すストップ紐システム

のような異常処理、早期問題発見対策方式の運用により、現場には計画対象品の

存在を決して許さないシステムが運用されている。 
 

図表3-2-32　　日々・現品管理の大切さ
カンバン方式の役割：　①　計画に基づく計算
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②　全品管理（一品管理）
　　　　　　　　　　　　　　　 ③　異常処理（置き場の区分、色管理）

一品管理・ＩＴ活用

保留、理由のない停滞は不良と区分し、理由
を明示、黄色い伝票と共に、担当、期限、記
録の有無を確かめ置き場管理～処理する

不明品の明示６

赤伝票と共に、置き場と理由（原因究明・再発
防止の是正対策書）を記載し、扱いはルール
を定めて処理、記録を残す。

不良品の明示５

全て、管理対象品は現品票をつける

白：カンバン、黄色：保留、赤：異常品とする

現品票の添付４

カンバンがない製品はつくらない。後工程へ
も持ち込みはしない。指示（計画）にない製品
は異常処理品として扱い、責任も明確化する

つくり過ぎと、
運搬ルール

３

前工程は、後工程から持ってきたカンバン枚
数分だけをつくる（つくり過ぎは許可されない）

生産指示２

後工程が前工程に取りに行く（売れただけ仕
入れる）法則

引き取り指示１

　　　　　仕様ルール　役　　割No．

カンバン・システムのルール

カンバン方式が
適用できないもの
も、同じ考えで
現品管理する

現品をとらえる方法
①　出口通過時
②　入り口到着時
　　（税関方式を参考に）

 
 
では、『動態管理』という名で知られる「物と情報の一体化対策の進め方」について棚卸対

策という局面から解説を加えることにする。まず、“棚卸”を企業が行う意義について解説

することにする。棚卸というと、町の店舗などで、月末などに店を閉め、1品づつ記録を取
りながら製品の在庫や所在を確かめて行くという光景に合うことがある。この状況に遭遇

すると、お客様は終わるまで買い物が出来ない。棚卸中は店を閉め販売を停止しての作業

となっているからである。この時の様子を外から見ていると、関係者総出で現品の員数と

場所の確認作業している。これが棚卸しである。工場でも同じ形態をつくり、日と時間を

決めて、従業員総出で現品調査を行うが、なぜ、このように多くの工数をかけて棚卸を行

うか？ということだが、その理由を図表２－３－３４に示すことにする。棚卸しの意義は、

生産計画を立て生産に入った時、①部品や資材がないと生産に支障をきたすことになるか

らであり、②受注され、「直ぐとどけます。」とお客様にこたえたのに、台帳には製品があ
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るのに実際は製品が無いので届けられない、ということになると困るので、この対策をす

る基盤にものと情報の一致を正確に把握する必要があるためである。 
 

 

図表3-2-33　JIT、ｽﾄｯﾌﾟ紐による発生時点問題対策

生産ライン　製品の流れ Ｗ検査
問題発生！

即時対策
即時、問題のフィードバック

即時、問題のフィードバック

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡

製造ライン

問題があれば、ｽﾄｯﾌﾟひも
　　　を引き、発生もとへ
　　　即時に連絡する！

標準通りの
仕事の遵守

問題あれば、発生時点
対策

JIT・ｽﾄｯﾌﾟ紐ｼｽﾃﾑ

一般的なQTAT
（Ｑｕｉｃｋ
　　Ｔｕｒｎ　Ａｒｏｕｎｄ
　　Ｔｉｍｅ　ｼｽﾃﾑ）

 
 

図表3-2-34　棚卸しの役割と把握方法

財布にお金を入れ
　　　　　　買い物に

　　　買う毎に記録

　　　　帰宅して
　　　　残金チェック

　ぴったり合えば
　　　　　　ＯＫ！

　　合わない！
　　　　　なぜ？

どこかでお金が
逃げた？

管理が
　出来ていない
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また、生産・販売上の問題対策に加えて、③経営的な意義な意義もある。もし、あるは

ずの物が、何らかの理由で消えてしまうと、企業における資金や財産の管理が全くなされ

ていない、というという事態になるからである。こうなると、もはや収益もおかしな状況

になっているからである。 
筆者も、過去、米国で生産アルミ製品を生産開始したとき、生産実績では製品があるは

ずのものが無かったり、無いはずの製品があったりという状況で、生産管理に支障をきた

した時期があった。とにかく、現品と情報が合わないため、先の①～③の問題に生産管理

部門は混乱状態であった。筆者はその長だったが、早速その原因を探った、調査の結果、

生産製造に伴って発生する不良品の数の記録が的確になされないまま再溶解されていたの

で、数が合わないことが判った。そこで、早急に現品管理システムを見直し対策した。ま

た、帳簿に無いのに現場にある物は、次の工程で製造するものが手元にないので、処分さ

れたと思い、探すのを止め不良・滅却処理をしていた、というような内容もあった。そこ

で、現品管理システムを改め、現品は全て置き場管理を明確する。現品と伝票の不一致が

起きたら発生時点で対策する。不良品は不良・溶解申請伝票の有無を確認し、内容の一致

するものだけを溶解し、不一致の物は持ち込み先に返品して見直しをさせる。・・・などの

処置を早急に下し、全てをルール化していった。この対策と共に現場関係者には「中間製

品はお金である」という教育を図り、先に示した図表３－２－３４に示す内容を現場に示

した。その結果、工程管理で活用していた仕掛台帳、生産計画・実績台帳の信頼性が増し、

生産管理を軌道に乗せることができた。この体験から、筆者も工程管理システムの欠陥の

チェックや現場管理の問題対策に当たって、『物と情報の一致は生産管理の基本である』と

いう内容を再認識した。物と情報が一致すると、生産管理面で信頼が高くなる、後ろ向き

でムダな仕事が無くなる。生産計画が立てやすい、現場の実状が全て信頼できる数値で把

握できるので、各種改善対策が的確になり、対策した内容が信頼できる経営成果として把

握できる。・・・という内容になった。改善企業では多くの方々が働き、多くの問題が発生

する中で生産・販売が行われている。従って、現品管理にはいろいろな問題が絡んでくる。

だが、この対策がすっきりすると、いろいろな面で波及効果も出てくることを実体験した。 
物と情報を一致させるということは、個人生活で考えると、買い物をしているとき、財

布の入りと出の関係がはっきりしているか否かを示す内容と全く同じである。管理されて

いれば、その入り・出・残は必ず合うはずである。「しかし、そうはいかない。」となると、

そこには必ず管理上の欠陥がある。この内容は、皆様が買い物しようする時に財布をあけ、

お金を払おうとすると予定のお金が無く、あわてる内容に匹敵する。棚卸資産という工場

の中間財や仕掛りは物の形はしているがお金である。それが合わないということは、会社

においては、図表３－２－３５に示す問題が起きていること、そのものを示す。 
JIT では毎日棚卸をしているのでこの問題はない。このことは JIT が高い信頼性を持つ
工程管理環境を提供していることを示している。そこで、その種の工程管理にいかに近づ

けるかという対策が JIT の応用となる。先に、この面に対処する例を筆者の体験から例示
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したが、ここでは、もう少し系統的に、棚卸で数や量が合わない例があった場合、どのよ

うにして問題解決を図って行くべきかという対策を示すことにする。 
 

図表3-2-35　棚卸し、とその進め方

インプット

アウトプット

仕掛り

理論的には
　　IN　 ：１００
－OUT ：　８０
　停滞　： ２０

もし、２０で
なかったら？

現品管理
　　が悪い！
　　とになる。

もし、２０で
なかったら？

現品管理
　　が悪い！
　　とになる。

棚卸しの目的は
ある時点を定め、
　現場の仕掛りを
　調査し、IN/OUT
　の計算と仕掛り
　の関連を掴む　

合わない？
【理由の解析が必要になる】
　①　伝票、記録無しで不要資産滅却
　　　　を行った（不良を廃棄した）？
　②　従業員が持ち帰った？
　③　本当は販売したのに売り上げに
　　　　計上しない（ごまかした）。
　④　協力会社に無料で譲渡した。
　　　（記録はない。）
　⑤　山奥に財産隠しをしている
　　　・・・・という疑いまでかかる。  

 
棚卸対策は棚卸しの再行う手順の中身を見れば、その解決策が見えてくる。そこで図表

３－２－２６に棚卸という作業の手続きを示すことにする。図表の中間に示した、いつ、

どこに、何が、どの程度（数、量）がなぜあるか？を正確に把握する調査が棚卸という調

査である。また、その内容は、入りと出との数量管理と仕掛・在庫管理の 3 種を正確に行
う手続きである。入りと出は工程毎に把握することが原則である。前工程の出が次の工程

の入る数量が一致しているか否かをチェックする方式が整っていれば、中間で消えるもの

が無い限り必ず一致するはずである。前工程の出と入りが一致しないものは、不良や手直

しなど、数量が合わない処置をしたからであり、この種の内容は異常処理伝票を作成し記

録させ、  
〔前工程の手持ち（在庫・仕掛）〕＋ 
〔前工程からの出〕－〔異常による流出〕→〔次の工程の入り〕＋〔次工程の手持ち〕 

という内容を管理部門で機械的にチェックするシステムを運用して、もし、そこに不具合

があれば、即座に調査対策するシステムを運用すればよい。ちなみに、JITは後工程引取り
方式であり、 
〔後工程の入り（要求量）〕＝〔前工程の入り（持込量）〕、 
後工程の要求数量以外の物、即ち、仕掛・在庫ゼロであり、不具合品などは別途異常処

理伝票を前工程で作成しながら対策を図る方式である。また、この方式は、日々、棚卸数
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量が生産計画・実績数量と一致する内容になっている。方式の違いはともかく、入りと出

が一致し、異常は異常として記録と対策が進む方式が運用されることが現場における現品

管理上の重要要件である。 
 

図表3-2-36　調査の方法
①　調査時刻を決める：期末○月○日○時○分
②　物の動きを止める：生産を停止した状態とする。
③　調査票を持ち、調査する：物には伝票をつける
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査表には記録を取る。

不
明
品

名札を
付ける

いつ、どこに、何が、どの程度、なぜ？
あるかを掴む

入材／売上
／在庫？

調査票計算結果
比較
検討

管理状態メモ現品票No.個数所在場所部材の名称No.

棚卸し調査票　工程名：　　　調査者：　　　　調査　年　月　日　時　分

 
 
このため、現品管理において次に行うべきことは、 
〔入り〕－〔出〕の差＝〔仕掛、または、在庫の増減〕 
という計算である。当然、この計算の前に、平準化生産計画や、ラインであればライン

バランス対策を図ることや、製造工程で発生する不良、故障や人的、管理的な不具合の除

去が必要になる。だが、工程管理上、この種の問題があっても、日々在庫が計算結果と合

う方式を現場で実現させなければ、当然、1月に 1回、期に 1回の調査で棚卸の数値が合わ
ない。従って、もし数値が合わない場合、即時、即日、理由の解析～対策を図る必要が出

てくる。 
では、この中間仕掛や在庫の把握を現場としてどのように行うべきか、という対策に入

ることにする。この対策に当たっては『物が語る現場づくり』に代表される“５S”利用の
「目で見る管理」の利用が有効である。この内容は至って簡単である。置き場を決め、生

産計画で指定した指定位置に指定物を置くだけシステムである。この実施は計画に基づく

生産をベースに運用することが前提になる。このシステムを運用する場合、中間財や製品

には置き場と、置くべき数量、From-To を示す伝票、または、表示を行う。同時に発着時
間と、置き場の責任者を決める。このようなシステムで、もし異常品が出た場合、自動車

の駐車違反の取締りに似た異常処理システムを運用するとよい。置き場管理責任者が違反
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品に赤い札を貼るなどして、問題の顕在化～対策を図るのである。IT でどのように立派な
システムを作成しても、問題は現場で起きるし、問題が現場で明確になっていなければ、

即応体制は発動しない。この意味ではドロ臭いが５S・置き場管理システムの活用は有効な
仕掛管理対策の方法ということができる。 

 

図表3-2-37　動態管理と５S対策
物と情報の一体化対策（物が語る現場のイメージ）

Ａ工程→Ｂ工程
3：00PMまで

Ｆｒｏｍ　→　Ｔｏ
物の流れが
　　見える！

５Ｓを用いた
指定席管理

物を探す、
不要物撤去の
　　　　繰り返し

訓示：「５Ｓの徹底」

問題 問題対策

目で見る
　　管理の
　　　　実践

赤札
作戦

不要物、計画外生産品、不良・手直し品の停滞の撲滅

５Ｓ対策の整理
　
①　置き場を決めて
　　　ＪＩＴ対策
(必要なものを必要な時
　必要なだけ､指定席化
　して置く。これ以外は
　違反駐車扱い

②Ｆｒｏｍ→Ｔｏの明確化
　（時間指定移動）　

③　責任担当の明確化

５Ｓ対策の整理
　
①　置き場を決めて
　　　ＪＩＴ対策
(必要なものを必要な時
　必要なだけ､指定席化
　して置く。これ以外は
　違反駐車扱い

②Ｆｒｏｍ→Ｔｏの明確化
　（時間指定移動）　

③　責任担当の明確化

 
 
５Sにおける置き場管理に加え、生産計画を現場に明示し、計画（情報）と中間仕掛品（物）
を一致させる手段を平行させ運用し、動態管理の効果があがる方式を図表３－２－３８に

紹介することにする。紹介する内容は「差し立て管理」と呼ばれるものである。この種の

手法はフローショップやセル生産では余り必要ない方式である。この種のラインにおいて

は、入りと出を制御する方式、例えば、JITや、時々刻々生産量を計画／実績で表示しなが
ら生産の遂行を図る場合にこの方式を適用する。適用対象は、例えば、装置物や金型のよ

うに製作に長い期間を要する対象、また、多くの機械を錯綜して使うため干渉が発生する

例や、更に、協力会社に依頼している製品や、熱処理や特殊な塗装サイクルなどが関係す

る製造ラインである。この種の生産においては、物流コストや段取り時間やサイクルなど

の関係で、ある程度製品をまとめなければならないとか、どうしても設備干渉が発生し、

製品に待ちが発生する、また、特急品や設計変更などが発生するため、どうしても、現場

では、日々、製造する製品の着手優先順位づけを調整しなければならないからである。当

然のことではあるが、差し立て版への指示は生産計画に基づいて活用される。このような

「差し立て管理」においては、まず、“仕掛け”と“仕掛り（受身的内容）”という区分を

概念的に設けることを行う。具体的には、積極的に計画どおり生産する内容を仕掛け、こ
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の対象にないものは、作業着手・指示伝票を待ちの仕掛のボックスに入れるという区分を

する方式を活用する。 
差し立て管理では、このようにして本日の対象品と明日以降に生産する対象品の置き場

を区分するが、時には置き場もこの指示に従って分けて生産を行う方式もある。当然、工

程管理部門から指示される生産計画に従って、差し立て盤管理を製造現場で行うことにな

るが、この方式の適用に当たっては、５Sを応用して、置き場管理と仕掛対象となる対象製
品が簡単に行える仕組みをつくる必要がある。また、『置き場管理』を現場で『目で見る管

理』と共に運用すれば、「物と情報を一体化させた動態管理」の運用を実現させることがで

きる。難しい話はともかく、動態管理の基本は図表３－２－３９の実現をいかに手数が掛

からない方法で実現させることであり、差し立て盤管理はその一例である。従って、同種

目的で他に有効な方式があれば、大いにそれを活用すべきである。 
 

図表3-2-38　仕掛け管理と差し立て管理
仕掛け　：　釣りの仕掛け、必殺仕掛け人に代表されるように、戦略とアウトプットを
　　　　　　　定めて、戦術を展開する対策。→　生産管理では計画生産を示す。

仕掛り：　製造上のINとOUTのバランス、タイミング外れや、不良、段取り、故障など
　　　　　　～早すぎる手配などの問題発生結果、仕方なく発生した中間製品
　　　　　　→　受け身な的産物

受注

①　受注Ｎｏ．
②　製品仕様
③　品名
④　個数
⑤　納期
⑥　売価
⑦　納入場所
⑧　その他・・・

①　製造番号
②　品名、品番
③　製造数量
④　納期（工程別）
⑤　製造工程
⑥　工程投入／完成日
⑦　From－Ｔｏ
⑧　標準時間
⑨　その他

生産計画へ展開

設計 製造工程１　～製造工程Ｎ

計画通り
の生産を
シカケる

①いつ、　②どこで、　③何を、④何個、
⑤どのようにして
⑥何のため　⑦どの程度の工数で・・・
（位置管理、量管理、流れと作業管理）
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図表3-2-39　動態管理と情報システムのあり方

①　進捗管理の機能

進捗
　管理

実績をつかむ

計画／実績の状況・差異把握

生産進捗管理のツール活用
　受注処理、部品展開、スケジューリング、
　　～指示・実績フォロー

各種計画達成度管理

方式１：成り行き管理

　生産計画通り行うが差異が
発生するので、時々、棚卸を
行い生産調整する方式

方式２：カンバン方式

　売れただけ、後工程から生産指示
する方式。つくり過ぎは絶対禁止する
ことを厳守する方式（1品管理）

方式２：カンバン方式

　売れただけ、後工程から生産指示
する方式。つくり過ぎは絶対禁止する
ことを厳守する方式（1品管理）

Ｐｌａｎ

ＤｏＣｈｅｃｋ

 
 
以上、JITとの対比において、JIT適用が難しい工場における動態管理の手法を例示した。

現在は IT 化の時代である。もし、資金と IT 環境が許すのであれば、使い方によっては、
この種の対策に IT化の活用は極めて有効である。特に、レイアウトが改善され、管理ポイ
ントを縮減、明確化した後にバーコードやパソコンを現場に配備して行う方式は有効であ

る。その理由は、言うまでもなく、生産実績報告の処理や工程管理上の各種対策や連絡な

ど、現場における各種事務や記録の軽減になるからである。 
 
⑤ 工程管理部門の業務システム化対策 
 新情報レイアウトが完成し、（ⅰ）スケジューリング・システムも整備され、（ⅱ）動態

管理システムの運用により物と情報の一体化がなされると、いよいよ（ⅲ）人的組織によ

るルールを定め、守る内容を中心とした生産活動となる。この３つの柱をソフト・ウエア

と言い、後述の IT活用と共に、情報処理システムの活動がより効率的にすべき対象である。
そこで、この３番目の人的組織に関する工程管理業務のシステム化についても、以下、簡

単ではあるが、その要点をまとめることにする。 
 まず、手順計画のシステム化について解説することにする。要点は P-D-C であるが、工
程計画を運用するためには図表３－２－４０に示すような内容に検討を加える。図表中の

①は生産計画策定と現場における生産準備（標準作業と時間の設定）である。ここでは、

同時に、②の仕掛りや製品の動態管理と共に、未入荷部材の手配や現場で生産を担当する

設備や人、機材・治工具などの準備が必要になる。生産計画を受けて関係者が行う準備と

いう活動である。このような準備で生産・販売活動が遂行されることになるが、計画通り
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の生産遂行がなされているか否か、また、計画策定後の変化を組み入れながら日々行うの

が③の生産達成度のフォローである。加えて、④付随・補完する内容として現場の第一線

監督者を柱とする最適作業編成の決定、そして、⑤生産性向上を目的とした最適ロットの

編成や、品質・納期・コストを含め検討・対策となるが、このように工程管理には５つの

用件が必要になる。一般に、この種の課題や問題の検討は工程管理部門が中心になる。だ

が、多くの部門が協力した組織的活動を図って初めて成立する内容である。 
 

図表3-2-40　工程管理システムにおける手順計画
①　最適な作業方法の決定　：現場関係者と打ち合わせを通し、生産の諸条件配慮の基
　　　　所定(要求）の品質、コスト､納期、生産性を達成するための手順、人材、設備の選定
　　　　評価を行い､実施を評価・決定する援助、指導、指示（取り決め・契約）を行う

②　手持ちの生産資源の最適活用努力　：組織、人、技能、もの、情報、設備、金の最適
　　　　有効活用法を審議・決定する努力を図る。

③　生産達成度のフォローと評価　：生産達成状況を適宜（日々、週、月単位で）把握し
　　　　所定の生産性達成評価と共に、緊急～将来のネック工程対策を図る一助とする。

④　最適作業編成の決定　：変化に対応し、職場、組織の枠を越えた視点で最適な生産
　　　　編成を考え提案～調整～活動成果最適化へ向ける努力を図る。

⑤　最適ロット・発注先の検討・対策　：資材・購買、協力会社、生産技術、製造現場と
　　　連携・検討を図り、各種関連部門の問題発掘～改善課題を整理、対策への割り付
　　　け～推進のプロモートを図る。

生産会議
課題検討
　～対策

 
 
 工程管理の要件を５つにまとめたが、誰が見てもこの内容は当たり前の内容ばかりであ

る。だが、一見スムーズに見える内容も、部門間にまたがる問題、各種課題に無理を承知

で対処する対処が生産に入ったとたんに、問題として顕在化する例がある。更に、不測の

事態ということで、各種変更や追加、トラブルなどの発生に工程管理担当者が発生し、関

係者が苦心賛嘆してようやく工程管理業務を切り回すというのが、多くの企業の実態であ

る。事実、筆者も工程管理の実務を担当していたことがあるが、この種の問題の解決に追

いまわされたことが多々あった。そのため多くの部門と調整を取りつつ、とにかくその場

にあった対処を模索したことが日々続いた。だが、この種の問題は解決しなければならな

い。そこで、この道で著名な他社先駆者の教えに従い、まず、全社的な立場に立って課題

を整理して各所に対策を願って進めた。対策の内容は、とても 100 点親がない内容だった
と思うが、この対策により、日々発生する問題を、何とか当面の問題を処理した。「だが、

この対応だけでは絶対に前に進まない。単に降りかかる火の粉を払っているだけのことで

ある」と考えた。そこで、つぎに、2度と同じ問題を起こさせないため、課題とアウトプッ
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トを事前に決めた後、各種の研修を平行して行い、改善運動を関係者と切り回し、この種

の問題の撲滅に努力した。幸いなことに多くの方々のご協力でこの改善が進んだが、改善

が進むに従い改善前の問題はウソだったように無くなった。要は「当面の事後処理も大切

だが、問題の基を立つ対策を進めなければ工程管理上の問題に工程担当者は振り回されつ

づけて毎日をムダに過ごすだけ。」という先輩の教訓をこのとき印象深く思い出した。 
後日、関係者で反省した内容だが、『本来、工程管理という仕事は工場長から権限を委譲

された（代行する）キャッシュ・フロー・マネージャーという崇高な仕事である。』という

内容を知った。「だが、24時間労働、常に、生産遂行とトラブル対策に追われていると目の
前の対策にこの言は頭から全く消えてしまう」というのが本音である。この例で最もひど

い場合には、自分で作成したいい加減な生産計画と現場の混乱に追われ、納期の問い合わ

せに対する調査や対応に工程間を飛び回ったり、現場へ出て工程間に部品や材料が予定に

なっても届かない部材の日程調整を行うという事態に陥る。トラブルに現場を走り廻り１

日が過ぎるだけの工程マンの仕事となる。俗に言う『悪魔のサイクルの虜』である。こう

なると生産計画など関係者と打ち合わせて作成しても全く意味のないものになってしまう。

そこにはもはや P-D-C 管理や崇高なキャッシュ・フロー・マネージャーの存在は皆無とな
る。また、その結果として、工程担当者の人数を増やし、ノウハウという個人芸で現場管

理が進むことになる。だが、このような問題も、その根源に積極的な手を打ち、それが完

成すると、過去の事後問題対策に追われる日々がウソのようになる。以上は筆者の体験談

だが、今も、コンサルテーション場でこの種の問題に遭遇する内容である。 
では、一般的な内容で恐縮だが、図表３－２－４１に、どのような問題が飛び込んでき

て工程管理責任・担当者を悩ませるか？について、その問題点を整理することにする。 
実際に「問題があり困っている。」という工程管理業務を担当してみると、また、工程管

理部門の仕事を分析すると、IT 化は進んでいても書に書かれているほど格好が良い仕事で
はない例が多い。この種の職場は、まだ、かなり、人間臭いというか、ドロ臭い仕事が多

い例が残る領域である。図表３－２－４２に示すように、会社としては生産管理の機能や

将来像に、高い理想はあるが、工程管理部門は問題をかかえ、関連部門も工程管理部門に

多くの不満をぶつけてくる状況があるからである。端的に言って、工程管理部門が皆に頼

りにされているから問題が集まるのかも知れないが、専門部署が引き取り手のない問題ま

でが工程管理部門に飛び込んできて、これも解決を待つことになるから混乱が増すからで

ある。具体的に各部門が持つ問題を例示すると図表３－２－４３の①～③のようになる。

だが、この種の問題は会社の中で誰かが解決しなければならない。解決しないと、結局は

図表３－２－４５に示すように、工程部門の責務不履行ということになりお客様に迷惑を

かけることになる。そこで、工程管理部門はこの種の問題解決方法を含めて工程管理が必

要になる。進捗工程計画を作成し、関係者を巻き込み対策する、という活動を発動するわ

けである。そこで、この対策に当たっては、つぎに示す内容を参考にしていただくことを

お奨めしたい。 
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〔工程管理部門の問題を解決する手段の例〕 
（ⅰ）工程管理システムとして動態管理、事前検討による潜在的な問題の事前対策の徹

底を図る。 
（ⅱ）トップの強力な支援と権限の委譲を得てテーマを整理し担当、期限を決めてプロ

ジェクトチームを編成し、解決へ向ける。 

図表3-2-41　生産管理部門がかかえる問題の例　

工場が
かかえる
　　　問題

品質

故障 外注

生産技術人事

原価

物流
現場管理

個々の問題は、各専門

部署で課題を決め対策！

納期

安全

教育

生産管理

部門の責務

職場のミゾと

なっている問題

納期督促！

各種調整

スケジュール管理

本
音

建
前

板ばさみ

怒りへ

問題

（筆者体験より）

 
 

図表3-2-42　生産管理部門が持つとされている不満　　理想
①　特急品の処理、計画変更、現場との調整に追われ1日が無意味に過ぎる。
②　生産部門が直接関与する問題なのに、営業と製造の調整業務に追われる。
③　コンピューターに使われる。
④　依頼した内容が不十分なため、コンピューターの世話に追われる。
⑤　多種少量　→　変種変量対応について行けない。
⑥　人に頼んだことが充分伝わらず、また、常識でわかることが解らない
　　のか？自分でやらねばならない仕事が多い。
⑦　残業、休日出勤をしないと全体が回らない。
⑧　全くの24時間業務であるが人は理解も評価もしてくれない。
⑨　受身の仕事、権限が及ばない（直接の命令権がないので、言ったことを
　　なかなかやってもらえない。
⑩　若い人がやりたがらない仕事の代表になっている。　　

①　キャッシュフロー・マネジャーとして工場で唯一の仕事ができる。
②　市場・顧客・製造など企業全ての問題が集まるるつぼなので、勉強になる。
③　トップマネジャーになる登竜門になっている。
④　どの部門にも発言が通る。
⑤　若いけれど、発言が通るし、世の中の最先端の動きがわかる。
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（ⅲ）工程管理者自体のマインドと技術レベルの向上を図る。 
（ⅳ）問題対策に責任を持って進められる現場管理者と人、技術、設備力の強化を確保

し、Ｐ－Ｄ－Ｃ管理する。 
   （含むサプライヤーの同種内容と協力体制） 
（ⅴ）効率・利用性の高い ITなど情報システムの装備と活用技術の向上を図る。 
（ⅵ）風通しのよいホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）などのコミュニケーション 
   システムの運用などを適用する（例：目で見る管理、情報の一元化、報告制度や

会議の工夫など）。 

図表3-4-44-①　販売部門の生産管理部門への不満
①　特急飛び込み品、追加注文品なども極力受けて欲しい。
②　納期の変更、仕様の変更など、多少の無理は受けて欲しい。
③　生産期間を短縮して納期を保証して欲しい。
④　数量の少ない物も受けて欲しい。
⑤　標準品だけでなく、特急品も受けて欲しい。
⑥　販売状況に応じて、生産計画を弾力的に変更して欲しい。

生産管理部門の営業への不満
①　特急飛び込み品、追加注文品などは極力断って欲しい。
②　納期の変更、仕様の変更などは極力避けて欲しい。
③　納期に余裕のある注文をとってきて欲しい。
④　同じもので数量の多い、儲かるものを受注獲得して欲しい。
⑤　生産種はなるべく減らしたいので、特殊品は極力受注を受けないで欲しい。
⑥　生産計画の変更は極力避けて欲しい。
⑦　月末になると忙しくなるので、受注の変動をしないように受注調整して欲しい。

板ばさみ
板挟み項目
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図表3-2-44-②　生産管理部門の製造部門への不満
①　製造部門が製造日程計画を勝手にいじるので、計画が守れない。
②　特急品については特別な扱いで対処して欲しい。
③　督促しないとすぐ遅延する危険が多く、現場間の指示・管理・調整に手間が掛かる。
④　理由はともかく、製造リードタイムを長くする要素が現場に多数ある。早く解消して欲しい。
⑤　物を勝手に持ち出すので、帳簿の実数と計画数があわない。棚卸しをしなくて良いように
　　して欲しい。
⑦　絶え間なく現場で発生するトラブル処理に追われて、前向きな仕事が出来ない。
⑧　コンピューター化したが、現場の問題対策に手がかかり、余り工数低減になっていない。

図表3-2-44-③　製造部門の生産管理部門への不満
①　製造日程や生産計画が度々変更になるので、現場の人員、資材、設備段取りが混乱する。
②　特急処理の指示が度々出されるが、全て特急でやろうとすれば、全て鈍行になってしまう。
③　督促はあるが、遅延の指示や、生産の取り消し指示が遅い。
④　ペーパーリードタイムが長すぎるので、現場末端への指示が遅れたり、特急になる。
⑤　在庫台帳のデーターの信頼性が低いので、現場にあるはずの物がなく、探す例が多い。
⑥　製造日程と外注・購買日程が同期化していないので、現場作業が計画書通り出来ない。
⑦　前向きの管理ができていないため生産管理システムの改善がなかなか進められない。
⑧　ＩＴシステムに多くの要求を出しているが、対策がなかなか進まないため、多くのムダ作業に
　　　追われる。
⑨　コンピュータデーターの中にエラーが多く、勘ぴゅーたーに頼る例が多くなり、コンピューター
　　のおもりに手間が掛かる。
・・・・・・

 

図表3-2-45　そうは言っても、
　　　　　　　　工程管理部門に、のしかかる責任

内部で何があっても

厳しい顧客要求：
（質・量・コスト・タイミング
　　の遵守！です。）

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

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

工程管理部門の使命
部門間調整

異常情報の早期把握
　～リスク対策

守るぞ納期・
品質・原価・
安全・約束を！

事前検討対策
重視の体制づくり

事前検討対策
重視の体制づくり

IN OUT

 
  
 以上の内容が工程管理部門の仕事の問題である。図表３－２－４６に示したように、守

りから攻めへの対応を如何に工程管理部門が問題を提起し、会社全体としていかに関係者

を効率よく問題解決に向かわせるかが、この種の対策の要点となる。この種の対策に正解

はない。要は、工程管理部門を中心に、会社として各種問題の明確化と課題の進捗の提示

と担当決め、日程調整～フォローなど図る対策を進める以外に手は無いように思う。この
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対策に正解は無いが、図表３－２－４７に示すような内容を如何に実務的だが理想系に近

い形で具現化して行くことが、工程管理面で、企業というチーム力を強くするシステムの

具体化とレベルアップ対策となる。以上は、筆者の体験であり、結果的にこの道の先駆者

の指導内容と同じであった。 
 

図表3-4-47　工程管理部門の仕事の要点

生産計画を策定する

関連部門の情報を入手し、
生産・販売の状況をつかむ

購買・資材へ依頼し、
部材の手配～入手の
円滑化を図る

製造部門と生産計画
調整を図り、
P-D-Ｓ管理を運用する

生産活動の状況を把握し、
各所へのデーター提供～
改善点の発掘対策へ貢献する。

　　　　　　　誰が（顧客）、何を（注文製品）
　　　　　　　　いつ（納期）、どの程度（量）
　　　　　　　　どこへ（場所）、
　　何のため（理由・予測）
　　いくらで（価格）・・・

【生産計画策定～部材手配】
事前検討項目：
　　いつ、どこで、何を、誰が、
　どの程度、何のため、
　どのようにしてつくるか？

計画の指示
計画通りの
　生産努力実績評価

　～検討対策

 
 

図表3-2-47　工程管理部門の仕事の要点

生産計画を策定する

関連部門の情報を入手し、
生産・販売の状況をつかむ

購買・資材へ依頼し、
部材の手配～入手の
円滑化を図る

製造部門と生産計画
調整を図り、
P-D-Ｓ管理を運用する

生産活動の状況を把握し、
各所へのデーター提供～
改善点の発掘対策へ貢献する。

　　　　　　　誰が（顧客）、何を（注文製品）
　　　　　　　　いつ（納期）、どの程度（量）
　　　　　　　　どこへ（場所）、
　　何のため（理由・予測）
　　いくらで（価格）・・・

【生産計画策定～部材手配】
事前検討項目：
　　いつ、どこで、何を、誰が、
　どの程度、何のため、
　どのようにしてつくるか？

計画の指示
計画通りの
　生産努力実績評価

　～検討対策
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３－３、 工程管理と IT化（CIM、MRP）対策について 

 製造レイアウトの最適化と情報レイアウトの最適化（運用面のシステム化・改善対策の

検討）が進むと、情報を扱う工程管理業務の IT化というテーマが登場してもよいことにな
る。IT化で危険なことは、“最初に ITあり”ということで、充分な検討をしないで IT化を
進めた結果、ITシステムの欠陥を抱えながら ITシステムに振り回される状況に陥るケース
である。ITはタイムリーな通信機能に加え、「読み、書き、そろばん、メモ、ファイル」と
いう情報処理業務を迅速かつ、高速、しかも大容量のデータ処理をすることが出来るとい

う魅力的な内容を持つ手段である。偉大な技術だが単なる道具であり、人の使い方で成果

が大きく左右される。昨今、情報の蓄積や通信は ITの進化で、過去のコンピュータ処理で
は創造のつかない程度に進化している。また、極めて使い易くなっている。このような意

味合いから、道具の持ち味を充分引き出すため、まず、IT 革新時代を開拓の歴史面から分
析し、生産管理面への活用法を整理することにする。まず、歴史的な分析からはいるが、

歴史学者は IT革命を次のようにとらえている（第三次産業革命について）。 
（ⅰ）西部開拓の時代ニューフロンティア開発力が世界を制す。西部開拓が終わると、 

（ⅱ）グローバル化を制するものが世界を制する、となり、21世紀は   
（ⅲ）情報を制するものが世界を制する！と変化している。 
正に、現代は IT革命を制する企業が産業を制する時代になっている。このため、このよ
うな観点と情報を多く扱う工程管理部門に CIM(Computer Integrated Manufacturing) と
いう考え方が 40 年も前から打ち出されてきた。この考え方は、まだ、今のような IT の進
展がない時代の研究である。そこで、まず、この種の取り組みと、生産管理の基本的な内

容を解説し、工程管理～協力会社や問屋・顧客管理まで含めた広義の生産管理 SCM対策に
至る過程を解説しながら情報処理技術のあるべき姿や要点を整理することにする。 
 
（１） CIMと適用上のポイント 
 CIM は受注～生産～出荷までを IT で一元管理して P-D-C システムの円滑化を図ること
を目的に 1970年後半頃に作成された考え方である。その後、これに類する多くの用語が生
まれ、消えていったが、だが、内容はこの域を出ないので、結局、今も多くの企業では CIM
と言えば企業間で通じる用語となっている。CIM の領域は各社各様であるが、一般的な範

囲と構成を図表３－３－１に示すことにする。また、詳細の説明は必要ないと思われるが、

その要点は次のようになる。 
 （ⅰ）営業からの受注情報を ITデータとして受け取る（個数、仕様、納期など）。 
 （ⅱ）工場では常に製品の動態を ITの一元化されたファイルというデータ・ベース上で

つかみ、今、何が、どこに、いくつ、どのような状態であるかが判る状況になっ

ている管理を運用する。 
 （ⅲ）新規受注データは工程展開、部品展開などのシステムを介し、データ・ベースに
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ある技術情報、治工具や金型などの生産準備情報、製造工程や標準時間を決める。 
 （ⅳ）生産対象データを層別し、生産計画スケジューリング・システムを利用して最適

計画を提示、関係者の事前検討の充実を促す。 
 （ⅴ）（ⅳ）のデータを日々管理システムと共に、P－D－Cシステムを利用して現場へ生

産指示する。また、計画通りの生産を人と設備を中心とした生産現場管理システ

ムの運用で具体化し、その状況を常に一元化された情報システムで把握し、計画

通りの生産遵守に努力しつつ、納期通りの出荷につなげる。 
 （ⅵ）（ⅰ）～（ⅴ）の内容を原価、品質、納期達成などの事務処理システムで情報を加

工し、各管理者に提供して、目標達成や管理レベル向上の題材とする資料提供を

行う。 
 （ⅶ）以上のような CIM体系を運用することにより、企業が目的とする各種戦略展開の

援助を図る。 
 

図表3-3-1　IT活用による生産管理システムの概要

営業所

本社
全社
ｼｽﾃﾑ

　　　生産管理部門　　　　

計画策定とＰ-Ｄ-Ｃ管理
自動負荷積、原価計算
製作指示、・・・・

　標
　準
　化　
ＳＴ・ＣＴ

サービス
仕様把握
生産計画
進捗管理

　ＣＰＵ室　　

　　　　　　　

ＣＡＤ用
計算機

ＤＢ

生産管理
用計算機

　技術管理部門　　

　　　　　　　

ＣＡＤＭ

技術計算

計算ソフト

技術標準

管理・間接業務

原材料
メーカー

協
力
会
社

受注
フォロー

見込み
生産計画

見込み
　指示

発注経営
情報

受注
情報

負荷
進捗
情報

受注
予想

発注

顧
客

見
積
書

引
き
合
い
・
注
文

商
品

日々生産管理
部品進捗管理
作業指示
各種実績把握

ＣＡＭ製作
・ＮＣ加工データー
・製造指示
・ポカヨケ

製
造
ラ
イ
ン

部材

出荷 組立
検査
梱包 加工 在庫 納入

ＪＩＴ納入

製造レイアウト（工程）

ＪＩＴ納入

 
 
 このように、CIMの魅力は、全工程を一元管理し、今時点の状態が ITの力をかりて即座
にわかる点と、多くの戦略や施策を展開して行く内容の良否がマクロ～ミクロまで、つな

がって『目で見て判る情報環境を提供する。』という点にある。このため、過去、多くの企

業や団体で研究がなされ、その開発や具体論が進んだ。先に、『情報を制するものは世界を

制する。』という戦略を例示したが、ITは企業間格差を産む第三次産業革命の新兵器である。
この言が示すように、その後、現実のものとして、CIM 化実現の程度は、その活用方法の

差によって企業間格差になっている。例えば、管理自動化による省力化、情報伝達スピー
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ドの迅速化が変化する市場に対応し、的確な判断を与える対策、新製品開発のツールとし

ての活用、顧客とネットワークを構成することで、多くのサービスや事前検討を進める活

動など、・・・ここには多くの活用手段がある。また、この面で遅れをとる企業は確実に経

営委活動に格差が生じている。例を挙げることにしたい。この面で先進企業として、洗剤

や化粧品一般家庭向き商品を販売する花王㈱がある。花王は VAN（付加価値情報ネットワ
ーク）をいち早く構築、販売店とネットワークを結び、各種サービスの充実と顧客ニーズ

の把握を行ってきた。このため顧客ニーズを的確に反映した新製品開発が大きく企業発展

に寄与している。これに対し化粧品を生産・販売するＫ社は倒産、分割の危機にある。単

に、IT を企業における情報処理迅速化と事務省力に活用した企業と花王㈱のように戦略的
に ITを活用した企業では大きな差がついている。この種の差異は目に見えない“情報“と
いう産物を扱う活用の違いによって大きな差が出た例である。ここには、特徴的な１社を

例示したが、同種の取り組みは多数の例を産業界で見ることができる。では、IT 化対策の
前に、ドロ臭いが実務的な内容である工程管理の範囲を例示することにする。図表３－３

－２は企業における工程管理業務の内容を項目として記載したものである。 
なお、この種の業務を対象に IT を活用した管理のシステム化を図る対策が CIM という

わけだが、その CIM を模式的に描くと図表３－３－３、右下の図のようになる。ここで、

IT を活用するのは良いがどのような扱いをすべきか？という内容がテーマとなる。この種
の内容は歴史的にも失敗事例があるので、同じ間違えを犯さないためにも知っておくべき

事項である。過去、事前検討重視、ということでカム・アップ・システムという思想が産

業界を席巻したことがあった。納期通り収める対策である。だが、1日や 2日前は判るが、
生産対応が山になったり谷になったりする。この対応が企業ではムダになる。理由は先の

計画が見えないためであった。発注される工場側は、それでは困るので、ある程度の人と

設備を持ち、納期督促があったら残業で頑張る程度の対応を図った。要は、督促されない

限り製造をしない。しかも、自力に合わせて生産対応するので、事前検討、変化対応生産

という局面では良い考えで対処したわけであった。このようにして、一見、理論的には正

しく見えたカム・アップ・システムを実際に活用していった企業では、「結局、理論は正し

いかも知れないが、先の見えない不安な要求にはついていけない。」ということになった。

このため、学問から生まれ、有効に見えた日々管理システムは見直され、企業での適用は

あきらめる結果となった。このような状況を見た、多くの企業は、「実際に注文があったも

のに紐をつけ、紐がついた製品だけを生産するというオーダー・エントリー・システムこ

そあるべき姿である。」という考えに移り、オーダー・エントリー・システムを使う工夫が

いろいろ検討された。その結果、実務的には、３ヶ月前の予測を出す。しかし、実際の生

産量のオーダーは実際の需要がはっきりする 1ヶ月前に出す。1ヶ月前の生産量はゆるやか
な条件で納入先や現場と約束する。その後、実際に注文がなされたものを実需（実際に需

要があった）対象品に紐をつけ、要生産対象品とする、という方法を実現していった。そ

の結果、ITを活用した CIMの形が実務で活用可能になった。以上がカム・アップ・システ

 222



ムの失敗からオーダー・エントリー・システムへ移行した CIM具体化の歴史である。 

－10－ Ｃ 社団法人日本能率協会○

(６)企業と組織図表３－３－２ 企業活動と工程管理の項目（例） 

主　な　機　能 ステップ 一般的用語

研究開発

１

２

３

４

５

６

基礎研究と製品の開発

主要寸法のスケッチ製図

製品仕様書、概要図作成

モデルまたは機能モデルの作成試験

細部設計および製図

材料表、部品表の作成

基　

礎　

計　

画 製品設計

販売予測

生産編成

７

８

９

10

11

12

販売量を予測する

生産タイプおよび作業や管理方式の決定

製造命令の作成（製品在庫引当て含む）

部品加工および組立工程の決定

治工具、ゲージ等の設計、検討

作業時間の見積

事　

前　

計　

画 工程計画

資材計画

治工具計画

生産計画

お よ び

日程計画

13

14

15

16

17

18

19

20

21

内外作の決定

材料部品の所要量計算

材料部品の購入計画（在庫管理含む）

治工具、ゲージの製作、購入計画

機械設備の計画、手配

人員（工数）や場所の計画

材料部品の手配

作業の着手、完成日の決定

生産命令の準備

計　
　
　
　
　

画　
　
　
　
　

段　
　
　
　
　

階

実　

施　

計　

画

製造命令

22 作業の実施 実施段階 作業分配

23

24

25

26

生産活動のデータ収集

データの整理

流れている材料部品のコントロール

必要な対策の実施

統

制

段

階

進度管理

（日程管理）

27

28

29

製品受払管理

市場輸送、配給計画

市場輸送、配給統制

出　

荷

出　　　荷

計画、統制
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工場Ｘ 工場Ｙ

図表3-3-3　カム・アップ・システム
　　　　　　　　→オーダー・エントリー・システムへ

カム・アップ・システム
　・　納期が来る前に作業表や注文書の控えを納期順に整理しておき、各工程や作業者に事前に
　　納期通り納めるよう事前管理する方式。
　・　この方式は事前管理の面では良いが、先の計画が納入・製造側に見えないため、弊害として、
　　部品メーカーや製造現場が、納期督促が来ない限り製造を計画しない、という癖がつくことが
　　ある。　

先の計画も見えるようにしたい。
製品の動きも知りたい！

情報一元化ニーズ

Ａ Ｂ Ｃ

販売会社

受注情報
発注情報
在庫情報

本
社流通

センター

 
 
 
（２） MRPについて 
 1980年代MRP(Material Requirement Planning＝資材所要量計画)が日本に吹き荒れた
ことがあった。MRP は将来の IT の発展予測し、組立製品の部品展開を図り、発注と在庫
を IT上で一元管理しようという内容であり、CIMとの一体化を進めようという内容であっ
た。図表３－３－４にその要点を示すことにする。MRPにおいては、受注情報を受け、需
要予測と共に、生産計画に展開するが、その際、部品構成表を ITシステム上に登録してお
いて自動展開することをMRPの特徴とした。同時に、在庫情報と引き合わせ、新たに注文
する部品を洗い出しサプライヤーに自動発注するという対処も行った。このような情報処

理構成を図表３－３－５に示すことにする。MRPが問題解決を狙う部品展開という仕事は、
組立製品を製造する企業で必ず発生する仕事である。従って、IT 化による機械化が図られ
れば極めて助かる内容となるので、多くの企業がこの種の IT処理に期待をいだいた。この
業務を IT化することは、単に、情報処理の自動かだけでなく部品展開の過程で生じるヒュ
ーマン・エラー問題も大きく軽減できるし、部品発注業務もサプライヤーとネットワーク

を構成すれば、連絡や伝票の減にもつながる期待があった。そこで、MRPも多くの企業で
研究する課題となった。 

MRPシステム開発者は多くの企業が興味を示す中で進んだ。だが、同時代に、もう一つ
別グループが JITや部品の標準化を進め、「共通部品を定め、これを固定的内容とする。そ
の固定部にその変化加え、多種少量生産にあっても、固定＋変化で対応すれば、市場の要

求は変化しても工場としては固定＋変化の２社を標準化すれば変化に対応できる仕組みが
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できる！」対策を進めていた。これが、ＧＴ（Group Technology）である。「部品点数を減
らすことが IT 化の検討の先にすべきである。」という取り組みであり、この実務的取り組
みと事例、成果が産業界に紹介された。 

 

図表3-3-4　ＭＲＰとは
ＭＲＰ：　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ　
　　　　　生産計画を基本とし、資材発注～納入～保管～払い出しに関しＩＴを活用し、
　　　　　その業務を円滑（部品切れなく、また、最小の仕掛で）管理する方式を狙い
　　　　　とした方式である。このため、組み立て製品の部品展開・所要量計画という。

受注情報 インプット
需要
予測

生
産
計
画

・　製品名
・　数量
・　納期
・　仕様

在庫
情報

発注
計画

Ｍ
Ｒ
Ｐ

・　所要量計画
・　所要量展開
・　納入/引き当て
　　/現場へ提供
　　・・・総合管理

部品構成表　

生産計画

部品手配
納入管理

アウトプット～活動

負荷/能力
検討～対策

 
 

図表3-3-5　ＭＲＰ活用の体系（例）
販売計画（保守、紹介）

生産計画

生産手配

ＭＲＰ

図面・技術
　　情報

基準日程計画 製造Ｎｏ．管理

資材所要量計画

・生産予定表
・外注予定表
・発注予定表

各種作業指示

スケジューリング
負荷山積み～崩し

進捗計画

購買・外注
　　管理

納入管理

出荷管理
売り上げ
　集計

コスト
集計

予/実算
　管理

在庫管理
 

 

 225



このため、図表３－３－６に示すように、「単に部品展開を行うだけの MRP システムは問
題である。」という見解が多くの企業から出された。また、JIT、CIM、SAPの出現に伴い、
「MRP のコンセプトは良いが、図表に示された①～⑥の問題がある。」とされ、結論は、
「MRP の考え方は参考にするが、MRP そのものを導入～展開して MRP のお守りをする
のは止めさせて欲しい。」という内容になった。以上が MRP に対する企業の大方の判断と
なった。ここでもMRPは学問的な考え方は参考になるが、実務的には別の方式を産むきっ
かけをつくった歴史である。 
現在のようにコンピュータの容量も処理スピードが速く、分散処理＋ネットワーク・シ

ステムを利用、中央統括をしないで、短い時間で情報処理や伝達、各種ファイル情報の更

新が簡単にできる環境があれば、もしかしたらMRPへの取り組みは大きく進んだかもしれ
ない。だが、図表中の⑧“処理単位が 1 ヶ月”という内容では、当時としても、とても市
場の対応に柔軟に対処するタイミングではないため、生産管理の道具としてMRPを活用す
るという話にはならなかった。IT 活用の要求は、誰でも使える、タイムリーな情報提供、
変化対応に可能な環境の提供する内容がその要求事項である。そこで、歴史的には、「この

３つの条件を満たすまでには、実務面でMRPシステムの改善と ITの発展を大いに待つ内
容にしたい。」と産業界では結論づけられた。このような問題があり、多くの企業ではMRP
を勉強したが実際には導入せず、「別の手段でこの考えを活かして行こう。」ということに

なった。だが、一方、MRP を推奨するグループは、「ユーザーが指摘する問題に MRP-Ⅱ
という改良型で対処して行こう。」という努力を進めた。だがこれも歴史的には実らなかっ

た。ちなみにMRP-Ⅱの内容を紹介すると図表３－３－８のようになる。1ヶ月に 1回洗い
換えする方式も、図表の右側に記載したように、いろいろな製造順序を考慮した発注展開

方式が研究されている。しかし、先の問題の根源を断ったわけではなかったので、結局は

MRP以外の方式で問題の対処を図る方式が各社でなされていった。このように解説すると
「MRPは最初から無かった方がよいのではないか？」と思われる方々がおられるかも知れ
ない。だが、実態は違う、MRPを勉強し、批判しながら他の実務的なシステムが育ったか
らである。このことを知るならば、MRPは反面教師ではあったが、IT化に当たって、多く
の良い検討項目を与えたことになる。この点は評価すべきである。例をあげると、ある企

業では、「MRP-Ⅱのような対処だけでは不十分である。」と考えた。そこで、MRP の要点
を活かし CIM 化に当たって、その要点を図表３－３－８ととらえ CIM とリンクさせた結
果、図表３－３－９のような対応を考えた。その結果、MRPの良い点だけを工夫し、取り
入れ、実務的に適用可能な IT システムとしていった例がある。このように、MRP そのも
のを適用するのではなく、MRPの良い要素を活かし、実用的な新たなシステムに構築し直
した例は多い。生産管理システムはその企業が求める機能を果たせば良い。また、「名前な

どは重要でないという見解に立てば、MRP 活用も活用の価値がある」ということになる。
その理由は、図表３－３－９を見るとご理解願えると考えるが、この種の MRP の形態は
SCMそのものだからである。また、MRPの名が不都合なら SCMと変名すればよいことに
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なる。 
 

図表3-3-6　ＭＲＰシステムが持つ問題点
①　新製品の立ち上げの急増に伴い、部品構成表づくりに設計者が
　　　追われ、開発業務がディスターブされる。
②　発注費用低減を目的としたシステム、ロットまとめという業務に
　　手間がかかる。
③　ロットまとめとリードタイム設定がかって在庫を増やす結果となる。
④　小物部品まで部品展開が必要なため、1個が1万円のものと1円
　　のものを同じ扱いにしなければならないため、コストパフォーマン
　　スの上で見合わない例が出てくる。
⑤　システムを適宜変更したいが、経理システムなど多くの関連が
　　関与していて容易ではない。
⑥　処理単位が1月単位、また、調達リードタイムは1日単位に決まっ
　　ていて、実情に合わなくなってきた。

ＪＩＴの出現 ＳＡＰの出現 混載・ＳＣＭ・ＩＴの進展
ネットワークの具体化

要求：①誰でも使える。②タイムリーな情報提供、③変化に対応可能

思想は活用

 
 

戦略
財務

革新

生産計画
購入手配 ＭＲＰ－Ⅱ

図表3-3-7　ＭＲＰの改善

ＭＲＰ資材
所要量計画

要員

資金

設備

その他

資材

在庫

製品名：Ｘ

部品展開図

　Ａ　　　Ｂ　　　 Ｃ

a-1 a-2 b-1 b-2 c-1  c-2・・
　　　　部　品

ユニット：

１０５０２０３０　a-１

５０２０３０１０　　Ａ

２０３０１０　　Ｘ

４３２１

　　項目

品目

　発注のかけ方の例
（タイムフェイズの利用）

　当初のＭＲＰだけだと、部品展開を主体とした内容
に限定されるため、狭い範囲、各種の生産活動周辺
業務に対応するのに問題があったため、
各種改良が加えられて、ＭＲＰ－Ⅱという
内容が付加されていった。
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図表3-3-8　ＭＲＰによる情報処理（概要）

部品計画

総所要量計画

正味所要量計算

資材発注管理

部品構成表

自動展開

発
注
・
在
庫
引
当

納入ロットまとめ

納入リードタイム管理

図
面
情
報

 

ＩＴ革新技術を応用し、顧客直結で直接、また相方向コミュニケーションの仕組みを構築する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイレクト・イエンターラクティブコミュニケーション

・　ＩＴ＋商品開発（ＩＴ家電）
・　デジタル化を駆使したものづくり

戦略製品重視

商品企画

開発設計

量産試作

調達 生産 物流

宣伝
マーケ
　ティング

販売
サービス　

顧　
　
　
　
　
　
　
　

客

　

仕　

入　

れ　

先　

・One　ｔｏ　One
　　サービス
・顧客価値提供
　　　　　　　企画
・生涯顧客ﾘﾝｸ

・俊敏な市場への
　　　　　　対応
・トータル的な　
　　　　体質強化
・顧客重視の対応

・　デジタルものづくりプロジェクト
・　開発・設計・試作・調達・・・・販売プロセス
　　データー共有化

タイムリーな
新ニーズ

図表3-3-9　MRP改良の事例：Ｍ社（家電品のＳＣＭ）販売

 
 
要は、IT適用程度の差はともかく、企業は既にトータル・システムとして CIMを動かし
ていることが重要である。このように、CIM という受注～出荷～納入までを一元情報管理

する中で、MRPで考えた要求用件を見直し、利用可能な内容を工夫して具体化させ、現有
の IT 技術を駆使して行く方法が各企業で行われていった結果、結果として CIM を実現さ
せた例が産業界には多数ある。 
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だが歴史というものは面白い。片方でMRPを研究し、CIMの中身を研究した結果が SCM
具体化という機能を持つ CIM となったからである。時代を同じくして、SCM は、この研

究とは全く関係ない取り組みがなされたデル・コンピュータ社を開設したデル氏の取り組

みにより生まれた。最終の求める形や機能はデル氏が具体化させた SCMと結果的には全く
同じ内容になっている。こうなると、『工程管理（狭義の生産管理）』→『広義の生産管理』

へ移行する研究、と生産管理の基本の形を ITという道具適用の前に正確にとらえる必要が
あるということになる。そこで、図表３－３－１０を作成し、この内容を整理することに

した。この図表は工程管理と ITシステムと、その周辺に関与する各種の経営活動に関与す
るシステムの関連づけを行ったものであるが、工程管理業務の把握がここでの焦点となる。

そこで工程管理の部門の仕事を分析すると、そこには多くの難題が飛び込んでくる様子が

判る。また、誰かに解決を求めなければ工程管理部門では扱いきれない問題も多いことが

明確となる。また、このように工程管理の仕事を把握すると、先に紹介した内容は全て、

この種の問題対策をトータル・システムという立場で見直し、今ある智恵と技術を駆使し

て対応すべきことになる。そして、CIM 化はこの問題が解決するための条件整備として行

った情報一元化であるという位置づけになる。IT の利用法にこのような意義があるため多
くの企業がいろいろな取り組みをしてきたわだが、その結果が市場直結型で関連会社をグ

ループ化させ、タイムリーな情報を一元化させ、迅速、的確な意思決定をする対策を進め

るという各種の事例と方式を創出することになった。要は、このような形を後日 SCMと名
付けたということになる。そこで、この内容を整理することにしたが、筆者の整理では、

模式的で恐縮だが、その解析は図表３－３－１１になった。この図表の意味するところは、

「企業活動においては、何らかのデータ・ベースが必要であり、それは、情報の共有、一

元化と共に、日々企業に寄せる多くのニーズを含めた問題や情報処理を人と ITの組み合わ
せで総合的、また、円滑に図る各種の意思決定を補佐する内容として CIMが必要である。」
という内容である。 
形は異なるが、この種の図表は既に各社で作成されている。そして、歴史的には、IT 活
用の範囲、利用法、IT 自体の開発の方向が明らかになるにつれ、また、インターネットの
発達を加え、多くの名前で CIM具体化の内容が提唱され、IT面での実現に向けてきたもの
と同じである。図表３－３－１２と１３にその例を示すことにする。図表３－３－１２は

ERP の内容である。リアル・タイムにデータ・ベースを活用して行くという内容であり、
当時、LAN(Local Area Network)という名で呼ばれた内容であり、CIM化の事例を示す内
容の一例である。即ち、各種情報端末をつなぎ、一元化したデータ・ベースをタイムリー

に、同時にデータの更新と活用を進めて行こうという取り組みであり、これが、後にイン

ターネットという名で包含されるシステムとなっている。 
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図表3-3-10　組織の壁・溝と生産管理部門の仕事

材料
部品

製品
発送

工程管理システム
　　　　＋
情報管理システム

活　
　

動

部品・材料
調達システム

受注管理
システム

原価・収益管理
　　システム労務管理

システム

設備・技術
管理システム

品質管理
システム

Ｐ

ＤＣ

タスク：計画通りの生産は解るが

①　品質・故障など、工程遅れの問題の責務は？
②　工程間の溝や壁に発生する問題の処置は？
③　誰が顧客納期の問題に答えるの？

関連部門は
　「よろしくね！」
　と、言うが

直接行動も、
責任も
おたくでしょ！

 
 

図表3-3-11　総合的IT化対策の対象
ＣＩＭ(Computer　Integrated　Manufacturing）

経
営

技術

生
産
計
画

生
産

流
通

販
売

　　　　　　　財務会計
　　　　　利益管理
　　仕掛管理　　
　買掛管理
売掛管理

　販売分析
販売予測
　受注状況
　　新規開拓
　　　顧客
　　　　ニーズの
　　　変化・対応　

ＪＩＴ性
　物流コスト
　　管理～改善

　　　　　　進捗管理
　　　　設備管理
　　品質管理
作業時間管理

　　計画達成度
　　　　基準日程管理
　　　　　負荷山積み／山崩し対策
　　　　　購買管理（手配・納入）
　　　　仕掛・在庫管理
　　　　ＪＩＴ性管理

新製品投入・垂直立ち上げ準備
　　　　　設計管理
　　　　　　　技術情報管理
　　　　　　　　　部品展開
　　　　　　　　　　ＣＡＤ・CAM・ＣＡＴ

　　ＤＢ

・販売予測
・技術情報
・生産計画・実績
・物流・在庫
・・・・データー
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図表3-3-12　ＥＲＰ（Enterprise　Resource　Planning）

　会社全体の経営資源の計画的活用を狙いとして、ソフトパッケージを編成し、企業
活動を総合的に支援する目的で構築すシステム。ＭＲＰ－Ⅱを更に発展させた例が
著書に多く紹介されている。

　リアルタイムデーターベース

生
産
管
理

在
庫
管
理

購
買
管
理

物
流
管
理

財
務
会
計

販
売
管
理

人
事
管
理

そ
の
他

　企業内の人・もの・金・情報といった経営資源を有効に
活用するため、部門間を超えて統合的な情報ﾘﾝｸを図る。
具体的には、受注～製品までの物の流れ～売り上げ
回収の管理を介して行う。

手づくり　→　市販のソフト
　　　　　　　　　　　パッケージ応用

利点と欠点
【利点】
　①　システム開発が早い
　②　先進企業ノウハウの活用
　③　各部門のデーター共有化
　　　　国際的な標準化、タイム
　　　　リー性に優れる。

【欠点】
　①　多額の投資が必要　
　②　担当者の工夫を加えた
　　　　システム開発を日本では
　　　　行う例が多かったが、
　　　　その面で異なる仕様が
　　　　ある。  

 

図表3-3-13　ＥＭＳの進展とＩＴ化対策　
ＥＭＳは１９９０年代に米国で誕生、ものづくりに関するあらゆる業務を請け負う企業の総称である。
（日本では2000年10月にソニーが生産子会社であるソニー中新田をソレクトロンに売却した例が有名。）

開発 設計 生産 物流 販売

ＥＭＳ化
高品質、低コスト、
短納期の実現
が狙い！　　　

ＥＭＳ活用の狙い
①　市場における
　　Ｑ、Ｃ、Ｄ競争力
　　増強
②　自社の中核技術
　　へ集中する
③　自社固定費の
　　変動費化・リスク
　　の軽減　

ソフト・ウエｱｰパッケイジ利用、その利点と欠点

④　費用が膨大になる例がある④　多くの用件の変化はソフト追加で済む。

③　イレギュラーな内容に対応が難しい例がある。③　国際的標準をそのまま利用できる。

②　自社業務をソフトに合わせなければならない。この
　　ための教育や習慣の切り替えが大変である。

②　標準的なソフトを利用するので、企業間、工場間の
　　　差異が生じにくい。　

①　カスタマイズする場合、費用と時間がかかる。①　既に開発済みなので、開発期間が短縮できる。

　　　　　　　　　　欠　　　　点　　　　　　　　　　　利　　　点

例：①製造番号型（組立製品系）→ＭＲＰ－Ⅱ
　　②パッケージソフト：少種多量生産産系　

EMS: （Electronics　Manufacturing　Service）

 
 
ここまでに、CIM化に当たり「当社独自開発が絶対必要！」という企業と、先に SAP社
の汎用パッケージの存在を紹介したが、この種の汎用システムを購入して活用する企業が

あることも示した。なお汎用システムには数種の ITソフト開発企業の開発があり、既に多
くの企業で活用が定着している企業は多い。ここでは、既に多くの成果をあげ、IT 専門家
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を自家養成する時間とコストの軽減や、早期にシステム化を実現させた企業がある。この

種の是非論はそれぞれの判断にお任せするが、どの企業も何らかの CIMは必要であり、現
在は各社各様の取り組みがなされている、それが今日に見る各種の SCMの具体化に至った
わけである。以上、企業の工程管理や生産管理を中心とした CIM全体の経緯を示した。 
 
３－４、IT化と、工程管理における「目で見る管理」 
（１）製造現場で活用する「目で見る管理」 
 現在は IT化が進展し、工程管理業務も大変に便利な時代になってきた。例えば、入材管
理や工程間を通過する製品の記録などは、自動読み込みシステムを含め、バーコードで登

録すれば動態管理と作業記録に近い内容まで把握できる時代である。既に標準化されたこ

の種の機器を使うか否かは投資環境や利用者の環境や判断が関係するが、利用目的と環境

条件が合えば、技術的には予定通りの効果を発揮する時代である。 
過去、スーパー・マーケットでは顧客が購入する商品の支払い額合計を各商品の値段を

レジ担当者が慣れない手つきでキーボードでインプットしていた。だが、現在は、バーコ

ードで商品の売値、商品名などを簡単にインプットできる。また、領収書を発行、データ

集計～販売戦略展開にも汎用ソフトが用意され、誰でも簡単にこの種の IT機器の活用がな
されている。この結果、人件費低減だけでなく、ミス防止、顧客ニーズの把握～売れる商

品への切り替え対応など、事務処理の軽減が販売強化の戦略的活用へと転じている。また、

この種の手法の運用が他社を優る店舗が他の店舗の売上げに差をつける結果となっている。

このように、店舗にとって、今や IT化は無くてはならない道具となっている。工程管理に
おいてもこれと同様の内容が当てはまる例が多々ある。だが、ITだけが工程管理の主役か？
というとそうではない。昔から用いてきた「目でみる管理」との併用で、時には ITを使わ
ないでも同程度以上の各種連絡や製造指示やフォロー、問題対策が進む例がある。先に示

した、図表３－２－３３、品質問題の対策に有効な JIT におけるストップ紐などはこの例
の代表的なものである。この方式は組立ラインで不良が発生するとライン停止の紐を作業

者に引かせる方式である。ストップ紐システムは、不良の発生と共に製造ラインで紐が引

かれるとライン全体が停止し、即座に、呼び出しランプが点灯、職場関係者が駆けつけ、

現物、現象を見て、その場で問題発生の原因の究明を行う方式である。原因が究明される

までラインはストップさせられるのがこの手法の特徴だが、この対策と管理で１品たりと

も不良を発生させないシステムが運用される。このような場合、代替手段として、果たし

て、どのような IT機器をここに適用すれば不良を減らすことができるのであろうか？多分、
妙手はないのではないだろうか。ITには不良発生の予知に活用し、問題が発生しかけた時、
関係者に対策を促すというポカヨケという利用法がある。確かにポカヨケは不良対策に有

効な手段である。だが、もし、アラームが IT機器から提示されても、人がそのアラームを
無視すれば不良の未然防止にはならない。また、単に ITを利用してビジュアルかつわかり
やすい不良統計を即座に会議室に提供しも、不良自体はラインに残ったままだし、不良の
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原因究明とは関係ない集計が進むだけである。そのため、この種の対策方式には“死亡診

断書対策方式”という悪名がつけられている。説明するまでもなく ITは人が活用する道具
であって問題対策の主役ではないことが、この解説から読者の方々にはご理解いただける

と考える。ストップ紐を例に ITを使うことが現場管理上で果たして有効か否か？という内
容は現場には多数存在する。簡単なカード（メモ）やランプを使いクレーンやフォークリ

フトの呼び出しをする方式や各種の管理資料とコメント、改善事例を促す対策など、製造

現場には ITは使わないが、情報伝達を行う多くの「目で見る管理」手法がある。 
そこで、図表３－４－１に新製品立ち上げ時に使用される方式を例示した。この図表は

生産立ち上げの状況だけでなく、その時に発生する問題の対策の状況も一元表示できるの

で多くの企業で活用されてきた。例えば、カードの色を赤・黄・青色の色区分を設け、ト

ラブルがあれば赤、これから注意すべき課題は黄色、現在問題ないが進捗管理する課題は

青色で表示することにより計画の進行状況に対する状況や、リスク対策や問題の緊急対策

を図る重要性と関係者の努力など、各種の協力や要請を促す内容を表示する方式を示した

ものである。この種の表示には、図表の左側に示したように、小さな箱を設けて、問題が

発生しそうな時、その内容を黄色いカードで挙げ、対策へ向ける方式である。 
 

　図表3-4-1　新製品垂直立ち上げに活用する
　　　　　　　　　　　　「目で見る管理盤」の例

生産量
目標：　　　
実績：

生
産
量
（累
積
）

月日　→月末

目標

実績

○○作戦◇製品垂直立ち上げ作戦○○作戦◇製品垂直立ち上げ作戦

本日の重要課題：
　①　・・・・・・・・・・・・
　②　・・・・・・
　③　・・・・・・・・

テーマ名

課
題
の
大
き
さ

重要課題の対策状況
何を　誰が　何時・・・

①・・・・・・・
②・・・・・・・・・
③・・・・・・・・

実施済み事項・連絡事項

　　　①　・・・・・・・

　　　②・・・・・　　　③　・・・・・・
　　　　A設備稼働　　教育訓練
　　　　　　　　　　　　　　　終了！

問題発見

遅れ・問題カード 事前対策カード 提案 実施済み

緊急対策

恒久対策

PERTスケジュール
不安事項・事前対策課題

 

 
また、新たな問題が発生したした場合、その連絡と程度を、発生した問題を記載した赤

カードで示すことにより問題の状況や対策を進める責任者や関係者の状況を示す方式は、

簡単だが、関係者が現場で問題をすぐにつかみ対策へ向ける有効な手段のひとつとなって
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いる。この種の方式は現場で簡単に出来る内容であり、コミュニケーション・ボードとい

う形で、情報公開と共有化が図れる便利さがある。もし、変化するこの種のコミュニケー

ション方式を IT化しようとした場合、仮に、プロジェクターのような電光表示手段をつか
うのなら多少ともコスト的に安くはなるかも知れない。だが、プログラム開発やシステム

のメンテナンスに多大なコストがかかるし、一般に膨大なコストがかかる。従って、この

種の対象は、まだ、紙とカラーペンなどを使用した方式を活用する方が、現場としては、IT
活用システムより実務的な運営法となる。 
もうひとつ、工程管理によく使用する「目で見る管理」の例を例示することにする。図

表３－４－２がその代表例である。①は置き場管理に活用する目で見る管理方式、②はＩ

Ｔ情報を利用して生産の達成度を関係者に報せる内容、③は生産指示と、当日は生産着手

をしてはいけない対象品を現場で伝票の置き場区分で表示して行く方式である。この方式

は、時には、スケジューリングされた生産対象品の作業指示を示すカードを着手順に並べ、

各カードにその工程の終了期限（納期）を記載することにより、変化する製造現場で計画

変更にも柔軟に対応できる。そこで、この方式は効率の良い生産と、前後工程の調整や連

絡を楽にする工夫を含む方式として利用されている。 
 

図表3-4-2　生産管理への「目で見る管理」応用例

　①　置き場管理：　仕掛管理
指定席管理

　仕掛場からの
あふれは現場に
　問題発生！

　②　生産達成状況
実績　：○○個　　±○個　
計画　：○○個　○○時○分

　③　差し立て管理

作業指示表

作
業
着
手
順

　

差
し
立
て

　
　

指
示
表

　
　
　
　

投
入
指
示

作業進捗管理
とフォロー

　④　異常連絡・
　　　　呼び出し

　⑤　各種連絡
　進捗・異常管理

 

  
つぎの④と⑤は先のストップ紐システムや、新製品立ち上げ管理盤でも紹介した内容と

同様に呼び出しや連絡に活用する方法をイメージとして示したものである。この種の方法

は余りこらない方が良い。「Simple is beautifulである。」単純で工数がかからず、実務的な
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ルールを運用することが肝要である。現場の標準化も標準書から必要、かつ、常に注意を

すべきものを抽出して目前に３項目ほどを、各人が品質宣言の形で置く方が品質基準や標

準書を実務的に使う方式としては優れた内容である。製品の程度や作業程度の標準は現物

を目の前に置き、視野の中に入る仕組みを運用することにより、製造する製品の程度と比

較しながら判定や問題が起きそうな時に、対策する仕組みを運用する方式を運用すること

が実務的である。更に、部品棚から製品を取ってくる時、治工具置き場から定められた使

用の治工具や金型を取ってくる時には、写真や図面、時には、テープレコーダーや携帯電

話などで、音声と共に対象物を表示することの方が実務的である。日々、使用や指示が変

化する内容や注意などはその内容を中古のパソコンを現場に設置して、画面で都度指示を

する方が実務的である。以上、多くの「目で見る管理システム」を例示したが、この種の

方式は IT化が進んでも製造現場では ITと別、または、ITと結合させ利用する有効な方式
である。 
 
（２） 目にみにくい内容を目で見る管理する方法 
目で見る管理は簡単な方法で連絡や各種の警告を事前に行う手法である。広義にこの手

法をとらえると、品質管理におけるポカヨケもここに含まれる。また、先述のアラーム・

システムもこの範疇に含まれる。図表３－４－３は現場で活用するアラーム・システムを

生産管理面に応用した例であり、例は書類の期限にＩＴを活用した例を示したもので、IT
の活用が有効な対象である。このように目に見難い内容を IT活用により目で見る管理の領
域に持ち込む対策は生産管理上、極めて重要である。 
 

　図表3ｰ4-3　IT活用による各種の仕事、計測器、書類の期限、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進捗管理

ITが持つ時計機能
ITが持つカレンダー

ITアラーム
システム 人は忘れる

が大丈夫？

アラーム
ﾘｽﾄ

 

 235



つぎに示す図表３－４－４は、例えば食肉、飲料材料、鉱物、化学材料などを購入して

分割使用する際に現品管理が正しく行われているか？を管理する対策をアラーム処理する

IT アラーム・システムの例である。この種の対象物は全量を登録しておいて分割使用する
ことが行われる。この際、分割使用量と名称、From－Toなどを記載すれば、全量と各分散
先と量の管理が IT利用によりスムーズに行われる。過去、Ｙ食品、Ｎハムで１ヶ所から購
入した食肉を全国各地から購入したかのように偽装して販売して大きく信用を落とした例

があった。この種の内容は犯罪に相当する行為が関係していた、この種の内容もこの手法

でアラーム管理は可能である。だが、もし、IT のプログラムまで悪意で改造するという行
為まで取り締まれるという内容ではない。この種の内容は個人情報を盗むことが犯罪行為

であると知っていても、盗む犯罪がある例に似ている。どのように ITを駆使しても、この
種の問題の対策は今後の課題として残る。だが、一般の企業の生産管理にはこの種の犯罪

行為が発生することはないので、ここに示した方式を活用することが、人が管理する各所

の業務を ITが補佐してくれる有効な方式となる。 
 

　図表3-4-4　アラーム対策へのIT活用法など

現物管理
システム

アラーム
システム

入材

保管
生産

出荷

各段階でインプット

入材
分割処理

工程が進む
毎にインプット

入りと出を
つかみ、もし

差異があれば
アラーム！と
いうわけだね

 

 
 資材管理部門ではグリーン調達を完全にすることが課題となっている。特に、環境上問

題となる使用禁止物質の管理には少量の混入を含め、その監視に注意を払っている。この

対策の一助として、図表４－４－５と６を示すことにする。この ITアラーム・システムで
は次のような対処に活用する。例えば、メーカーは使用禁止物質を含まない材料を購入す

るが、例えば化学調味料などは、サプライヤーとしてはノウハウに属する内容であるから
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納入先のメーカーにも絶対に公表を控えるであろう。だが、メーカーにとっては、もし、

使用禁止物質が多少とも入っていたら販売・営業停止となる。その時に賠償責任をサプラ

イヤーに要求しても事後処理となり、納入契約や信用してきたことは全く意味がなくなる。 

図表3-4-5　使用禁止物質へのＩＴ対策事例

使
用
禁
止
物
質
の
調
査

禁止物質
契約内容対象の選定

関係者
に説明

契
約

協力会社

使用物質は各社

ブラックボックス

チェックソフト
を電送

各社で
インプット

ウイルスﾊﾞスター
方式で禁止物質

　チェック

無ければ購買
契約・だが、嘘は
重罪の契約

 

図表3-4-6　ＩＴ利用による使用禁止物質のチェック例

【問題】　材料使用メーカーは使用している物質を知れれることが社内機密を公開する

　　　　　ことになるので、納入される側の悩みになる。しかも、検出されると突然社会
　　　　　問題になるばかりか、製品販売中止の危機がある恐れがある。

使用禁止物質

禁止目標物質
使用抑制物質

排出抑制物質

管理物質
（含む、諸外国での

宗教上使用禁止

チェック
　ソフト作成→CD-Rom

購入側 製造・納入側

契約書

グリーン契約

ブラックボックス

インストール

全使用物質

照合結果
自動電送

①

②

③

④
使用物質の内容は

公開しないが、使用
違反は賠償金契約

生　
　

産

⑤　確認
⑥　判定（　承認？中止？）

OK！品⑦
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購入先は使用禁止物質の物質名は知らなくても、その有無だけが判れば良い、そのために、

ウイルス発見ソフトに相当するソフトで相手側の内容をチェックしてもらう方式を適用す

る。このような対策を図った内容がこの図表である。だが、このようなシステムをつけて

も、当然、人が犯す犯罪行為は取り締まれない。犯罪行為は犯罪向きの予防策をとるべき

である。そこで、同時にサプライヤーとは次のような契約をする。「もし、使用禁止物質が

入っていた場合、５年間分の従業員の給与と販売量（売上金）全てを保証する。・・・」契

約は国際的に価値がある。契約違反は犯罪として裁判で立証する証拠にもなる。それより

価値があるのは、問題の発生防止を図る可能性を高める点にある。要は、このような契約

と ITポカヨケの利用がなされることでサプライヤーが違反行為をする抑制に向ける対策の
例がこの方式である。目にみにくい問題の対策を生産管理的に実施する手段のひとつとし

て、この種の悩みを持つ企業においては、このようなソフト・ポカヨケの適用を参考にし

ていただくことをお奨めしたい。 
以上、各種「目で見る管理」の方法を紹介した。だが、この種の手法適用に当たって、

我々は、その機能と有効性を考えて手段を選定すべきである。工程管理の書を購入すると、

中には、全く実務的に合っていない内容を記載したものがある。また、○○先生に強制さ

れ運用した例や、ある管理者が宗教的とも思える方式で、何にでもかんでも「目で見る管

理」を強要した結果を、あたかも実務で毎日使っているように見せかけた例、更には、書

や社外パンフレットに宣伝として載せる目的で作成したのではないか？と疑いたくなるよ

うなものまで記載されている例がある。我々は、その種の内容に惑わされることなく、自

然体で、実務的、本当に効果創出につながる手段を、よく判断、選択して適用すべきであ

ることは言うまでもない内容であると考える。 
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３－５，ＳＣＭ対策と「場外物流」対策 

（１） 場外物流改善手法 
 工場外物流は２種ある。ひとつは、サプライヤーから工場へ部品や材料を届ける（また

は、工場からサプライヤーへ届ける）物流、もうひとつは、工場から販売店や顧客へ直送

する工場外物流である。この『工場外物流』という仕事には、トラックや船舶、鉄道など

の搬送以外に、その前後の荷物の積み卸し、保管など一切の仕事が含まれる。この種の物

流費の程度を示したまとめたものを図表３－５－１に示すことにする。これはアンケート

に基づく実態調査の内容であり、業種により様々であるが、売上げに占める割合は大きい

業種もあり対策を要する内容のひとつとなっている。 

図表3-5-1　物流費、対売上比率 2004年報告・各種物流専門誌・機関統計より

0 2 4 6 8 10

自動車

精密機械

石油・石炭

衣料品

電気製品

機械

非鉄金属

繊維製品

輸送機器

鉄鋼

化学

ゴム製品

ガラス・土木

パルプ・紙

食料品

Ｂ：Ａ＋時価物流

Ａ：運賃・荷造り費・保管料

8.31%
8.0%

7.54%

7.52%
6.80%

6.43%

6.14%
5.83%

5.76%

5.30%
4.1%

3.35%

2.96%

2.65%

2.08%

全産業平均
Ａ：２．５３％
Ｂ：５．８１％

 

 
 そこで、物流改善となるが、基本的には SLIM-ⅠとⅡで対策した物流改善手法を、ほぼ
そのままを適用することができる。そこで、SLIM-Ⅰの手順を再度、図表３－５－２に示
し、特に異なる要点を図表３－５－３に例示することにする。では、改善ステップの解説

に入ることにする。工場外物流改善は、まず、①製品分析を行い、製品量の変化をつかみ

モデルとする。次に、②物流の実態調査をする。この図表ではトラック運転手が時計を活

用して、どの地点からどの地点へ行ったか、また、積み下ろしにどの程度時間が掛かって

か、更には、運行上の道路事情（混雑の時間帯や注意点と改善点）などを記載する。この

データを集計した後コンピュータにインプットするので、この分析には大変な労力がかか

る。そこで、最近は、最初から GPSと無線を利用して、仕事の区分と開始や終了時点の区
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切りをインプットして自動的に集計して、From－To分析や、積み下ろし時間、休憩時間な
どを集計することが最近行われている。このような現状把握データが入手されると、つぎ

に、③搬送経路の検討やデポと呼ばれる物流センターなどの設置場所を地図上で検討しな

がら輸送経路の検討を進める。以上の内容が SLIM－Ⅱにもとづく物流レイアウト改善手順
と、その要点である。 

図表3-5-2　レイアウト改善技術の応用、場内→場外へ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SLIM：System　Layout　＆　Information　Planning　Method

SLIM　Ⅰ　：　工場・設備レイアウト設計技術
SLIM  Ⅱ　 ：　情報レイアウト設計法
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流

 

図表3-5-3　物流レイアウト検討の要点

現状分析
混載の製品

製品分析

運搬の現状分析
　　Ｆｒｏｍ－Ｔｏ分析

最適輸送経路
　　　　と
配送センターの
　位置検討

地図と経路

物
流
強
度
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なお、場外物流の改善に当たっては、図表３－５－４のチェックリストを活用して行う

ことをお奨めしたい。 
 
  図表３－５－４ 物流レイアウト改善の際に活用するチェックリストの例 
N0 チェック項目      評価内容の例 チェック内容記入欄 
１ 物流領域の設定 調達、工場内、外注、製品センター、物流

拠点、販売店、ユーザーへの直送、アフタ

ーサービス・補修、使用後の回収、廃棄な

どの範囲を管理しているか？ 
部門間の統合化、情報の一元化、パレット

などの搬送機材、機器の標準化に改善の余

地はないか？原価トータルを管理している

か？間接部門のダブりや情報授受のムダは

ないか？ 

 

２ 空トラックの運
用と積載効率 

積載効率は管理しているか？空トラックを

利用できる余地はないか？運搬にムダのな

い連絡体制は完備しているか？他社、異業

種と共同配送できる余地や検討をしたか？ 
容器､搬送の標準化を進め､積載効率を高め

られないか？積み込み・積み下ろしの容易

化､機器の整備は対策したか？ 

 

３ 軽量・品質確認 積荷の誤送対策は充分か？クレーンスケー

ルのような手段を用いて搬送中に軽量する

ことはできないか？搬送時に納入伝票と請

求書を持参できる仕組みを整えているか？ 
品種と送り先確認が間違えなく少ない工数

で出来る手段を持っているか？荷崩れを起

こさない手段が簡単にできる工夫をしてい

るか？必要なものや情報が簡単に、間違え

なく、直ぐに探せるか？ 

 

４ トラックへの積
み込み 

トラックへの積み込みは容易か？何回も運

びに来る回数の減を図る手段・工夫をして

いるか？積荷・運搬容器は持ちやすく軽い

か？足元や搬送経路に危険はないか？床の

状態は良好か（穴、段差、傾斜などはない

か）？ 
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  図表３－５－４ 物流レイアウト改善の際に活用するチェックリストの例（つづき） 
N0 チェック項目      評価内容の例 チェック内容記入欄 
５ 置き場の状況､管

理 
ものをすぐ、間違えなく探せるか？表示は

わかりやすいか？置き・取り・高さが良好

か？員数の確認が容易か？物の入れだしの

時、情報をすぐ入れられるか？員数確認情

報の処理工数が掛らない仕組みがあるか？ 

 

６ 荷の搬送経路 ムダのない搬送経路が設定されているか？

交通の込み具合を考慮した輸送スケジュー

ルは設定・運用しているか？道路事情に合

わせた輸送・トラックの整備をしている

か？大量輸送で効率をあげられないか？

OR などの手法を用いて定量的な検討を済
ませているか？ 

 

７ 待ち時間の減 受け入れ場・店の前にトラックの待ちが多

くなる状況はないか？連絡などにより待ち

時間、積み込みの時間減が図れないか？受

け入れ場の環境整備は積み下ろし時間減に

なる内容が準備されているか？積み降ろし

のための道具をトラックなどに保有し、効

率化を図っているか？ 

 

８ 置き場の確保 持っていった商品、製品の置き場は確保さ

れているか？投入が容易か？員数確認がや

り易いか（容器、置き場）？持ち込んだ製

品・商品にダメージを受けない環境が準備

されているか？ 

 
 

９ 直送（直納）の可
能性 

最終顧客へ直送する方式はとれないか？業

者（宅急便）などの利用により直送できな

いか？帰り便・空トラックの利用・共同配

送により直送するルートはないか？配送セ

ンターに商品・製品を共同収集して直送の

効率・管理費の減を図れないか？緊急徳別

便を減らせないか？ 
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  図表３－５－４ 物流レイアウト改善の際に活用するチェックリストの例（つづき） 
N0 チェック項目      評価内容の例 チェック内容記入欄 
10 付帯作業の減 事務の合理化､人手による事務工数の増加

やミスをなくせないか？物の置き換えを減

らせないか？棚卸、確認、検索時に商品・

製品の識別・員数の確認は容易か？ 

 

11 ４S(整理・整頓・
清潔・清掃) 

棚・置き場の表示や責任者が決められてい

るか？解梱（梱包を解いた後）した時のゴ

ミはでないか？清掃は容易か？使わないも

の、回転が悪いものがいつまでも置き場を

占領していないか？このためのアラームシ

ステムはあるか？フォークリフトなどの安

全面は充分か？ 

 

 
工場における場内レイアウト改善との違いは、地図に規制された道路や鉄道、海上や空

輸など多くの輸送手段と専門企業（業者を含む）が既に存在する点にある。これと企業間

で契約、または、保有してきた輸送部門との連携や競合を検討しなければならない。更に

は、自社で道路や鉄道網を引く場合は別として、決められた道路を活用した輸送や（各種

の輸送規制の中での活動や）、道路の場合は混雑という道路独特の事情が物流に関与する。

このため、移動域とルートの決定と、そのフレキシビリィテイの折り込み、物流拠点の設

け方や物流手段の適用、改善法をあらゆる角度から検討して行くことが、工場における物

流改善と大きく異なる点である。条件によっては、何とかしたいが、当面、規制緩和や道

路の改善などを待たねばならないこともある。従って、この種の条件を最初から制約条件

ととらえて対処しなければならない。だが、この種の内容も物流改善に当たっては、本当

に制約条件か否かを再度検討して行くことは絶対に必要である。この点に対し、ここまで

の段階で筆者が関与した、いくつかの改善例を紹介させていただくのでご参考願いたい。 
 
【工場間の物流改善事例】 
 ある企業では、山手と海岸地区に大きく工場が分かれているだけでなく、工程途中で中

間処理を行う仕事があり、近隣の工業団地に数社の協力会社にその種の仕事を依頼してい

た。物流はＹ物流会社が専門に受けていた中で、企業グループとして「物流効率化プロジ

ェクト」が組まれた。早速、From－To分析を開始したが、地図に現状の物流図を書き入れ
ると、かなり錯綜し、中間製品の積み込み～積み下ろしも時間がかかっていることがわか

った。改善内容は大きく３つ定めた。①生産分担を見直す。②運搬スケジュールと運搬事

前連絡の強化により待ち時間の減を図る。③積載効率の改善と物流、トラックの搬送経路

を見直し、混載システムを運用してムダな物流は無くす。この対策に加えて、過去、工場
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の人がクレーンを動かし、Ｙ物流会社の方々と連携しながら中間材の積み込み・積み降ろ

しを行っていた取り決めを改訂し、Ｙ物流会社の方々にクレーン運搬の資格を入手願い担

当していただくといった内容を（費用面で面倒を見るという契約も変え）実施へ向ける案

とした。この種の内容を全て行うと、Ｙ社の物流工数は 30％減る、完全に今の支払い条件
と仕事の範囲では赤字に転落する。そこで、業務拡大、工場内物流の一部を担当願い、工

場側では余力を得た方々を新製品、新技術対策に向ける策を提案した。この提案はそのま

ま実施された。その結果、物流費自体は改善前後で 30％低減させることができた。 
 
【スタッカ－クレーン＋物流一元化倉庫＋小ロット顧客直送システム化事例】 
 つぎに示す内容は、建築部材を全国にデポを持ち大量生産、大量配送していた方式を、

物流システムを根本から変え、IT 活用を図ることにより、顧客サービス向上にも大きく貢
献させた物流改善事例である。過去、Ｋ社では全国に配備されたデポ（物流拠点）に店舗

と倉庫を持ち、お客様からのオーダーに応えていた。デポには営業担当者が配備されてお

り、この方々は日々、販売状況と在庫を把握して、品切れが起きない対処に悪戦苦闘して

いた。このような管理方式だったので、在庫切れが起きれば顧客はクレームをＫ社に入れ

る。だが、それでは対策にならないので、結局、顧客はライバル製品を購入するといった

状況だった。この対処のため、Ｋ社では防衛策上、どうしても在庫を大量に持つといった

対策を運営していた。なお、顧客が購入する製品は 1 個使用する場合でも箱で購入すると
いう状況だったが、使わない物は顧客の倉庫でいつまでもほこりをかぶって在庫するだけ

の状況もあり、顧客に取っては補完コスト、補完場所が増大する問題をＫ社に寄せていた。

このためＫ社では大量買いすれば安くする方式で対応していが、この対策は顧客の問題を

本質的に解決する内容では無かった。要は、Ｋ社では「必要な製品を必要な時、必要なだ

け届けるため、１箱に製品の混載をする。」という案は全く考えていない状況で顧客対応が

行われてきた。また、この業界全体が大量買いシステムだったので、他の業界で行われて

きた混載システムには全く興味を示さない状況だった。しかし、顧客購入品の中で使用し

ないものはほこりをかぶる、倉庫の隅に隠れて再度注文する例。錆びなどが発生してしま

い、使用時には使えないことがある。油を塗るなどの管理費がかさむ、といった顧客環境

になっていた。また、顧客からは「何とかして欲しい。」という要求がＫ社に寄せられてい

た。だが、先に解説のように、この種の内容をＫ社では従来の物流システムを“制約”と

していたため、この種の顧客の声は無視する形で活動してきた。 
 筆者がこのプロジェクトに着手した背景は次のような理由による。すなわち、①工場側

の原価改善を極限まで行うプロジェクトが終了した段階で、工場コストに上乗せする形で

物流コストがかかっていたこと、更に、②営業からくる注文が営業担当者の裁量で大きく

振れるため、市場ニーズと関係なく団子注文になること、③実際の需要が正確に読めない

ことがデポの在庫品をモデルチェンジで滅却になるコストが大きかったことに関係してい

た。そこで、対策に入ったが、対策の内容は、スタッカ－クレーン＋IT 活用により、小ロ
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ット編纂と在庫管理を可能にする物流センターの新設だった。運のよいことに、Ｋ社の隣

地の企業が倒産したため空き地となっていた。また、建屋はビルにたとえると３階もの高

さがあり、自動倉庫投入に設備費が掛かからないという状況だった。調査すると、顧客か

らの注文は3日前にＫ社に入る。3日以内に現地に届けば作業は進むという状況だったので、
地方のデポの倉庫は無くして中央統括する。注文を受けた製品は混載で最小ロット編成し、

お客様が必要なもののみを必要な場所へ必要なだけ直納する方式とした。その結果、物流

費用は半減、営業担当者が毎朝デポに行ってチェックしなければならない在庫把握は不要

になった。また、かつては毎日、各地のデポで営業の方々が 20％以上もの時間を費やし在
庫の調査を行ってきた時間を営業業務に投入できた。そして、何よりも良い点は、顧客に

とっては JIT 納入となるので、顧客自体が在庫とそれにかかわる多くのムダ排除につなが
った点であった。このため顧客の評価は高かった。事実、この成果を示すかのように、Ｋ

社は売上とシェア－を大きく伸ばした。 
 
【後工程はお客様ということで梱包作業の見直しを図った例】 
 これは自動車のスペアーパーツを全国のディラーに提供・販売する企業Ｍ社の改善をお

手伝いした時の事例である。ここでは、物流倉庫の作業改善は大きく進んだが、「後工程は

お客様」という内容が検討されていた。そこで、「本当にお客様を訪問したことがあります

か？」ということでお客様を訪問願うことになったが、それまでＭ社の作業内容は厳重な

梱包と共に、品質で支障のない配慮が十分過ぎるほど丁寧な梱包作業をしていた。現場の

方々が顧客となった。その時「おまえら、何を考えて仕事しているのか、こんな厳重な梱

包されて解梱に手間がかかるし、この地球環境問題が高まる中で、一体、このゴミ問題を

どうしてくれる積りなのか？金と手間を返せ！」というお怒りをお客様からいただいた。

この内容は関係者にとって、正に、寝耳に水の内容であった。そこで、早速、この対策に

入った。早速、刀掛けのような通い治具を作成、部品の干渉部には、空気で材料を膨らま

せて運ぶ方式を実施した。部品は取りやすく、容器は回収可能とした。この方式適用後、

顧客訪問を再度行ったが、「ＯＫ！」という声と共に、お客様にとっては工数とごみの減と

なった。また、この企業にとっては梱包費 2,000 万円／月の低減と共に、手間のかからな
い梱包作業方式を運用することができた。 
 以上、工場外物流改善に対し、レイアウトと関連作業の改善事例を紹介した。なお、こ

のような物流改善には問題発見のための評価基準が必要となる。そこで図表３－５－５に

は物流面で評価に使う評価基準を例示しておくのでご参考いただきたい。 
 
（２）事例に見る場外物流改善 
パソコン関連商品は、その製品ライフサイクルが大変に短いことで知られている。顧客は

短納期で製品入手を希望する。工場におけるリードタイム対策が大きく進んでも、工場を

出た製品が停滞していたのでは、何のための物流改善か意味を失うことになる。 
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図表3-5-5　　物流効率評価指標の例
１、配送効率関連

配送件数、拠点訪問件数
時間当たり配送件数＝

配送所要時間合計＝走行＋荷役積み込み・卸し＋待ち時間

この逆数は1件当たり配送時間となる。

能力キロ・トンまたは最大容積

積載重量キロ・トン､又は　容量（箱数換算
積載輸送効率　　＝

積載距離・時間（製品、空パレットなどの回収品は区別する
実車比率　　＝

走行距離・時間

道路毎標準時間合計

実所要時間（標準時間：スムーズ時間＋渋滞時間）
標準所要（移動）時間　　＝

個数　×　標準所有時間

実工数＋待ち＋事務関連時間＋トラブル（例：積み直し時間など）
積み込み時間　＝

２、倉庫効率指数

標準時間

（∑個数×停滞時間）／個数
平均停滞時間　＝

異常停滞時間＝基準外停滞時間×発生個数

日々売上金額

保管金額
保管効率　＝

売上金額（月）

在庫金額総計
在庫費用比率　＝

労務・事務費用

在庫費用（売上勘定）
労働費比率　＝

２、問題点指数

前期平均金額

今期発生金額
在庫切れ指数　＝ or

平均売上,または利益額

機会損失費用

前期金額,回数

今期発生金額、回数（実績）
正規外特急処理　＝ or

最低実績、または目標

同左実績

 
 
そう考えると、流通と呼ばれるこの分野のレイアウトを見直し、ＩＴ活用と共に、短納

期かつ低コストの物流システムを運用することが企業・商品競争力の差異ポイントとなる。

この対処を行う例として、まずＦ社の取り組みを図表３－５－６に紹介することにする。 
 

図表3-5-6　Ｆ社構築のパソコンの輸送システム
現　状

　工場受注

　最短

　　　　金　　　　木　　　　水　　　　火　　　月

ﾀｰﾐﾅﾙ

ｴﾘｱ毎に一律

見直し後

　工場受注

　先納期

（金曜納品

　希望４０％）

　

　工場受注

　　通常

（木曜納品

　希望３０％）

　工場受注

　　最短

（水曜納品

　希望３０％）

ﾀｰﾐﾅﾙ

ﾀｰﾐﾅﾙ
鉄道、フェリー（ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ）

オーダー条件により変更
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Ｆ社はパソコン生産を行う企業である。従来の物流工程を見直した結果、全て統一の搬

送形態ではなく、セグメント化対応を戦略として、顧客注文に応じた納入をその顧客サー

ビスの柱として実現させる方策を具体化、短納期対応と共に、商品提供を図る対策を展開

することにした。このため、顧客への直送対策を中心に、納期短縮、物流短縮の同時化を

実現に向ける方向を定めた。大量物流は多少の手直しで対応し、超特急品には、顧客が宅

急便を利用し、費用負担は顧客が負担する方式でパソコンお届けすることも可能という方

式を追加した。その結果、Ｆ社は売上げを大きく伸ばす結果となった。従来は、「顧客に物

流費用を負担させることは売上げ減になるのではないか？」という話が社内にあった。だ

が、実際に顧客の声を聞き、テスト販売すると顧客の評判は高かった。「社内で議論しても

意味無いね！やはり VOC（顧客の声をお聞きする）対策が大切だね、・・・」ということだ
った。 
 ここまでメーカーを中心に工場外物流対策の状況を解説してきたが、この分野の専門家

である大手の流通産業がどのような取り組みをしているかが気になる。このような対象の

例としてイオングループの取り組みを例示することにする。イオングループでは 2010年計
画なるものを立て、既に、IT化と共に精力的に物流システムを革新することを進めている。
図表３－５－７はその取り組み内容を示す一例である。要点はサプライヤーから店舗へ提

供する物流を大きく革新すること、また、取引を含め、ITを駆使することが、体質強化戦
略の大きな 2本柱となる。このような内容は専門チームを設け具体化に努力中だそうであ
るが、その状況は図表３－５－８に示す内容となる。また、その内容は図表３－５－９に

示す CRFD : Collaborative Planning Forecasting Replenishment という内容になる。 
 

図表3-5-7　イオングループの物流＋ＩＴ革新構想

目的：　　スピード・アップ

ＢＰＲ：ﾋﾞｼﾞﾈｽ改革プロジェクト

Ｉ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
構
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

Ｃ
Ｒ
Ｍ
（Custom

er　

R
elation

　

M
anagem

ent

）

　
　
　
　
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
再
構
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

リ
ア
ル
タ
イ
ム
経
営
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ＥＣＲ：ＩＴ物流統合戦略プロジェクト
　　　　　（Efficient　Customer　Response）　

テ
ク
ニ
カ
ル
チ
ー
ム

店
舗
シ
ス
テ
ム

　
　
　

チ
ー
ム

物
流
チ
ー
ム

マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ

　
　
　
　

プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ム

PMO(Program　Management　Office）
「経営は戦略に従う」思想でＩＴ活用

車の両輪に
　位置づけ

最高情報システム
責任者が管理する

目的：人件費　 を中心とした
　　　　経営構　造の改革

4,000人を対象に
①業務合理化
②店舗の後方

　　業務合理化

【例】
① ＰＯＳ

　１５分掛かっていた
　データー電送を
　　　　↓
　　　３０秒化
②商品原価引き下げ
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図表3-5-8　イオングループ、IT・物流戦略プロジェクトの経緯

物
流
・
Ｉ
Ｔ
戦
略
の
推
進

1997年～2001年

‘97年
戦略企画書策定

物流ｾﾝﾀｰ
機能、規模
配置・・・の
見直し

ビジネス
プロセス
解析～
　　創案

仙台
第１フェーズ
センター開設
（紳士部門）

加工食品
店舗

プロジェクト
活動

成果：補充・発注時間の
　　　　半減を達成

　　　　～2004年
ﾚﾍﾞﾙ１～３を設定具体化

マーチャンダイジング

金額　単品　　ｶﾃｺﾞﾘｰ

管理→管理→利益管理

ロジステック

店舗　　ｾﾝﾀｰ　調達
直納→集約→集約

業務ｸﾞﾙｰﾌﾟの革新

顧客台帳　ﾀﾞｲﾚｸﾄ～顧客　　
伝票管理→ｲﾝﾌﾟｯﾄ　ｾｸﾞﾒﾝﾄ

↓
ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化

連結決算　１ヶ月→5日間
大幅な経費削減を具体化

革新戦略＋精細な現状分析 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ達成活動

2010年までの戦略展開

・ＣＲＭ（Customer Relation
Management実現）

・計画重視ﾌﾟﾛｾｽへ切り替え

ｽﾍﾟｰｽ､品揃え、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ管理
商品計画

売値管理

商品登録ﾒﾝﾃ
　需要予測
　在庫計画

発注残
管理

・実在庫管理
・振り替え
　　　在庫調整

・商品配分
・商品補充
　最適化

・ｽﾀｯﾌ業務1000人削減（40％)
・3000人の後方業務削減
・施設数1/3に集約

戦略の実現  
 

図表3-5-9　イオン・グループ、ＣＲＦＤの概要

　メーカー、店舗、市場をサプライチーム　＋　サプライチェーンで融合させ、計画に基づく商品提供
と共に、相互に最大メリットを生む仕組みづくりと、運営を図る仕組み。

体　

系
消費者 店舗

物流
ｾﾝﾀｰ

配送
業者

ﾒｰｶｰ
群

ﾃﾞｨﾏﾝﾄﾞﾁｪｰﾝ
　単品管理

極少在庫
　単品販売対応

サプライチェーン

ＩＴ活用

CRFD:Collaborative Planning Forecasting Replenishment

戦　

術

①　ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝによる消費者の反応、
　　　売れ筋予測
②　競合の動向把握～対策・対応
③　市場に合わせた、商品ｶﾃｺﾞﾘｰ
　　　変更、切り替えなど企画～開発　　

　　　　①　ﾒｰｶｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ：特徴ある戦略展開
　　　　②　在庫ｺﾝﾄﾛｰﾙ　
　　　　　　売れ筋と変化の把握
　　　　③　最高効率の管理と補充　　

先　

例

　小売店　＋　ﾒｰｶｰ　　　　　　売上　　　欠品・品切れ改善　　在庫
①　ｳｴｸﾞﾏﾝ　＋　ﾅﾋﾞｽｺ　→　　54%増　　　　4%増　　　　　　　18%日数減　
②　ｳｵﾙﾏｰﾄ　＋　ｻﾗﾘｰ　→　 32%増　　　　2%増　　　　　　　14%量の減
③　Ｋﾏｰﾄ　＋　（不明）　　→　 44%増　　　12%増　　　　　　　回転率0.7%改善　

 
 
図表３－５－９をよく見ると、既に、イオングループのこの種のシステムは欧米で実施

し成果をあげている。また、この内容を分析すると、流通業界ではこの種の SCM対策をい
かに早く具体化させるか、また、業界の中で主役を演じ他社の先にでるかが重要な課題と

なっていることが判る。なお、イオングループ全体の新物流センター機能は図表３－５－

 248



１０のようになるが、この種の対策の完成～活用・展開が、今後、この業界の生死を左右

する内容を示しているように思う。 
 

図表3－5－10　イオングループの新しい物流センター機能

在庫機能を
有する分配
ﾅｼｮﾅﾙ・
ﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ

　　ｾﾝﾀｰ　

　　ﾅｼｮﾅﾙ
　ｸﾛｽﾄﾞｯｸ
ｾﾝﾀｰ
在庫機能は
持たずに
通過型商品
を集約し、
供給する

　　ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ・
ﾃﾞｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ
　　ｾﾝﾀｰ　
商品回転率の
高い商品を
在庫し、供給
する

　　ｸﾛｽﾄﾞｯｸﾞ
　　　ｾﾝﾀｰ
商品の在庫は
持たず、①②③
から商品供給を
受けて店舗に

供給する　

　　ﾌﾟﾛｾｽ
　　　　ｾﾝﾀｰ
生産対象食品の
製造、加工をし、
併造するｸﾛｽ
ﾄﾞｯｸﾞｾﾝﾀｰ経由で
商品を供給する

① ② ③ ④ ⑤

③　ﾒｰｶｰとの直接取引の

　　　推進拡大

③　コスト競争力がある

　　ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞの

　「ﾄｯﾌﾟﾊﾞﾘｭｰ」の売上拡大

②　コストの低い海外商品の

　　直接仕入れの拡大

①ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使った国際的な企業間・電子取引市場を活用した資材調達の拡大

比
率
増
を

　
　

図
る

直納型

JIT型

ﾒｰｶｰ
Ｘ社工場

ﾒｰｶｰ
Ｙ社工場

従来型
ﾒｰｶｰ
Ｚ社工場

小
売
物
流
セ
ン
タ
ー

イオンから集荷

　　Ｚ社
ｽﾄｯｸﾎﾟｲﾝﾄ

卸
Ｃ社

小
売
り
店
舗

直接取引によるﾒﾘｯﾄ
①流通経路・ｺｽﾄの減
②取引先の絞り込みと

　　物流ｺｽﾄの透明化
　　　　　→　原価低減
③ ﾒｰｶｰに取っては

　　ｲｵﾝｸﾞﾙｰﾌﾟのｼｪｱｰ
　　拡大

 
 
 
（３）SCMと市場直結型生産対応（新 JITと SCM）対策 
 ここまで JITと SCMの違いについては余り触れず、各種の解説を進めてきた。では、そ
の違いがどこにあるか、変種変量の時代に SCMをどのようにとらえ活用すべきかと？いう
内容について、基本的な内容を紹介することにする。JITは製造ラインにおいて、異なる注
文がくる度に、素早い切り替えを行い対応するが、在庫や仕掛を持たずに短い製造・販売

リードタイムで対応することが、その要点である。このような JIT は多種少量時代にムダ
排除と共に、変化対応の時代に即応可能なシステムという評価を得て今日に至っている。

また、このような JIT のヒントは先述の解説で示した通り、故大野耐一トヨタ副社長が、
赤字で苦しむトヨタの経営打開策を探す中でスーパーマーケットを見学する中からヒント

を得た内容である。昭和 30年前のことだが、氏が米国のスーパーマーケットを見ていると、
店で売れただけ、スーパーマーケットがメーカーに商品を発注する。即ち、売れるものだ

けを前工程であるメーカーへ注文する、という方式をトヨタで実践した取り組みが JIT と
なったわけだが、ここには、シングル段取りという過去、ベテランを要しても数時間かか

るプレス金型の段取り時間を数分で行うという技術革新、カンバン方式という後工程引取

り、つくり過ぎのムダ排除対策、平準化生産、工程内で品質をつくりこむ対策など多くの

対策が工夫された。ここで、JITと称する用語（手法）の代表的なものをまとめると図表３
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－５－１１のようになる。また、このようにして生まれた JIT は、その後大きく産業界に
広まり、今や、国際的な現場管理、改善手法のひとつとなっている。特に、1980年代、米
国で不況の時、日本車の性能・品質が高い上に値段が安い状況だった。このため米国で日

本車が売れているが、米国車は売れない、このため失業問題をかかえる米国の自動車企業

はレイ・オフを行う状態であり、米国では多くの失業問題に悩んでいた。また、この理由

を報道陣が「労働者の雇用問題は日本のせいだ！」として報道したため、ジャパン・バッ

シングいう社会問題にまで発展した。これは意味のないことだが、穴を掘り、日本の車を

棍棒でたたき、踏みつけ、埋める、という行動が各所でとられた。だが、このようなこと

をいくらやっても問題は解決しないため、結局、米国政府の要請もあり、ＧＭとトヨタが

合弁で NUMI(New United  Motors Inc.)という工場を新設、サターンなる日本対抗車を製
造販売しつつ、ここで、米国への JIT導入実験が開始された。また、NUMIでは、他の会
社に比べて賃金は減らすが、収益が出れば還元して行く，同時に多能化も進めるという内

容を含めて労働問題も解決へ向ける方式も適用された。この内容は諸外国でも注目された

が、当然のことのように、米国の地で見事に成功した。これ以来、JITは生産管理システム
としては多種少量生産と原価改善を有効に進める手法として世界スタンダードとなった。 
同時期に、日本ではバブル崩壊、ライフサイクル短命化に伴い、各社変種、変量の時代

に入った。そこで系列・協力会社や問屋・販売店を含めて市場に JIT 対応する動きが進ん
だ。この内容は期せずして、米国、デル・コンピュータの進展で名をはせた SCMとなって
いった。このような歴史を見ると、生まれはともかく、時代の流れと技術対応の歴史から、

JIT・CIM・SCMは範囲が広がっただけであり、「基本は同じである」と見るのが正しいよ
うに思う。 
以上、JITの進展と共に JIT用語を整理したが、JITは変種変量時代に対応する生産方式
とムダ排除がその内容である。トヨタ自動車が進めてきた苦心賛嘆の歴史の中で進めてき

た JITが、正に現在の時代の要請に適合しているため多くの企業が再度、教材にしている。
これには‘04年に１兆 4千億円もの高収益をあげてきた内容も大きく関連している。 
なお、故大野耐一氏によると、「JITの発祥はスーパーマーケットだった。」という逸話が

残っている。今、日本の産業界は、また、流通業界で JIT を大変有効に活用しているとい
う企業例としてセブン・イレブン・ジャパンの活動に注目している。JIT研究家達は「JIT・
SCMが最も進んでいるのはセブン・イレブンである。」という方々が多い。そこで、再度、
その中身を整理し、図表３－５－１２に示すことにする。 
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図表３－５－１１ 代表的なＪＩＴ用語とその内容 
Ｎｏ．  ＪＩＴ用語の例          解   説 
１ ストップひも 不良が出た時に作業者がライン停止のひもを引き全ラインを

停止する。ラインが停止することで不良問題を顕在化させると

同時に、関係者が現場・現物を基に現場で問題対策を図る。発

生時点問題対策と再発防止の手を素早く打つことが本方式の要

点である。これにより、事務所で想定原因、机上の空論、死亡

診断書という事後統計資料の作成を無くす対策も進めてきた。 
２ 後工程引取り方式 売れる製品だけつくる方式を運用するには、前工程でつくった

製品を後工程に押し込む、従来の(Push)式では、販売ニーズに
1 対１で対応する対応にならないため、結局、在庫や仕掛を余
計にかかえることになる。そこで、後工程が前工程に取りに行

く(Pull)方式を後工程引取り方式とした。前工程には売れただ
け注文（生産指示）を行うがここにカンバンを用いる。 

３ 多工程持ち 多くの企業では同じ設備を 1人の作業者が受け持ち生産性をあ
げる多台持ち化を進めていた。この方式はロットをまとめて生

産するので、工程間に仕掛の増加をきたす。そこで、多くの工

程を縦につなぎ、人とものの流れを同期化させ、ムダ排除と共

に仕掛減、品質保証などライン全体で受け持ち、つくり過ぎ防

止と生産効率化を同時に図る方式 
４ 目を抜いた少人化 多くの企業では省力化と称して 0.2 名減というような数値評価

を行うが、トヨタ方式では、この数値を集めて１名減にしなけ

れば意味がないので、実際に多能化を図り、１名をラインから

外す策を採る。また、100 台しか売れない時代に 10 名で 120
つくる改善ようになると、100台を 8名で出来る策を実施する。
このため、少ない人数、少に目が無い文字を使うため目の無い

少人化という用語を活用している。 
５ チームワーク 小集団活動のような改善グループではなく、ストップひもでラ

インストップやネック工程でトラブルがあり作業が遅れそうに

なったとき、作業員の合図を受け、問題解決に駆けつけ、現場

で対策を図る集団を指す。ＪＩＴ普及後、水すましなどの用語

を使い、同種内容を示す例もある。 
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図表３－５－１１ 代表的なＪＩＴ用語とその内容（つづき） 
Ｎｏ．  ＪＩＴ用語の例          解   説 
６ アンドン 徳川家康が関ヶ原の戦いの話を題材に作成した連絡システムの

総称、提灯を用いて各種の連絡をしたことにヒントを得て、物

流上、フォークリフトの呼び出しをする。工程に異常が発生し

たので関係者を呼び出す、生産の切り替えを行う連絡をする。

という内容を提灯のようなほんのりした光で報せる方式。 
７ フンドシ 生産計画スケジューリング・システムを活用して事前検討を進

める時、過去、コンピュータによる計算結果をラインプリンタ

ーで長い用紙でアウトプットして検討を繰り返してきた。この

ため、まるでフンドシのような長いペーパーが発生したのでこ

の名をつけた。後に、聞こえが悪いので、現在は多くの企業で

はスケジューリング・システムに名称は変更して活用している。 
８ 可働率 ムダな生産をさせないため、生産量が充分に無いときは設備を

止める。動かすべき時に稼働させる意味から、動かす可き時に、

設備を働かせる（不良をつくらず、最高スピードで稼働させる）

という定義を設けた。ベキ（可）ロウ（働く）率という内容で

ある。 
９ ニンベンのつく 

 自働化 
自動化に対応し、この内容は単に動いているだけであり、人間

なら不良や不具合を感じたら設備を止め、問題解決するはずで

ある。このような意味から単に動いているだけの自動化ではな

く、アラーム機能を持った自働化という意味を持たせ、働を使

用したもの。 
１０ シングル段取り 10分、10秒など一桁の時間で品種切り替えを行う方式を示す。

シングルという言葉はゴルフ・プレイヤーのレベルを示す。シ

ングルなら良い、シングルでないものは練習や改善に努力しな

さい、という意味を込めて設定した言葉と対策技術。 
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図表３－５－１２ セブン・イレブン・ジャパンの JIT 
Ｎｏ．  区   分          解   説 
１ 情報武装態勢 捜査が簡単な POS（Point of Sales）を採用。装着当時、１点

40万円で配備したが、EOS(Electric Order System Booking)
という台帳と直結して活用し、バックヤードにある各種のシス

テムとリンクさせ、予測計算、発注処理、販売入力などの情報

を一元管理すると共に、予測に基づく各種対策を店主に裁量を

任せる仕組みで運営してきた。均一な顧客ニーズ対応ではなく、

地域に合った販売方式を運用してきた。 
２ JITに対する 

思想と活用 
① 在庫＝売れ筋を置く、死に筋（売れる見込みのないもの）
は店に置かない。 

② 棚は商品を売るための棚であり、もの置きではない。従っ
て停滞時間（回転率）を厳しく管理する。 

③ 変種・変量対応のため、小ロット・混載オーダー・搬送方
式を運用している。 

④ 勘に頼る発注、在庫把握は危険であり IT データを駆使す
る。また、販売店長に対する予測システムの準備と教育は

セブン・イレブンの本社より適宜行う。また、このため、

顧客の男女区分、年齢なども端末にインプットする。 
⑤ 予測がずれた商品は店長の責務と定め、値段を下げてもう
る。売れなければ店長の引取りとする。 

⑥ 今売れている商品コマーシャルも店員の手元へ流す。 
３ 言葉の定義 ① 直ぐ売れないものが届く＝在庫（＝罪庫）の考え 

② 遅れて届く＝欠品、売れ残りは在庫（＝罪庫）の考え 
③ 必要とする商品、今売れる商品と必要量が届かない（目に
見えない機会損失）＝“欠品”と定義して対策をする。 
例えば、11 時までオムスビが売れていたのに 12 時に売上
が低下した場合、売れるカーブ上にこれを描き売れるチャ

ンスを逸したとする 
４ 販売予測対策 ① 管理ポイントの明確化と販売ノウハウの高度化対策 

家庭生活、労働環境の変化をとらえて時代に合わせた対応を常

に研究する。特に、自宅でつくる味を工夫対策する戦略を展開
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図表３－５－１２ セブン・イレブン・ジャパンの JIT（つづき） 
Ｎｏ．  区   分          解   説 
４ 販売予測対策 

（続き） 
② 変化に即応する仕組を運用 
顧客ニーズは少量買いの傾向が強いが、ある商品が売れ始める

と爆発的な売上となる。逆に、下がる時も急激である。この対

策は棚の割り当てを多少増加させる、2 時間毎の納入サイクル
即ち、回転率で稼ぐ対応を進めている。このためには、納入元

も変化対応、切り替え生産が可能な情報ネットワークと生産対

応を要求、実現へ向けている。 
５ コンビニの売れ筋

を情報活用による

新製品開発努力 

① 商品提供側の販売予測による戦略展開例 
キリンビールの一番しぼりは試験的にセブン・イレブンの店頭

販売を行ったことが、結果的に顧客ニーズを把握した商品展開

へとつながった内容とされている。また、コンビニでゲームソ

フトの 85％以上を売り上げる状況が，迅速で早い顧客ニーズ把
握～顧客ニーズの高い製品開発の確率向上に貢献してきた。な

お、コンビニでゲームソフトを売る理由は「マーケットリサー

チと新製品開発情報（売れるキーファクター）の入手の目的が

一致しているため・・・」、としている。 
② セブン・イレブン独自の新商品開発 
セブン・イレブンはお米のブレンディング技術は一流といわれ

る。その理由は、独自におにぎりに合うお米の評価技術とブレ

ンド方式を研究する研究所を持ち研究しつつ家庭の味を店舗に

供給する対策を展開してきたからであった。なお、過去、パン

を販売する隣におにぎりを置く指示を鈴木社長がしたが、店主

達が反対したそうである。これを「顧客に聞け！」の一言でテ

ストしたところ、パンもおにぎりも売れたそうである。以来、

おかず、弁当など売れる状況に応じて製品を開発してきた。生

麺販売もこの発想で即席麺が売れる内容をヒントに展開してき

た。このため、現在、「新製品開発は市場の声を聞きながら」と

いう戦略を展開中であるが、1年間に 85～90％をこのような開
発方式で登場させ、販売実績と収益向上に貢献させていること

が、多くの書籍・雑誌・報道に紹介されている。 
 
以上、セブン・イレブンが活動する戦略の要点をまとめたが、正に、先進的に JIT の内
容を展開しており産業界が注目する内容の多くがここに示されている。特に、新製品開発

面で JIT を活かしてゆくという展開内容は JIT 効果的な活用の局面を示しているからであ
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る。また、この内容こそが変化対応の時代に JITを活用する要点と考える。 
次にメーカーの話に移るが、SCMと言えば、何といってもマイケル・デル氏が新設した
デル・コンピュータ社の活動となる。デル氏の活躍は「デルの革命」という著書（マイケ

ル・デル著 日経ビジネス人文庫 2000年 11月 7日発行）に詳しく掲載されている。SCM
の生まれは、物流や生産管理の権威者やこの種の研究を進めてきた学者が提唱したビジネ

ス・モデルではない。マイケル・デル氏ご本人の生活と人生の中から生まれた内容である。

以下に、その経過を簡単にまとめることにする。 
デル氏は子供の頃に切手収集をしていた。小遣い稼ぎに集めた切手を販売しようと店へ

持っていったが、購入価格と販売価格に大きな差異がある体験をしたそうである。この時、

デル氏は子供ながらに「考えてみれば、店員が給与を得ている。販売価格が高い理由はこ

の人件費が関与している。」と考えたそうである。また、直接に顧客に切手を販売すればカ

タログ通りの対価が得られることを思いつき、販売交換会を実施、大きな小遣銭を得た。

発想というものは面白いものである。この時、顧客への直接販売の思想がデル氏の記憶に

とどまったからであった。 
その後、高校時代に、デル氏はクリスマス・プレゼントに両親からパソコンを送られた。

周辺の子供達がパソコンでゲームを楽しんでいたからであった。だが、デル氏は贈られた

パソコンを即座にバラしてしまった。この行為に両親は驚嘆した。だが、デル氏は、「なん

だ、パソコンとは、単に電子部品とソフトの集合体か？これなら自分にもつくれる。」と考

えた。デル氏はいよいよ大学へ進むことになる。レポートをパソコンで作成すると印象が

良いので、そうした。当然、自作のパソコンであり、進化するパソコン技術に次々と対応

していったわけだが、この内容を見て、友人達が欲しがった。そこで、安くつくり友人達

に提供した。自分はお金になる。儲かって、しかも友人（顧客）に喜ばれる。デル氏は「値

段を安くした分を両者で分けるやり方を広げれば必ず顧客獲得ができる。」と、この時に思

ったそうである。そこで、当時ようやく各所に設置されたファックスを使い手づくりパソ

コンの製造・販売することを行った。一般にパソコンは IBMなど大手メーカーが販売する
商品である。だが、デル氏製作による、顧客が要求する内容のみを搭載したパソコンは性

能も良く、価格も安く、使い勝手が良いため顧客が広がっていった。1985年のころ、大学
入学と同時にパソコン製造販売企業の形態で活動を始めたわけであった。 
大学を卒業しないでパソコンの製造・販売に熱中するデル氏を見て、両親は心配して大

学に戻るように説得に来た。しかし、デル氏の活動と強い意思と説得を得て、両親はこの

活動を認めることにした。その後、運よく、インターネットが発達する時代に入った。こ

の波を利用し、デル氏はこのインターネットを利用して販売を始めたデル氏が今日の大成

功を納めた話は衆知の通りである。 
この成功の要点をまとめると図表３－５－１３のようになる。確かにデル氏は時代にめ

ぐまれたという事実はある。だが、そうとばかりは言えないのではないだろうか、一般の

子供達は、この頃、ラジオや無線、プラモデルのキットを購入して組み立てて遊ぶことに
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夢中になる時代に、デル氏は、友人へ喜びを安く提供する努力を思い立った。これが手作

り直販、ニーズ志向型の製品提供になり、マーケッティングで基本となる喜んだ顧客が口

伝えで商品の市場拡大を図る行為となっていった。更に、この内容を広げる取り組みが、

FAX を通しての販売、インターネットの出現に伴ってコンピュータの直販という SCM モ

デルの出現を助けることになった。なお、そこには、本当に顧客が望む製品を短納期、か

つ、ソフトのインストールといった素人向きしない内容をバックアップするというサービ

スがあった。「もし、このような顧客重視の取り組みが実践されていなければ、多分、この

業界では、個人産業のような企業参入は不可能であった。」というのが、産業界の大方の見

方である。今や新たな販売方法を駆使しながらシェアーと収益を伸ばす国際企業に発展し、

IT のエクセレント・カンパニー的として名を馳せているデル社の活躍は、正に、自然体で
顧客志向の取り組みを続ける内容が顧客に評価された取り組みである。 
だが、この間に、デル氏にも失敗はあった、一時、儲けを意識した結果、仕掛りを抱え、

見込み生産をやろうとしたとき、「あわや企業倒産の危機にあった。」という内容である。 
 
図表３－５－１３ マイケル・デル氏による直接販売（SCMの基本）成功の要点 

No.   区分          実施内容 
１ 顧客対応と 

ネットワーク化 
顧客への直接販売と顧客とのコミュニケーションを絶やさない運

営を重視した。 
２ 顧客の声を 

 活かした販売 
 方法の適用 

中間の流通業者を飛ばした直接販売は１７％程度安値の販売でも

充分な利益確保が可能なことが判ったし、顧客毎にニーズが異なる

内容に、ＩＢＭなど大手が対応できない要求に逸早く着手できるメ

リットを顧客の声からつかみ取った。（他社は顧客が求めているも

のを場あたり的に推測しながら開発するように見えた） 
３ アフターサービ

スの強化 
直販体制に対する顧客不安の最大要因は品質やアフターサービス

に対する不安である（潜在顧客はこの理由で直販品を購入しない）。

そこで、自社製品は３０日間返金保証付き、という宣伝で販売した。

また、品質は厳しく検証し、アフターサービスとサプライヤーの強

化に努力した。 
４ 技術の先取り 

（製品革新） 
ＩＢＭなどが在庫を抱えて、新たなＰＣの投入に躊躇している間

に、新部品、大容量のものを他社に先行させ商品化していった。 
５ 失敗の歴史と生

かす努力 
変動するメモリー市場が最高値の時、品不足を恐れて必要以上の購

入と在庫を持った。このことが、２５６バイトから１メガになる時

期であり、全く使い物にならない部品在庫と抱えるハメになり、経

営悪化を招いた。この苦い経験から、注文のあったものに対してだ

け、部品購入をする方式を徹底した。 
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図表３－５－１３ マイケル・デル氏による直接販売（SCMの基本）成功の要点 
No.   区分          実施内容 
６ 開発プロセスの

段階から顧客を

巻き込む努力 

営業や販売店の意見より、直接顧客が持つ悩み、ニーズを受ける取

り組みを重視していった。情報収集戦略はセグメント化を徹底的に

重視した。個人、官庁、学校…と分けるとニーズは異なる、従って、

市場毎に担当も分け、ニーズを個々に把握、一般論的な扱いは避け

た。 
７ 最良技術の投入 ソニーからリチウム・イオン電池の売り込みがあったが、ＰＣに搭

載し、飛行機の中で活用してもらい、顧客から評価を得てＰＲ。こ

の技術の先行で世に高い評価を得た。 
 

  
この事例は図表３－５－１３の No.5に記載したが、多額の部品を抱えたことが問題の元
凶だった。このような経験から、デル氏は、「この業界にあっては JIT対策、否、資金繰り
というキャッシュ・フローの面から、仕掛や在庫は絶対持ってはいけない。この種の製品

は生鮮食品と同じく、鮮度の落ちた製品は捨てる以外にない。」という印象を著書に著して

いる。デル氏の活動は全てが順風満帆というわけではなかった。競争が激しく、製品ライ

フサイクルが短い産業界にあって、この種の多くの苦労を経ながら、常に新たな発想を生

みながらチャレンジを繰り返した結果が、JIT を中心に関連企業をネットワーク化した
SCM にしていった。なお、デル氏はトヨタの JIT 開発者の言と同じく、「良いお手本も先
生も無かったので、必死になって考え、やってきたことが今の方式となった。」としている。 
このような苦労の中から生まれた経営戦略や技術・販売戦略の内容を図表３－５－１６

に示した。この内容を見る限り、JITと SCMの差は、その範囲が顧客ネット、サプライヤ
ーネット・ワークに大きく及ぶこと点だけが異なるだけである。また、新製品開発面でデ

ル社がどのような活動方針を掲げ活動を進めるか、という内容を図表３－５－１７に示し

たが、この内容を見ると、自然体で顧客ニーズに応えるかに努力していった結果、次々と

顧客ニーズに基づいた新製品創出に至っていることが判る。また、SCMはこのために極め
て効果的な作用を果たしていることが判る。 
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図表３－５－１６ デル社の経営判断と戦略事項の例 
Ｎｏ．   区  分         実施内容 
１ 業績評価 台数、売上を販売部門の評価とはせず、利益率の高い販売を行った

順に処遇を判別する方式とした（利益中心の販売評価方式）。 
対象とすべき製品にもこの判断を行い、当時はノートパソコンか

らは撤退。実力と陣容に従い、商品の選択、集中化を断行した。 
２ 品質重視態勢 製品に問題があった場合、曖昧さを無くし、誰が責任者なのかハ

ッキリさせ、顧客ともダイレクトに連絡を取り、早い対応に終始

した。 
３ 顧客対応 会社の組織、成功体験が企業に対する客観評価を欠く例がある。 

・顧客のダイレクトな声を大切にする。「顧客代弁会議」を設置、

新製品開発や梱包使用の改善、箱からの取り出し易さなど、木

目細かく改善ニーズをフォロー 
・ どんなに大きな業績であっても、自分の成し遂げた成果にア

グラをかくようになったらそれはトラブルの兆候である。こ

の考え方で、ダイナミックに新しい要求をとらえ、対応する

ような組織化に努力した。また、成功したら責任範囲を縮小

して、更に、成果を得た仕事に集中させる仕組みを取ってい

る。一般に、部下の数や業務範囲が減るので降格と思われた

時代があったが、今は理解され、定着している。 
・ 会社は政治の場ではない。この考えで駆け引きや政略をいれ

る余地がない体系に努力してきた。例：新商品開発は顧客の

声、実態、事実をベースに運営する。 
４ 従業員管理 人事システムは企業発展の過程で、過去、実績を挙げた人が、新

しい発展には障害となるという問題意識から生んだ方式である。 
・ 顧客と直接コンタクトするため小売業者向け市場から撤退。 
・ 共通の目標に向け、チームを協力させ会社全体に共通のイン

センティブ制度をつくり上げた。この対策は顧客や株主のた

めの価値創出という点を社員に徹底させる効果があった。 
・ 工場内のモニターには時間毎の成果（データ）が表示され、

目標との比較を明示（成果主義を認める仕組みと連動）。 
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図表３－５－１６ デル社の経営判断と戦略事項の例（つづき） 
Ｎｏ．   区  分         実施内容 
５ サプライヤー 

との連携 
・キー技術といえども、研究開発の費用と期間、効率を考えると、

自社開発すべきかどうかを評価する。外部に頼る方が得策な

ら、それを選択する方針とした。 
・ サプライヤー評価システムを運用し、不良ゼロに近い企業は 
ノー検査、現場直納に切り換える対策も実施 
・サプライヤーとは「仮想統合」のイメージでＷＥＢを通して、

情報の迅速、共有化を実現している。「情報が在庫に置き代わ

る」という思想で一元化、早期公開を行っている（顧客ネット

も「仮想統合」の思想でネットワーク化）。 
６ まとめとして 方針の徹底と経営哲学にしている内容 

（１） 在庫を敵視せよ！ 
（２） 間接的な販売はしない！ 
（３）常に顧客の声に耳を傾けろ！ 
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図表３－５－１７ デル社における新製品開発対策の例 
No.  項  目      具体的活動内容の例 
１ 特許と情報 

の扱い 
いくら優れたアイデアや特許があっても、優れた戦略を実践して

いる企業にはかなわないという発想で他社を調査し参考にした。 
【調査内容と解釈】 
・ 顧客のニ－ズを聞き、商品は必ず手の届くところに置く、ウ

オルマ－トでは１本の工具が売れれば、１本届けるシステム

を駆使してきた。 
・ デズニ－ランドでは投資を円滑にし繰り返し顧客を得る対策

に顧客の得意客の増とつなぎとめ化に努力している。 
デズニ－やウオルマ－ト、コカコ－ラ簡単な戦略なのに真似でき

る顧客はほとんどない。要は「情報」を戦略的に活用する点に、

CS戦略展開と顧客から受ける高い評価内容がある。 
２ 顧客代弁 

会議の運営 
顧客満足に悪影響を与えそうなプロセスについて修正策を自由

に論じる会議を運営し、新製品開発に必要な顧客ニーズをつか

み、活かす取り組みをしている。 
例１：コンピュ－タを購入した顧客がインスト－ルやコンピュ－

タのおもりに時間を費やして本業が出来ない。この問題の解

決にデルが手助けするサービス・システムを運用する。 
例２：故障サ－ビスは一般に修理する製品を販売店に持ち込むが

２週間程度の時間がかかる。この対応には、出張修理サ－ビ

ス（オン・サイト）サ－ビスで対応する。 
例３：顧客の状況を訪問して実態把握の末に問題点を把握し、対

策に向けるが、この際に即断、即決による新商品開発対応を

柱として活動する。 
例４：ライバルで利益率が高い商品（例：サ－バ）に注目し、そ

の種の製品には、後発だが、SCM で対応、顧客に安価に新

作品を提供する戦略を展開する。 
３ 過去の実績に 

固執しない態勢

で新規開発に 
当たる 

思想：製品環境と顧客ニ－ズは変化する。どれほど大きな業績で

もとらわれないで対応する、という方針で経営する。 
例１：制度、体制や顧客販売体制（小売店を仲介としたマ－ケッ

ト）体制や在庫を抱える対応は顧客ニ－ズの変化や意見収

集を遅くするので採用しない。 
例２：研究開発費の大小や、他社比較で技術開発の内容を決める

ことよりも大切なことは、競争優位を生み出す源泉である顧

客ニ－ズの探究の方が大切である。 
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図表３－５－１７ デル社における新製品開発対策の例（つづき） 
No.  項  目      具体的活動内容の例 
４ 製品対象 大ヒットやホ－ムラン、１０割打者の存在を目指すテクノロジ－

開発を夢見ず、ヒットでつなぐ対応（代替案の準備と投入が必

要）を図る。 
５ 製品の評価 常に過去の成功例は忘れ、顧客の立場から将来を見直す。 

例１：反論や問題を直接（事実）情報として顧客から入手するシ

ステム化を利用して商品開発に結びつける。 
例２：変化への早い対応（仕掛は研究開発の阻害要因になるので

持たない）に注力する。また、このための情報を常に集め

る努力をする。 
思想：「物事がベストの状態にあると思い込んでいる場合は、変

化というコンセプトは現状を脅かすネガティブなものでしか

ない、という考え方」をとる。変化はチャンスである。「変化

を活かして成功するやり方を身につければ、事業が伸びるだけ

ではない。それによって、社員は危機対応を学び、更に、創造

力を広げて新しいチャンスを探そうという気にもなる。それに

よって、変化を競争戦略に結びつけていく能力も向上する。」

という内容を常に従業員に流し、徹底に努力している。 
 

SCM についてマイケル・デル氏が創設したデル社の活動と SCM の内容を解説したが、
過去、ペニシリンの発明に代表されるように、時代というものは同種発明やシステムを同

じ時期に産む例がある。業種はパソコンと靴下という産業界の差はあるが、SCMも同種内
容が日本でダン社が生み出しているからである。靴下販売で行った。ダン社の取り組みは

既に本書の最初に紹介したが、再度、形を変え図表３－５－１７にその内容を示すことに

する。靴下業界は構造不況の最中にある。中国を始めとする攻勢で日本メーカー品がバブ

ルの頃のシェアーの半分以下に低迷する中で、ダン社は右肩上がりの販売の伸びを示して

いる。この理由は、ダン社は、越智社長が中心に、IT を道具として靴下の生産・販売を単
品管理し、SCMで売れ筋をつかみ、売れ筋に合わせた新製品対応と顧客対応をスムーズに
してきた。その活動内容は、正にセブンイレブンやデル社の活動に匹敵した活動を進めて

きた内容とほぼ同じである。一般の靴下生産・販売会社が旧態以前の問屋方式で在庫をか

かえ市場に対応している中で、また、残った在庫の処分（売れ残り品）や安値でたたき売

りをして、収益を悪化させる時に、ダン社は不況に関係なく伸びている。この例から、こ

の種の産業においては、ダン社に見る図表３－５－１９のような取り組みが、顧客対応上、

また市場直結型生産～販売～新製品開発・対策に必須の要件になっていることがわかる。 
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図表3-5-17　ＳＣＭ対策の要点

　協力会社グループと共に、必要なものを必要なタイミングで
提供する対策
　①情報共有・一体化対策、　②売れる製品だけつくる対策、
　③新たなニーズを掘り起こす対策

　協力会社グループと共に、必要なものを必要なタイミングで
提供する対策
　①情報共有・一体化対策、　②売れる製品だけつくる対策、
　③新たなニーズを掘り起こす対策

最新販売実績を即時把握

ＳＣＭグループ

全体で需要予測

ＳＣＭグループ

全体で需要予測

製造＋販売　共同開発

　　　ＶＯＣ：
Voice　of　Customers

ＳＣＭ工場ネット：情報共有化

店舗販売

 

図表3-5-18　SCM　小ロット納入を間違えなく行うための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピッキングシステム

ＩＴネットワークによる
次々刻々の販売情報
の把握（一元化情報）

サプライヤー

Ａ～Ｚ　

配
送

　

→
生
産

　

→
発
注 顧客

少ない在庫

相互に強い結びつき繊
維

３ ３

呼び出し
ランプ　注文数

ピッキング・システム
棚へ、注文品の
　　　　　　　　　直接指示顧客が購入

　　　　　　　　対応：売れた

　　　　　　　　　　　　　内容に基づく
　　　　　　　　　　　　　製品の配送
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　図表3-5-19　SCMの体系をモデル化した例

従
来
方
式

注文 在庫
小売店

在庫

在庫 工場
生産

卸問屋

在庫
部品
生産

在庫

材料
生産

協
力
会
社
Ａ
〜
Ｚ

Ｓ
Ｃ
Ｍ
体
制

ＩＴネットワークによる
次々刻々の販売情報
の把握（一元化情報）

サプライヤー

Ａ～Ｚ　

配
送

　

→
生
産

　

→
発
注 顧客

少ない在庫

相互に強い結びつき

注文があったものを迅速提供 バックアップ・システム

中間業者を介さない顧客直売方式中間業者を介さない顧客直売方式

 

 
 ここまでの解説で、読者の方々はご理解願えたと考えるが、学説はともかく、実務的に

は、『SCM は JIT の拡大版』と解釈すれば良い。即ち、JIT は企業内で『必要な時、必要
な商品を必要なだけお届けする対応』ととらえ、SCMはサプライヤー、企業、販売会社を
ひとくくりとした顧客対応・JIT対策と見れば良い。そして、先に紹介した CIMは受注～
製造～出荷管理を一元管理する情報システム、ということになる。 
以上、このような捉え方で JIT を整理すると図表３－５－２０のようになる。この図表
は JITや SCMをモデル的に記載したものである。JITの取り組みの成果は多種少量切り替
え生産と生産リードタイム短縮が可能な環境をつくったことにある。過去、多くの企業が

行ってきた、在庫を読みながら生産する方式ではない。この方式の欠点は、在庫がある程

度無くなるまで新製品を投入しなという内容である（プロダクト・アウト方式）。市場ニー

ズが激しく変改する時代にあっては、マーケット･イン、すなわち、顧客志向で変化するニ

ーズに対応して必要なものを売れるタイミング、売れるスピードで生産・販売対応しよう

という取り組みが絶対に必要である。また、この対策手段が JIT・SCMである。要は変化
する生産対象品に応じて、仕掛で対応するのではなく、売れるものを顧客に即座に提供で

きる、切り替え可能な環境を持ち、更に、新製品をいくつも投入可能な環境を準備する条

件整備が JIT・SCM体制の具体化となる。JIT・SCMの環境があれば、新製品開発のやり
方も大きく変わってくる。即ち、過去の新製品開発手順は、顧客にわざわざ手記入式のア

ンケートをとり、それを集計して商品企画をする関係者がゆったりと市場調査レポートを

書き、稟議書を書き、億条を重ねるような名社内手続きに時間をかけて新製品を市場に投
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入する方式だった。だが、それよりは、JIT・SCMを仲介として CIMから提供されるデー
タを用いた方式の方がはるかに優れる。その理由は、時々刻々変化する市場ニーズを基に、

数種の案をテスト生産ということで短期間に製造、市場に出して直接顧客の声を聞き売れ

筋を聞く方式の方が、過去のシステムよりはるかに優れた新製品開発方式になり、市場ニ

ーズに合った売れ筋商品を常に生産・販売体系が運用されることになるからである。この

ような解説をすると、一般消費財だけが JIT・SCMの対象範囲であり、装置産業を中心と
する生産財はこのような範疇に入らないのではないだろうか？と考える方々がおられるか

も知れない。だが、それは誤解である。ライフサイクル短命化の時代にあっては、リード

タイム短縮という内容が目に見えない顧客サービスになるからである。 
 

　図表3-5-20　JITが持つ特徴と新製品開発

生産生産 検査 設計出荷

ＱＴＡＴ

１、各種異なる
　　　注文
２、多種少量
　　の注文
３、短製品
　　ライフサイクル

①　短い生産・販売リードタイム
②　多種少量切り替え
　　　　　　　　生産の実現
③　新製品をテスト（切り替え生産）
　　　　　　　　　するチャンスの増大

１、顧客は
　　市場の変化を
　　じゅっくり
　　見てから
　　注文できる
２、市場の
　　売れ筋に
　　　合わせて
　　　生産調整
　　　～製品開発
３、新しい
　　依頼をお願い
　　するチャンス
　　の増大　

早い市場の声と変化
を即座にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

 
 
 ここで、例を紹介することにする。かつて、筆者が関与したある生産財メーカーで生産

リードタイムを２分の１にしたことがあった。生産量をトン数で記載させていただいて恐

縮だが、このメーカーの損益分岐点は 650トンだった。月末に生産会議を行い 700トン規
模の生産計画をつくり、生産が開始され 20日頃に調整し、この生産量を達成する、という
内容を繰り返していた。だが、不況であり、生産量は 700 トンを割る環境の中で顧客の在
庫調整を見ながらの生産に苦慮する中で、先のリードタイム短縮改善が実った。当然、平

行して原価低減対策は行ったがリードタイム短縮が主体の改善だったので、この時点では、

それほど大きな原価低減額は得られなかった。また、リードタイム低減対策の原価低減に

及ぼす効果は、せいぜい仕掛品の金利程度の金額が原価低減に貢献した程度であった。 
 ところが、生産方式に変化が起きた。一番ショックだった内容はリードタイム半減によ
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る顧客対応を公開すると同時に、翌月の生産対象品はたった 450 トン程度になってしまっ
たからであった。これでは、大きく損益分岐点を下回る。「赤字転落！飯がくえるのか

な？・・・」という状況で翌月の生産に入ったが、それから毎月、いざ生産が始まると日

を追う毎に注文が途中で入り、結局は生産限界としていた 800 トンに近い注文が入った。
このように、不況にもかかわらず返って多くの注文が入ってくるのであった。生産量に限

界があり、その後、改善が実るまで多大な残業をしてこの企業では量を何とかこなした。

この経験から、筆者達は、「ソフト面の対策（納期短縮という目に見えないサービス）がこ

れほど顧客のニーズに合っているのか！」と知ったわけであった。また、リードタイム短

縮は直接売上増に直結しない。だが、間接的に売上増になることや、攻めの原価低減対策

になることをこの体験から勉強した。この企業が対象としてきた製品全体の需要は明らか

に低迷している。否、むしろ下降していた。だが、この企業では注文が増えた。そこで、

その理由をお客様にお聞きした。すると、「このような変化や先の見えにくい時代にあって、

納期短縮は我々にとっては最大のサービスだよ、納期が短ければぎりぎり世の中の変化を

見て製品づくりに必要な部材だけをおたくに発注する行動となる。必要な時、必要な量だ

け部材を注文すれば良い。このようなところには、当然、多くの注文を出す！」というお

話だった。「部材を生産する企業にとっては、先が読めない世の中なので。ムダになりそう

な在庫や変更に柔軟に対応してくれるサプライヤーは大歓迎！」という内容である。要は、

「在庫を読む」とか、発注して部材を入手するリードタイムが長いので危険を知りながら

発注量を決めることに苦労していた納入先が、ぎりぎりまで市場の状況を見て発注する、

この対応に応じてくれる納入先に集中して部材供給の協力を仰ぐ、ということがこの体験

を通して判った。また、他のメーカーを見ても、JIT・SCM を展開する企業に注文と信頼

が集まる理由までが理解できた。以上、JIT・SCM の要点を示した。では、この内容を更

に進めた直販対応について解説を進めることにする。 
 
 
（４） ロジステックと直販 
ここまで JIT・SCMの解説を、工場を中心にした内容を解説した。ここで今度は局面を
変え、工場外物流、特に、直販システムから JIT・SCMの内容を見直すことにする。この
内容はロジステックと称される範疇である。ロジステックは物流を中心に管理する学問が

戦争と共に生まれた。戦争においては、遠地との戦争においては後方支援部隊が食料や武

器をいかにスムーズに戦地におくるべきかが勝利を大きく左右する。そして、このような

内容が市場への商品補給という内容に焼きかえられ産業分野で研究された内容がロジステ

ックである。その要点を図表３－５－２１に示すことにする。 
戦争時に活用されたロジステックは別として、図表に示すように、ロジステックの改善

においては、まず、第一段階では、遠地への物流活動に関する全ての要素を洗い上げる。

と同時に、第二段階では物流コストを徹底的に下げる対策を研究する。その後第三段階で、
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SCMの考えを入れ「必要な時、必要な商品を必要なだけつくり、スピーディーに届ける」
対策を検討するという手順で対策を進めるのが一般的アプローチとされてきた。 

 

図表3-5-21　ロジステックとＪＩＴ・ＳＣＭ活用
ロジステックは戦争の遠地の危地への兵器、食料などの補給戦略として生まれ、育った学問である。

第１段階　遠隔地へ物流活動に関す
る諸要素を分析　→原価低減へ向ける

第２段階　顧客満足を目的にサービ
　スの向上　→原価低減へ向ける　

第３段階　ＳＣＭを柱に協力会社を

　も含め市場対応→新ニーズ先取り

第４段階　静脈流を含めた社会貢献

　の物流対策　→地球環境配慮・貢献

物流コスト低減　→　物流価値向上
　　　　　　　　　　　　　の戦略へ発展

経営
戦略

生産
戦略

ロジステ
ック戦略

ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞ戦略

Ｃ
Ｓ
重
視
の
対
応

在
庫
計
画

物
流
拠
点
計
画
と

物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ＩＴネット（支援）

人材育成 組織強化

ゼロ化追求
品切れゼロ

　　調達物流 　　社内物流 　　販売物流

　静脈（リサイクル回収）物流　　　　　　

 

 
 現在、多くの企業でロジステックを活用する向きがあるが、ここには企業から市場への

商品提供だけでなく、地球環境上の問題とリサイクル法の関連から使用済み製品を静脈流

と呼ばれる物流経路で回収するという取り組みが検討されている。また、この二種の物流

を検討して付加価値の高い物流を具体化させようという内容がロジステックを検討する主

な要件となっている。ロジステックそれ自体には、過去から高尚な思想や理論があるが、

実務的な局面を見る限り、以上のような取り組み、即ち、SCM対策を進めつつ、ITでその
活動データを集め、顧客志向と変化対応、更には、物流コスト対策おも包含して進める、

という内容が多くの企業におけるロジステックの活用の要点である。 
 ロジステックは大量な物流を扱う理論である。従って、大手メーカーによる研究が盛ん

である。だが、最近は小企業が個別の注文に全国ネットで物流システムを持つ専門業者や

郵便制度を活用してロジステックと同じ機能を持たせようというニーズを満たすシステム

が登場している。この例としては、例えば宅配システム利用による IT直販システムが一般
的に活用されている。先のイラク戦争でも「緊急に必要なものはフェデラル・エックスプ

レスを活用すれば、軍が運ぶよりはるかに安価で早い支援物資小口配送が可能である。」と

言われたように、小口配送でも充分経済的にメリットあるシステムが運用される時代にな

っている。 
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 このような内容も関連して、図表３－５－２２に示すように、現在、通信販売が毎年大

きな伸びを示している。昔は「通信販売を利用してカタログで見つけた商品を購入すると、

とんでもない粗悪品を購入して損だった。」という時代があった。しかも、この種の製品は

返品が効かないという内容であり、時には、クレームをつけると販売店自体がなかったり、

いなおられたりするケースも多かった。このため、日本では「通販は粗悪品販売方式」と

考える傾向が強かった。しかし、時代は変わった。品質向上と共に、通販でなければ手に

入らない高級品の販売、ITを使用して顧客が商品をこころ行くまで検討できるという環境、
更には販売側がコールセンターやサービス・システムの充実と共に、クレーム対処も充分

行う体制を備えていったからであった。加えて、通販を利用すると、工場直送の商品取引

となるので問屋や小売店の中間マージンが掛からないので購入値段も下げる例も出てきた。

当然、購入はクレジットカード、または、到着時に現金引き替えなどであるが、これが企

業にとっては入金が確実で早いシステムとなる。今や、通信販売の多くは顧客にとっても、

販売する側にとっても有効な通販システムとなっている。 
  

図表3-5-22　通販市場

0
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売
上
規
模
（兆
円
）

通販市場規模推移
　　（日本通販協会）

注釈：１９９０年に売上が低下した理由は実用衣類を低価格で
　　　　販売してきたアパレル関係の業績悪化のためである

　　　　（中国生産に切り替えた価格低下も関係している）

　　　２４　　　　２４飲料サンスター

　　　３８　　　　２２飲料カゴメ

　　　５３　　　　４４健康食品小林製薬

上期３２　　　　　　６２衣料ワコール

　　１２８　　　　６８健康食品サントリー

　　１００　　　　９３靴・雑貨ヒラキ

　　２３７　　　１８４健康食品やずや

　　３１５　　　２５８化粧品オルビス

　　　　億円

　　５４０

　　　　億円

　　　５９３

健康食品

・化粧品

ファンケル

2003年度
売上予想

2002年度
　　売上

取扱

　商品名

　企業名

主要な製造業系」の通販事業

１．３４８兆円

　　約５１．３％

 

 
 このような宅配便を活用して SCMの機能を果たそうという企業が多数現れている。 
事例を図表３－５－２３に例示することにする。この種の例として、ネジを製造・直販し

て、不況下でも進展している企業事例を紹介することにする。企業名は沢根スプリングで

ある。この企業は顧客ニーズに応じて通販を利用した SCM対応を展開しているが、ネジを
１本からバラ売りする。しかも、大量購入方式の 2,000 倍もの値段、ある程度の少量買い
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の場合は顧客が宅急便を支払って購入する内容である。では、ネジ業界全体の売り上げが

30%も低下する中で右肩あがりの業績を伸ばしてきた沢根スプリングの例を紹介すること
にする。 
 

図表3-5-23　通信販売、成功事例に見る取り組み
【特徴】　１０人の内５人が買う製品なら百貨店かスーパーマーケット、１０人中１人～２人なら通販、
　　　　　　という話があるように、少ないが特殊な要求に対応して販売するのが直販の市場である。
　　　　　　従って、一般に見るマーケット調査は当てはまらない、直接顧客の反応、声、製品の良さ
　　　　　　を伝える取り組みが必要になる。　

①　会社の知名度より独創力で勝負する。　②特定できる顧客の声を反映、　③　商品の価値を訴
えて理解される販売ＰＲ方法を利用、　④　顧客をネットワーク化　⑤　商品の良さが口コミで波及

すると、急激に販売が増加する傾向がある。

共通する

　　　特徴

岡山県熊山町で活動、地元の産学協同研究でホテルや飲食店の厨房の対策
を研究1.48万円の商品を開発「通販生活」で販売、売るプロの力を借りて販売
を開始2003年４億円の売上見込み。

オゾン脱臭機オーニット

茨城県日立市、日立製作所の下請けとして小型モーターを製作してきたが円
高と共に販売が縮小、産学協同プロジェクトで家庭用ゴミ処理機を開発、当初
数十台だったが、2003年には2500～3000台（1.6億）になる。臭い、培養材の
改良が特徴、「通販生活」を通した販売で一気に世に知られることになった。

家庭用

　　ゴミ処理機

スター

　エンジニア

1987年からゴマの成分研究を進め独自に製品を具体化、現在、5000億円の
売上と推定される。健康相談に薬剤師が対応、リピートオーダーを厳しくチェッ
クしながら顧客に対応（顧客とのネットワーク、声を聞く対応）が成果を生む

サプリメント
（ゴマの研究）

セサミン

東大阪市で長年メッキなどを営む授業員９名の企業、過去、玩具販売を行っ
てきたが、ネット販売を利用して1999年ダーツ販売を開始した。現在450～600
万円/月の販売。現在、この業界では狭いながらもトップ。２４時間注文受付

ダーツ日精工業

　　　　　　　　　　活動と成果　　製　　品　企業名

各種、直販の事例（2004年）

 

 ちなみに、沢根スプリングは数千種ものバネを製造販売する企業である。１個数銭にも

ならないバネを大量生産、大量販売してきた。だが、顧客の活用を調べ、問題をお聞きす

ると、顧客が大量にバネを購入してもお使いになる顧客とそうでない顧客がいることが判

った。例えば、JIT生産を行う自動車プレス品を生産するメーカーでは、バネを大量買いし
ても、金型の部品寿命に定期交換する場合、数種のバネを毎回、各１個しか使用しないの

で、数千個買っても、在庫管理のスペースや管理費がかかる状況だった。更に、見た目が

似ているバネなどを、もし誤ってとりつけると大変な不良発生につながる恐れがあり、大

量買いしたバネの管理には大変な気づかいと大きくムダな工数を要していた。この主の問

題の対策に「メーカー側として対応しよう。」と目を向けて具体策を作成～展開したのが沢

根スプリングの１個売り（直販）方式である。 
 まず、カタログを整備する。顧客からの注文はカタログに書かれたＮｏ．で注文可能と

する。工場も少ない在庫だが、カタログに書かれたＮｏ．と同じ分類で棚に安全在庫を考

えた製品を置く、棚の製品は注文があれば注文Ｎｏ．と要求個数に従って小袋に入れる。

宅急便を利用して即日配送する。ある程度棚から製品が無くなると（安全在庫を切る危険

域に入ると）生産を行い棚に補充するという後工程引き取り方式を運用しつつ生産する。

加えて、新たな注文はカタログを更新し、よりバラエティに富んだ品揃えを顧客志向で行
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う内容を進めていったわけであった。これが顧客の信頼を受け、この方式を実施した結果、

2004年には利益の 25%強が、この単品発注で占められ、業績を伸ばす状況となった。この
ように、宅急便という既存した物流システムを利用した SCM対策は中小企業や特殊な製品
を提供する分野で益々伸びる対策のひとつになっている。ロジステックの変化にも、我々

は注意すべき時代に入っている。まだ、実施規模は小さいが建築業界では廃材の捨て場が

問題になっている。建築廃材も現場で仕訳すれば資源である。そこで、建築時に資材を持

ち込む、帰りに仕分けされた使用済み資源を回収する。しかも、IT＋通信システムを利用
して小さい建築現場までこの方式を活用し、積載効率やトラックの移動距離や時間短縮を

図る、という対策を筆者の友人達が進めつつある。この種の内容はロジステックの主要テ

ーマとして多くの企業が連合して対策を模索中であるが、この種の内容も個別配送の考え

やノウハウが多く取り入れられることを期待したい。また、このような方式が広まり、家

電品や家具、食材の廃物を肥料、・・・など、あらゆる分野への拡大とリサイクル対策が進

むことに、筆者達、特許・リサイクル対策研究会の面々は期待している。 
  
（５） 物流を中心とした IT技術一覧 
ここまで情報システムというソフト・ウエア対策は JIT・SCMという形で変化対応型・
顧客志向の対応をスムーズに図る手段であり、物づくりだけでなく、物流システムを介し

た顧客への製品提供という大きな内容がここに関与することを示してきた。また、この分

野には多くの戦略や手段があり、IT が大きくこの分野を革新する内容であることが読者の
方々にはご理解願えたのではないかと考える。今後は、多分、工場外の JIT・SCM物流対
策においては図表３－５－２４に代表されるモデル物流を基本に多くの手法とそのアレン

ジをなされたものが登場してくるのではないだろうか。要は、ITの発達により、より JIT・
SCM性の増す効率良い物流が期待されるわけである。今後、ITの発達がどうなるかは判ら
ないが、現在までに、将来を含め多くの ITシステムによる対策事例を図表３－５－２５紹
介しておくので、ご参考願いたい。 
以上、JIT・SCMを中心に SLIM-Ⅱと名付けた情報管理システムの全容について最新の
取り組みを含めここに紹介した。後は、本書の順番としては、この種の内容、即ち、ハー

ド＋ソフト・ウエアを駆使したハート・ウエアの活動を待つ段階となる。 
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図表3-5-24　代表的なJIT型物流モデル３種

方
式
１ 顧客

ＪＩＴ配送

注文

トラック
カンバン

　方式

方
式
２

顧客

共同

配送
ｾﾝﾀｰ

注文

配送センター

　　方式

ＪＩＴ混載配送

顧客

廃車ｾﾝﾀｰ

トラック巡回
異業種共同

混載・配送
　　方式

注文

ＪＩＴ混載配送

：情報の流れ

方
式
３

 

 
図表３－５－２５ 物流システムを管理、補佐する代表的 IT対策の例 

No.  手法名         解      説 
１ ＥＤＩ 

(Electric Data 

Interchange) 

企業間の商取引を電子データを用いて行う交換方式。ビジネス文書

を IT上で処理可能なように形式を標準化、構造化して、企業間で
も迅速、かつ、正確にデータを交換する目的で作成された方式。 
①ビジネス文書の交換スピードアップ、②情報の授受する時の転記

ミス防止、③所要する端末の種類削減、④事務費の削減、⑤情報の

スピード化に伴う在庫の縮減効果が期待できる。 
２ ＪＡＮ 

(Japan Article 

Number) 

JISで規格化された共通商品バーコード。納入、出荷、在庫管理に
日常的、かつ、効果的に活用されている。①国コード、②標準メー

カーコード、③商品アイテム・コード、④チェック・デジットに分

けて標準化されている。 
３ ＩＴＦ 

(Interleaved  Two 

of  Five) 

JAN コードをベースにした標準物流シンボルのこと。入出荷時の
仕分け、棚卸しなどに利用する。 
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図表３－５－２５ 物流システムを管理、補佐する代表的 IT対策の例（つづき） 
No.  手法名         解      説 
４ ＰＯＳ 

(Point of Sales) 

バーコードやキーボード、パネル式インプットと、簡単な画面表示

などを中央端末との間で行う IT端末。①自動読みとりによる事務
簡素化、②リアルタイムな情報収集・交換、伝達、③商品の単品管

理、④顧客データと商品データの関連づけの目的で利用される端末

入力・表示装置 
５ ＥＯＳ 

(Electric Ordering 

System) 

1970 年にチェーンストアの各店舗から本部へ定番商品の補充発注
システムとして導入されたが、その後の進歩、普及、標準化で小売

店→卸売業→メーカーという物流経路を結ぶ企業間の受発注デー

タ交換システムとして利用されている。①スキャナーを用いて商品

と棚のバーコードを入力、②回線を通して発注先への送信を行う端

末、③商品の名称、価格などをバーコードとしてプリントアウトす

る。④電話回線とつなぎ、発注データを電送する機能を持つ。 
６ 物流ＶＡＮ 

(Value Added 

Network) 

付加価値情報網(VAN)を持つ専門の計算委託サービスを利用して
異機種コンピュータ間の情報授受を行う方式。業界や地域団体が仲

介・中心となる行うケースが多い。日曜雑貨業界の「プラネット」

静岡県の VAN「オリオン」、北海道の「ヘリオス」などが有名。 
７ ICタグ 超小型 ICチップを商品と共につけ、野菜などは産地と生産者の活

動や肥料、消毒剤の適用記録などをつけ、バーコードと同様な販売

管理おも含めて兼ねた情報媒体として利用するもの。 
８ リモートＩＤ バーコードに替わる情報とものの一体化認識手段として開発され

たもの。IC カードや ID タグに情報を持たせて、生産・物流の各
ポイントでアンテナからその情報を読み、進捗管理がなされると同

時に、作業指示が伝達される。データ・キャリアに検査情報の書き

込みがなされるなどの機能を持つ。最近注目をあびている物流セン

ターからデポにアンテナを設置し、トラックが携帯する IDデータ
を読みとることでトラックに行き先を指示したり、逆に、運行状況

を本部に連絡したりするような利用法も可能な機能を持つ。 
９ ＮＡＣＣＳ 

(Nippon Air Cargo 

Clearance System) 

航空貨物と海上貨物の輸出入にかかわる一連の通関手続きを迅速

かつ正確に処理する目的で作成されたもの。（例）①航空貨物につ

いての税関手続き、②着払い貨物の通関情報管理、③申告などの受

理・許可・承認の通知、④取引手数料などの請求書作成、⑤納税な

どの口座振替による関税など、多数の処理機能を目的に整備された

内容を持つ。 
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図表３－５－２５ 物流システムを管理、補佐する代表的 IT対策の例（つづき） 
 手法名         解      説 

10 システムＫＩＴ パソコンのネットワークにより全国的な求車、求貨システム、帰り

荷調達を運営して行くシステム 
11 ＭＡＣ(Multi 

Channel Access) 

移動体通信、車両間と固定事務所との交信を行う方式 

12 ＡＶＭ 移動体と情報システムを結合させ、交通渋滞や天候を加味した総合

的な物流管理を進めようという内容、内容が効果的なため普及が待

たれる状況にある内容。 
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第４章 ハート・ウエア対策と総合的生産性向上対策：

SLIM-Ⅲ 

SLIM－Ⅰで示した、ハード・ウエアで最適レイアウトの策定、次の SLIM－Ⅱで示した
ソフト・ウエアを中心とした管理のシステム化がなされると、また、自動車にたとえるな

らボデーと制御システムが搭載された自動車が出来上がり運転を待つだけの状況が準備さ

れると、いよいよ経営の目的に従って目的地に向かう活動が開始される。ここには人的な

活動と人づくりや技術の育成、更には、各種改善活動がここに上乗せされるわけであるが、

筆者は、この種の内容を本書ではハート・ウエア（心の面の対策）と名付けた。既に、こ

の種の内容の多くは先の章で盛り込みつつ本章に至ってきたが、まだ解説してこなかった

内容を中心にここに取り上げ、解説することにする。 
 

４－１，生産ライン垂直立ち上げ対策 
新レイアウトの詳細が決定し、いよいよ設備設置工事の前準備の段階に入ると、いかに

効率よく新レイアウトの工事を進めるかがテーマとなる。では、この対策手法を紹介する

ことにする。過去、この種の対策には、図表４－１－１に示す、ガント博士考案によるガ

ントチャートが使われてきた。 
 

図表4-1-1　ｶﾞﾝﾄ･ﾁｬｰﾄと、その適用上の問題点

（済）

(済）
　　　　　　　担当○○

　　　　　　　　　　担当□□

　　　　　　　　　　　　　～　　～

　　　　　　　　　　　　　　・・・　～　・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当△△

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　～　・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・

新製品の構想検討

市場調査

　　　　～

　　　　～

　　　　～

新製品立ち上げ計画

　　　　　　～

　　　　　　～

販売体制強化

　　　　・・・・・

　１

　２

　・

　・

　・

　N
　・

　・

　X

完了のﾌｫﾛｰ　　　　　　　　　　　　期　　　日　プロジェクト項目No.

①　仕事の関連がつかみにくい。

②　重点・クリティカルな日程がつかめない。

③　総合的に日程計算する方法がない。

④　日程短縮の際、余裕の存在と活用法が

　　　ｶﾞﾝﾄ・ﾁｬｰﾁでは表現しにくく、掴めない。

①仕事の項目と日程の関連が明確である。

②担当者の設定が容易、また、フォローが
　　しやすい。

③図の表現が簡単、教育しなくても、そのま
　ま活用できる。　

　　　　　　　　　欠　　　　　　点　　　　　　　ガント・チャートの利点
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簡単な新工場立ち上げや新製品立ち上げ計画はガントチャートの活用で全く問題はない。

だが、多少とも複雑な工事となると、錯綜する各種の関連が目で見てわかりにくくなるた

め、PERT手法（Program Evaluation and  Reviewed Technique ）の適用が必要になっ
てくる。PERT活用のニーズは NASAで故ケネディ大統領時代、命を受けた NASAのアポ
ロ計画で同種問題に苦慮する中から生まれた手法であり、以下の 3 つの問題の対策を図り
つつ創出した手法である。 
 （ⅰ）仕事の関連明確化 
    いつ、何を、誰が行なうか、他の仕事との関連（前後関係つながり等）を矢印と

○印という簡単な表現で明確化できる方法の具体化。 
 （ⅱ）重点管理 
    クリティカル・パスというスケジュール進行上ネックとなる仕事（パス）を明確

化して重点管理できる方法の具体化、同時に全体と個々の仕事のつながりが一見で

解る表現となる手法の開発。 
（ⅲ）総合的日程管理 
    計算式を用いることにより、仕事の日程、最早／最遅着手時期が定量的に判る方

式の具体化、又、要素毎の仕事の工数を入れると、仕事の負荷量も計算できる、こ

れを基に負荷バランス、日程上の検討等が定量的に可能である内容とすること。 
 以上、PERT はこの 3 つの問題の対策を図りつつ、計画づくりと事前検討段階に充分な
リスク対策を図るため開発された手法である。では、PERT 手法の要点と、新レイアウト
具体化時の活用について、モデル的な具体例を例示することにする。 
 
〔ＰＥＲＴ手法の記号と約束〕 
 （ⅰ）  ：（アクティビティ）：仕事を示す、矢印の長さは仕事の期間と考えてよい。 
 （ⅱ）  ：（ダミー） ： 仮の仕事という意味、仕事・期間は実際には無いが、仕事

のつながりを示すために使用する 
 （ⅲ） ○ ：（ノード） ： 節目という意味、仕事をつなぐ結合点であり、何月何日と

か何時何分という内容を示し、仕事の始めと終わりには必

ず発生する。 
 （ⅳ）禁止事項 1    ：2つの結合点に 2つの仕事を書いてはならない。 

 

 

Ｂ 
Ａ Ａ Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｄ Ｄ 
Ｅ 

（誤り） 

（正しい書き方） ① ③ ① ② 

② 

Ｅの様にダミーを使う 
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（ⅴ）禁止事項 2 ：ループ作業の禁止 

 

 

Ｂ Ｂ＋Ｃ＋Ｄ Ｅ
① Ｅ② （正しい書き方） ① ② 

 
 
 
〔ＰＥＲＴ手法による日程計算〕 
PERT手法の日程計算は次のようにして行なう。 
（ⅰ）最早結合点時刻＝max｛（1 つ前の結合点時刻）＋（該当する結合点に入ってくる数

（最大値）            ある各々の仕事の時間）｝ 
 

 
 
 
 （ⅱ）最遅結合点例=min｛（1つ後の結合点時刻）｝+（そのノードより出ている数件の 
                         仕事の各々の時間）｝ 

 

Ｄ Ｃ 

（誤り） 

③ 

Ａ Ａ 

Ｂ、Ｃ、Ｄは 1つの 
仕事として描く 

（例）
（4） 

（0） 

（10）

① 

②

③ 

結合点③の計算：（ ）は最早結合点 

イ．①→③のパス（0）＋8＝（8）日 

ロ．②→③のパス（4）＋6＝（10）日 

 の大きい方だから 10日が③に於ける最早結合点と

なる。 

４日 

８日 
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（例）

〔15〕
結合点③の計算例；〔 〕は最遅結合点 

イ．④→③のパス〔15〕－5日＝〔10〕日 

ロ．⑤→③のパス〔19〕－4日＝〔15〕日 

 の小さい方だから 10日が最遅結合点と 

なる。 

④ 

 
 
 
 
 
 （ⅲ）以上を求めクリティカル・パス（最早／最遅結合点に日程的余裕の無い仕事の流

れ）までを示すと次の様になる。 
 

 

 
 
〔レイアウト具体化に当たってのＰＥＲＴ手法運用上のポイント〕 
  実務的に PERT手法を使う際、特に注意すべき点を挙げると、次の 3点となる。 
 （ⅰ）まずマクロな PERT図を作成し（管理者向け）、その後、各部分に分け、詳細な実

務者向けの PERT 図を作成する。PERT 図は公示し、事前検討段階で問題をつめ
対策した後、修正し公表する。計画の全員への徹底と進捗のフォローに活用する。 
  また、情報は一元化しておくことが必要である。このため大きな用紙に PERT
図を描き、全員が見えるところに表示することをお奨めしたい。 

    〔注意点〕ＰＥＲＴ図は多数コピーしたりしない方が良い。コピーが必要な時は原本

より、必要な時、必要な部分だけコピーをとるようにする。廃却日を記入し、使用

④ 

⑥

③ ⑤

〔0〕 
（0） 

① 

7日 
9日 

6日 

5日 

3日 
4日 

4日 

8日 

② 

〔4〕 
（4） 

〔10〕
（10）

〔15〕
（15）

〔19〕 
（16）

〔22〕 
（22）

（ ）：最早結合点時刻 

〔 〕：最遅  〃 

 ⇒：クリティカル・パス 

 この仕事は 22日掛り終了することが 
計算される。 
 各パスに人・日等の工数を入れると、 
日程毎の仕事の負荷が算出される。 

5日 
⑥

③ ⑤

4日 

7日 
〔22〕

〔19〕
〔10〕
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する変化する状況を正しく示す紙は 1枚で良い。これは徹底することが必要である。 
 （ⅱ）工事計画の様な目に見えるハード的なものだけでなく、各部署への連絡やチェッ

ク内容や官庁への許可や届を行う、といったソフト（管理）的な項目も PERT 図
に加えることが大切である。 

 （ⅲ）PERT 図が完成し、活用に入ったら、赤：異常、黄色：注意、青：問題なく推進
中という表現で PERT図をフォローすることになるが、このような 3色でわけた
色カードを用いてリスク対策の状況や、異常があれば即座に対策する内容を PERT
図上に表示しながら活用することをお奨めしたい。目で見て進捗や問題の対策が

スムーズに進む手助けになるからである。このような様式を図表４－１－２に示

すことにする。また、一般的に活用する PERT 図を図表４－１－３に例示すこと
にするので参考にしていただきたい。なお、この種の対策を総合する形で新製品

立ち上げを目で見る管理で行う管理盤を活用して表示しながら全員参画のライン

立ち上げという内容で活用するケースが多い。そのような場合には、先に図表３

－４－１に示した『目で見る管理盤』に利用を御願いしたい。 
  
図表４－１－２ ＰＥＲＴと危険予測項目と対策表示の事例 

ｼｰﾄ No. 工程・設備名 NCマシン リーダー 中村 メンバー 山田 永田 外部Ａ社 

日 程       8/10             

 

 

 
仕 事 

 

 

 

                   

問

1.8/10～12は

 動力類使用

2.基礎工事と

るので安全

項  

部品手配 
総合 部品交換 電気､ガス停止 

 

設備解体 基礎工事 ﾃｽﾄ ﾃｽﾄ 

ﾗﾝ ﾗﾝ 確認 

最終 使用機器手配 

待ち 
 題 点 

全工場停電 

不可 

解体が上下で作

上注意 

・ 

・ 

目 

ｸ

出勤者ﾁｪｯｸ 
業す

内 

ﾘｰﾝ
小

部

安

っ

 容

up5S
事 前 検 討

改 善 案

型発電機を借りる 

品は連休までに作成

全ネットをクリーン

ておく 

・ 

・ 

実 施 項 目

 方 

配管  

設備解体 
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 事 項 

 

しておく 

山田

  

up 時に張 永田

 詳 細 

 法 担 当

電気配線ﾁｪｯｸ 
 

 

 

 

結  論 

担当で指示を行なう 

特に大きな問題はない 

×設備で使用しているもの

を外し、一時的に活用する 

・ 

・ 

期  限 チェック 



1.ベアリング手配 スラストベアリング 

Ａ社製 

 

納期 2 ヵ月なので早

目にＡ社へ手配 
 
永田 

7/中手配 

7/E再度ﾌｫﾛｰ 

8/3入庫ﾁｪｯｸ 

 
ＯＫ 

2.パイプ 1インチ 4m×2本 

継手 20個 

カッター準備、事前

に図面により切断 
永田 

7/E外注より 

  入荷 
 ＯＫ 

3.小型発電機 B社より借用する －  中村 7/E ＯＫ 

 

 

 

 

 

 
15.立ち上げ計画作  

  成 

 

 

 

 

 

 
大きなビラに表示部

分テストランを実施

すること 

 

 

 

 

 

 
同左 

 

 

 

 

 

 
 山田 

 

 

 

 

 

 

8/16 

 

 

 

 

 

 
ＯＫ 

：
：
：
： 

：
：
：
：
：
： 

：
：
：
：
：
： 

：
：
：
：
： 

：
：
：
：
：
： 

：
：
：
：
：
：
： 

以上、ハート・ウエア対策の初段の進める上で有効な補助的な道具を紹介した。PERT
は充分に事前検討された計画を基にラインを垂直に立ち上げるための手法である。従って、

ここでは全員参画、努力と貢献度がわかる内容の表現を目で見る管理と共に環境整備しな

がら活動することにより、当初の目的の実現を果たす活動が開始されることが要点となる。 
 

図表4-1-3　PERT+PPA日程管理表の様式例
　　　　　　　　　　PERT図　と　日程記入欄　　　項　　　目No.

パスNo.：
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名：

予想される問題：

予防策(担当、期限）
：

緊急時策(担当、期限）
：

パスNo.：
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名：

予想される問題：

予防策(担当、期限）
：

緊急時策(担当、期限）
：

パスNo.：
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名：

予想される問題：

予防策(担当、期限）
：

緊急時策(担当、期限）
：

パスNo.：
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名：

予想される問題：

予防策(担当、期限）
：

緊急時策(担当、期限）
：  
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４－２，目で見て判る全員参画改善運動の進め方 
 国の内外を問わず、優良メーカーが行ってきたマネジメント面の対策には全員参画の必

要性を強く示す例が多い。例えば、ヒューレート・パッカー社の社長だったデービット・

パッカード氏は「現在、ＨＰは世界 120ヶ国以上にある 650以上の向上とオフィスを管理
するには、実際に任務を持たせるレベルの要員、つまり、通常は組織の中で最下層の、最

も顧客に近い立場の要員に責任を持たせることである。」と言い、「そのためには、あらゆ

る階層で熱意を持てるようにすることであるが、特に管理職に就いている人は、自分が熱

心であるだけではなく、部下が熱心になるように工夫しなければならない。また、中途半

端な関心や努力は役に立たない。」と発言している。このための具体的手法は不明だが、こ

の取り組みで HP 社では『ある種の参画型管理』が生まれ、個人の自由やイニシアティブ
を支援しながら共通の目的やチームワークに重点が置かれた取り組みがなされてきた。 
その結果、多くの課題が自律的ともいうべき運営で進んでいったことが多くの著書に紹

介されている。この取り組みに、HP社では、目標管理による対策が図られたそうであるが、
軍隊のような統制管理ではなく、全体の目標が明確にトップから示された内容を、関係者

が理解し、合意の基で目標が展開され、各担当は、その領域において最適と思われる方法

で目的に向けて努力する自由が与えられた環境、すなわち、分権化の理念を貫く運営がな

されてきたことや、情報の共有化、コミュニケーションの円滑化などの事例が紹介されて

いる。業界は HP社の例をトップダウン＋ボトムアップの融合化のお手本としている。 
 つぎの第５章に紹介する GE 社の社長、ウエルチ氏の取り組みも、同種内容を伝えてい
る。すなわち、GE社を大変革する際に「会社が大きいかどうかは問題ではない。成否を左
右するのはビジョンをつくりあげそれを共有することである。」という内容である。GE ウ
エルチ氏は、大会社ながら、大きな変革に関係者を巻き込み変革への成功を実現させてい

ったことは産業界で有名な話である。 
 日本では日産自動車ゴーン社長の就任で起案したリバイバルプランとその実現の過程も

先の２つの事例と同じ要素を持つ。また、歴史的な取り組みにも、この種の活動に類似す

る例は多数ある。特に有名な事例を挙げると、上杉鷹山の活動がある。後述するが、鷹山

が米沢藩を大きく変革していった内容である。要は、目標を明確に示し、トップダウンと

ボトムアップ目標の関連を示した上で、自由闊達に関係者が目標達成に努力するという仕

組みを運営させたことがその要点となっている。筆者は、この種取り組みを“ハート・ウ

エア”と名付けているが、その具体論と共に、国内外を問わずこの種の内容はマネジメン

ト体系として目で見る管理でその体系を明示する必要がある。また、この内容は限られた

時間、人、資金という資源の中でアウトプットを大きく確実にすることや、変化対応が大

きく期待される産業界においては、成果達成のスピード性も問われる。では、どうするか、

ということになる。そこで、ここに、ＪＭＡで提唱され、歴史も実績も高い評価を得てき

た TP展開図の適用をお奨めしたいと考える。 
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もはや、ご存じの方々は新しい話ではないが、産業界では、TP展開図を「上から下まで
火の用心！」という問題を解消する方法として高い評価がなされて、多くの企業で活用さ

れてきた内容である。これに反し、時々ではあるが、ある企業では、総論賛成各論バラバ

ラ、ひどいケースでは、単にお題目だけをとなえ、何も行動しない活動がなされているケ

ースがある。トップ方針を全員が、一応は行動方針にはするが、ただそれだけであって、

具体的行動指針に移さないまま、また、いつ、誰が、何を、どのように進めるかを決めな

いで活動した例である。マネジメント・システムとしては最も悪い方針展開を示す例であ

る。このような対応で顧客志向の製品づくりや顧客対応生産は行えない。そこで、このよ

うな内容にならないためには、図表４－２－１に示した TP展開図を用い、次の手順で方針
と総合目標展開をすることをお勧めしたい。作成手順は以下の通りである。 
【手順１】目標設定：顧客志向の製品づくりをベースに、リードタイム短縮を狙いとし

た目標を設定する、同時に原価・品質対策の総合目標を設定し、

明示する。 

【手順２】目標展開：総合目標達成のため、各工程に目標を、まず、トップダウンによ

る展開をする。また、見直しをボトムアップ方式で行い、各工

程の課題、改善目標と整合させる。 

【手順３】施策ガイド：その後、施策の具体化を効率よく図るため、施策のガイドを右

側から提供し、目標達成と具体的施策と目標達成の関連を図上

でシミュレーションする。 
 

図表4-2-1　全員参画目標達成活動に活用する
ＴＰ展開図とは(基本形）

総合目標 （１）目標設定

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

（２）目標展開

（５）成果
　　の創出
　　と達成

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策

目標達成状況をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

施策

施策
施策

施策

施策

施策

　ＴＰ展開図と手順は上の図のようになる。手順１は総合目標設定、２は目標展開である。総合目標は各工程
に展開し、各工程の課題、個別目標と整合させる。その後、施策の具体化を効率よく図るため、３の施策のガイド
を提供し、個別目標と具体的施策の関連を図上でｭﾐﾚｰｼｮﾝする。この図表が完成した後は、４の具体的活動、
成果の集計、となり、これでＰ－Ｄ－Ｃの輪が完備されます。以上がＴＰ展開図の構成である。

Ｐ

Ｄ Ｃ
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【手順４】具体的活動：目標達成検討が終了した後は、具体的活動に入る。この対策

は通常、どこでも行っている、1件毎に具体策、スケジュール、
担当、・・・が記載された 5W1H 表に実施内容を書き、実行へ
移す。なお、このような手続きで、個々の対策が総合目標とど

のような関連を持つか、また、貢献値はどの程度あるか？とい

う内容も明確になる。 
【手順５】成果の集計：目標達成活動がスタートし、個々に成果創出がなされて行く

と、その内容は目標：達成の対比で確認しながら成果集計とな

り、これでＰ－Ｄ－Ｃの輪が完備される。以上がＴＰ展開図の

構成である。 

 
図表４－２－２に示す通り、この図表は国際的に有名な ISO9000シリーズに示された目

標展開~資源の有効活用を示唆するマネジメント体型と比較すると、同じ目的を狙いとした
内容を目で見てわかる形で示したものであることが判る。TP 展開図は JMA で研究された
マネジメント体系図である。また、多くの企業で適用がなされ多くの成果をあげてきた（TP
展開図は、既に ISO9000シリーズが出来る 15年も前から活用されてきた）。この種の内容
は BSC（Balance Score Card）を始め、多くの、有名な手法にも影響を与えてきたが、ビ
ジブルに目標展開と施策の融合化を一覧で示す内容を持つことが国際的にも高い評価を得

てきた。また、このような意味合いから、TP展開図はマネジメント・システムの基本形と
されてきた。 
 

 

図表4-2-2　ISO9000シリーズとTP展開図の比較

ISO9000:2000にみる品質目標達成内容

規定２．３　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛｰﾁ
a)　顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに,
　　期待を明確にする。
b)　品質目標方針及び品質目標を設定する。
c)　品質目標達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任明確にする。
d)　品質目標の達成に必要な資源を明確にし、提供する。
e)　各ﾌﾟﾛｾｽの有効性及び効率を判定するための指標を
　　適用する。
g)　不適合を予防し,その原因を除去するための手段を
　　決定する。
h)　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの｣継続的改善のためのﾌﾟﾛｾｽを
　　確立し、適用する。

現実的に品質改善
目標達成ステップ

JMA・TP展開図
用適リンク

　ISO は、全員参画による品質改善目標達成活動を
狙いとするが、この内容を資源の有効活用という
言い方（全員参画による品質改善活動）で示して
いる。この対策にＪＭＡで活用して来たTP展開図を
適用することには、その目的が全く同じ内容である
ことが判る｡

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策 施策

３０

３０

施策

４０

（５）実績（成果）の収集

目標値：１００

総合目標展開図
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 では、もう少し、具体的に目標展開~施策設定~活動・フォローの要点を解説することに
する。まず、総合目標の設定が出発点となるが、この内容はトップダウンで経営層が戦略

的に設定する目標値として掲げられる（手順１）。この総合目標が設定されると、次に、目

標展開となる。この要点を図表４－２－３に示したが、目標は下部に展開され、各部門や

プロセスに数値目標として展開され、その目標値達成のためにはどのような具体的な課題

の対策を図れば目標達成となるかという検討がなされる。このような検討過程をトップダ

ウン目標展開というが、必ずしも、総合目標を下位に展開（目標の割付）しただけで達成

可能な目標が個々の職場やプロセスに展開されるわけではない。ある部門やプロセスでは

達成が難しいものや容易に達成できる内容が含まれる。そこで、トップダウンの目標展開

に逆流する形で、今度は下から上へ目標値を積み上げて行き総合目標への達成度を評価す

る。実際には、このような手続きは数回行われ、企業として実施可能な目標としてオース

ライズすることになる。要は、数回のやりとりで、総合目標達成の構成と各部署・プロセ

スの課題と目標値を整合させるわけである。また、このようなやりとりで関係者合意の基

で総論－中論－各論のストーリー化が図られることにつながる。 
 

図表4-2-3　目標展開図の要点

（１）目標設定

【手順２】　目標の展開

トップダウン要請

１、トップダウン目標を
　　各プロセスの状況を
　　見て、一端展開する。

相互調整を図るボトムアップ提案

２、各工程毎の課題を
　　あげ、対策を予測
　　した上で目標値を
　　見積もる。

　手順１は総合目標の設定である。納期短縮の場合、受注~生産~物流~販売~入金まで、一連のリードタイムと
その低減目標を設定する。　
手順２は手順１で定められた総合目標の展開である。まずトップダウン要請という形で、目標を下位展開する。
大切な点は、各部門に一度展開した目標を、各プロセスや設備、部品などが持つ課題を解決した時の見積もり
を下位に当たる各担当毎で検討願った後、上位に積み上げ、総合目標との整合を図る点にある。この処置により、
下位の目標を受け持つ関係者には、トップが定めた目標に対する課題と貢献度までが明確になる。

 
 
 このように目標展開がなされると、各部門やプロセスに展開された目標値とそこに位置

する課題の消化が次のテーマとなる。このような検討過程を図表４－２－４に示すことに

する。各部署やプロセスの課題対策には、その内容を施策として分解､設定したものを早急、

かつ、効果的に対策する手段の提供が必要になる。そこで、この手段の提供を横軸に定め

た施策ガイドを用いて行う。具体的には、横軸に位置する個別目標展開に対して縦軸に位
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置づけさせ、個別目標と施策をマトリックス化させる。このマトリックスの利用方法を解

説すると次のようになる。即ち、横軸を通して各個別目標と課題を見れば、横軸の課題に

対し、対象はことなるが同じ問題解決手法の適用を図る検討が進む。また、手法側から見

て、新たな課題を抽出したり、既に定めた手法の見直しを行い、よりスピード性高い問題

解決手法を選択する可能性が高まる。このようにして横軸の課題と改善目標の達成をシュ

ミレーションするわけであるが、もし、ここで横軸に定めたある個別目標が､たとえば 100
という値を持っていた場合、縦軸に下がりつつ、横目に問題解決手段を見つけながら目標

を達成するまで施策抽出に努力する。図表４－２－４の右端の課題と目標値はそのような

イメージ、即ち、各施策ガイドで得た施策と達成目標を個々に明示した結果、100という目
標値を達成する施策抽出がなされた例を示したものである。 
 

図表4-2-4　総合・個別目標展開図~施策抽出課程

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

課題と目標値例：１００

４０

　

　手順３は目標が展開された内容を具体的活動につなげるための手続きである。各工程や製品毎の目標に対し，具体
的な、問題解決手法を選定し、具体的施策を設定する。この処置は各施策をｽﾋﾟｰﾃﾞｨ、かつ，効率よく対策する検討
を狙いとしたものである。目標値への充当度合いは図表の右端の欄のように行う。仮に目標値が１００とすると，改善
手法を割り付け、１００を越えるまで対策と手法を創案する。この手続きにより、施策という具体策がＴＰ展開図に割り
付けられる。

 
 
 このような手続きを経てＴＰ展開図というマトリックス上に実施可能な施策が置かれる

が、この内容は総合目標を達成するアイデアや施策を挙げ、総合目標を達成するまで、対

策案の検討、シミュレーションを行うことを意味する。 
では、ＴＰ展開図作成上の特徴と注意点を図表４－２－５に示すことにする。特徴は総

論－中論－各論が相互に矛盾することなく一元化された図表として描ける点や、部門間を

超えた課題と目標値達成の検討ができること、また、この図表を利用した番地管理方式を

併用することで、各施策が、適正な番地に登録され、管理可能な環境を具体化させること

になる。なお、注意点だが、このマトリックスには検討当初から目標達成が確実に期待出

来るテーマ（固いテーマ）ばかりではない。時には、おおよその予想はつくが実施してみ
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ないと確実な成果を約束できないものもある（柔らかいテーマ）。だが、この種の内容は各

施策が具体化する程度に応じて色分けすればよい。また、ある部署やプロセスではマイナ

ス影響が出るが、全体としてはプラスがあり、総合的にはプラスになるので実施に向ける

という対象が発生することがある。このような内容も、この図に記号や矢線などで表現す

れば図表上に表示することができる。更に、全体を見て経営的な重点部は、そのウエイト

に従って◎○△や○の大きさで差をつければ、重点区分も一覧化された図表の上に表現可

能である。以上のような解析で、人、時間、技術や資金を配分しながら全体と個々の目標

達成を検討、管理することができる。 
 

図表4-2-5　施策ガイドの提示→個別施策の設定の要点

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

品質目標
達成検討
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

品
質
目
標
展
開
図

　
　
　
　
　

が
持
つ
特
徴

１、目標達成と具体的活動の関連が一覧化可能（総→中→各論の一連化）　　

２、各テーマと、総合目標の関連、貢献度が数値で判り、重点指向で策の管理ができる。
　　目標には成果創出が確実（硬い目標）と、　問題は判っ　ているが、適用する手法や
　　効果に確実性が約束できないもの（柔らかい目標）の区分も色別表示で明示できる。

３、部門間を超えたテーマの検討が可能である。

４、○で示した個所を用いて、達成：青色、検討中：黄色、遅れ：赤色を用いて
　　目で見る管理と共に、テーマの進捗管理が可能である。

　手順３における管理の特徴、５つ、を示すことにする。特記すべきことは、多くの資料を使わず、ﾜﾝ･ﾍﾟｰﾊﾟｰで
品質改善を行う前の検討と、進捗管理までが実施可能な点である。

課題と目標値例：１００

改善は顧客と
企業の宝
です！

 
 
 このようにして設定された内容は、作成されると実行段階に入る。このためには個々の

施策は５Ｗ１Ｈに代表される詳細な様式に各施策をテーマ登録の形で番地を定め登録する

ことが必要になる。だが、一般に TP展開図上の各番地に一つのマトリックス・ゾーンは個々
１件の施策だけが登録されるケースは少ない。だが、この種の同番地だが異なる施策も、

マトリックスに枝番をつけて管理すれば簡単に登録～進捗管理できる。このようなイメー

ジを図表４－２－６に示すことにするので参考にしていただきたい。 
このような図表が出来上がると、マネジメントを行う上で多くの有用な点が整う。例え

ば、トップからは重点部と全体と個々のつながりがわかる。また、部下から見ると、自分

が担当するテーマが、たとえ１件毎の改善テーマは小さくとも、総合目標にどのように貢

献するかが数値でつかめる。類似の手法に方針管理という手法がある。過去多くの企業で

活用されてきた手法である。だが、過去、方針管理は、ここに示した要件までは網羅でき
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ないので適用上の悩みとしてきた企業が多かった。しかし、ＴＰ展開図はその種の問題も

解決している。この種の問題をかかえる企業の方々に対しては。図表４－２－７に比較示

したので参考にしていただきたい。方針管理とＴＰ展開図の比較はともかく、ここでは、

全員参画で顧客志向の立場に立ち、経営直結型、課題解決を図りつつ目標達成を果たして

行こうという具体的方法論について TP展開図を用いて示した。 
以上、ハート・ウエアを具体化するひとつの手段として、ここにはＴＰ展開図の最も基

本的な方式を例示した。この図表は１年なり半期なり期間を限って活動を進める内容であ

る。従って、個々の取り組みは継続的改善という名で示される中期経営計画のワン・ステ

ップを示すに過ぎない。そこで、図表４－２－８に中期経営計画と各期に活動する TP展開
図の関連をイメージとして図化して示すことにする。TP展開図の内容は、未来から現在を
引っ張る、一流企業をベンチマークして現状のレベルアップに努力する。更には、理想－

現実＝改善・改革ギャップととらえるべきである。このように図化すると、未来の夢や目

標達成に階段を設けて、作成、活用する図表が TP展開図である。皆様には、TP展開図を
基本に、是非、従業員の方々の努力や貢献度が目で見て判る形でその内容を示すマネジメ

ントの展開と、ひとり一人の努力をムダにさせないマネジメント活動の展開を是非お願い

したい。 
 

図表4-2-6　ＴＰ展開図と個別施策の実施

課題と目標値例：１００

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド
　↓
施策
　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

予防・是正対策の実行の例

問題（1問題→1原因→1対策検討）
解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

問題（1問題→1原因→1対策検討）
解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

問題（1問題→1原因→1対策検討）
解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

　各種施策は５Ｗ１Ｈ方式で、テーマ、問題解決手段、
担当、期限、・・・を決め実施へ移す。また、各施策は
ＴＰ展開図というマトリックス上に番地登録し、ＩＴなどを
活用した管理と共に実施内容と進捗をフォローする。

基本形（５Ｗ１Ｈ表）
何を、いつまでに、どこで
誰が、どのような方法で
・・・・・
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図表4-2-7　方針管理とＴＰ展開図の比較

方針管理 ＴＰ展開図

貢献度 全社的には計算しない 数値で示し評価する

目標と
手段の
　関連

目標と手段は一体の内容、従って、
手段（策）をまず、担当部門長が考
える。問題対策手法の適用効果を
算定して，目標値を決めるが、実力
に応じてそれを行う。

目標展開はトップ方針として行う。
ここに手法の検討は入れない。
目標展開後、ｽﾀｯﾌやﾎﾞﾄﾑｱｯﾌﾟで
最適手法の探求・選択を行う。
（トップはWhatとWhyの明示のみ）

方式

手法１

手法２

手法３

手法４
改善目標

部門長に目標は一任した展開全体と
個々のテーマの調整は部門内に限る

全社で総合的，部門間を超えて目標を展開

総合目標

TPﾏﾄﾘｯｸｽ
手法１

手法２

手法３

手法４

・

目標展開

 
 

図表4-2-8　ＴＰ展開図活用と、その位置づけ

世界一流
の

品質追求

第３期

第２期

中期品質
革新計画

　ＴＰ展開図は毎期･毎年というように、期間を定め、目標を決め改善を進める総合目標達成・改善活動図である。
この図表を用いて継続的改善を進めるためには、中期の技術革新計画，更には、世界一流の品質目標を狙いと
した目標設定を行い品質と改善ﾚﾍﾞﾙ向上を図ることが大切である。また、時に、その適用に当たっては、各種、
未来の目標から現在の改善を引っ張る、という考え方で利用すると共に、毎期の総合目標達成活動はそのための
一里塚という位置づけにすることが大切である。

第１期
PDQC図を
用いた対策
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４－３，第一線管理者の強化 
 トップダウンとボトムアップの融合がうまく行く企業は経営目標の達成効率が極めて高

いことが知られている。この重要なキーパーソンは現場の第一線経営者といわれる管理・

監督者である。では、その活動のあり方とハート・ウエアの関係について解説することに

する。現場管理のあり方に関しては多くの書があるが、ここでは、本書の内容に限り、必

要、かつ重要な点にテーマをしぼり、その対策とあり方について解説することにする。 
 
（１） 現場管理監督者のあり方と実力発揮の差異 
 現場管理者の責務と能力に関する内容をビジネス書から取ると、①責任を果たす（責任

から免れない）。②部下育成、③P-D-C管理を通して目標達成とレベル向上を実現すること
を条件に、①QCDSM（品質、コスト、納期、安全、関係者の士気高揚）、②率先垂範、③
事実に基づく意志決定を時間活用術と共に駆使すべき内容と手段が述べられ、そのマネジ

メントの要点は万国共通である。要は、このことが現場で実行できるマネジャーをいかに

育てるかが企業の重要テーマとなる。また、現場管理者に求める要件と自律的に対策する

ニーズは時代と共に増加傾向にある。このため、過去、「新時代の到来に必要な現場管理者

の姿」、ということで、21世紀に入る前、「21世紀型フォアマン」という課題を設け、JMA
でこの問題に関心の高い企業の方々による委員会を編成し、この問題を討論したことがあ

ったが、その要点は図表４－３－１に示す通りとなった。この分析を見て判ることだが、

新時代の現場管理者はフラット組織や小社化という現場管理方式が進む中で、高い能力と

判断力を持った現場管理者が自律的に多くの課題をこなすことが要求され、管理工数が増

大する状況である。だが、これに対し、ITが管理業務を助ける大きな役割を果たしている。
例えば、最近は ITの進展もあって外食産業のハンバーガーのマクドナルド、牛丼の吉野屋、
コンビニのセブンイレブンなどは、５店舗に１店主といった状況で食品の品質、売り上げ、

仕入れ~従業員の教育・管理を行っている例がある。確かに、バックヤードで IT やスタッ
フの支援があっての現場管理者の活動だが、ここでは多くの権限を任され自主・自律的に

多くの活動がなされている。このような内容も図表４－３－１の右端の欄に、２１世紀到

来を予測する形で、既に記載されている。このように、過去、現場管理のあり方を予測し

たが、現在、その内容はほぼ予想通りとなっている。では、製造現場で直接現場管理を行

うフォアマンと呼ばれる現場管理者のあり方について､具体的にどのような内容が必要に

なるのであろうか？では、以下、この課題を中心に解説を進めることにする。 
 この種の問題と対策に当たって、その後、筆者達は、JMA で 2001 年、ＴＭ(Team 
Management 研究会)で検討を進めた。ここでは多くの内容を検討したが、その中で各社に
現場管理者の活動の差異についてアンケートを行った。図表４－３－２がその内容を表す

内容であり（23社、300余名の部課長の方々からアンケートをいただいた結果であり）、そ
の結果を図表４－３－３に示すことにする。 
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図表４－３－１ 第一線監督者の役割の変化 
（1999年ＪＭＡ・第一線監督者育成プログラム企画委員会資料より） 

  将来（予測を含めて）  項  目   過 去  現  在 
 企業として実施要件 第一線監督者の役割 

生産管理 

顧客の受注を受けて

から、生産指示､ﾌｫﾛｰ

迄の内容を示す（工程

管理、日程管理を含

む） 

・与えられた生産指示

内容を達成すれば

充分 

・単一職場の管理を重

視した体制 

・与えられた範囲でフ

ル生産すれば効率

向上になる。 

・顧客の状況、量の変

化を見たフレキシ

ブル生産対応 

・前/後工程を考慮に

入れた生産変化へ

の対応 

・仕掛かり、つくり過

ぎのムダ極小化に

よる生産対応 

・実需を正確にとらえ

た生産計画展開 

・リードタイム短縮施

策の展開 

・情報一元化､ネット

ワーク化による変

種・変量即応体制の

確立 

・自主管理、自律的生

産管理権限を与え

られ､現場でスーパ

ーバイズする 

・顧客の動きを見た、

各種リスク対策の

実施 

・領域を越えた工程、

職場間調整と共に

目標設定内容の完

遂を図る対応 

生産活動・工数管理 

生産現場において、最

高効率を生む対策。

人、物、設備管理 

・ムダ排除を中心とす

る生産性向上努力 

・標準時間、稼働率の

達成率向上対策 

・単能化スキル精鋭化 

・単一モジュール工

程、ライン効率向上 

・省力・自動化、不良

対策を含め、課題課

題達成型の改善活

動 

・変化対応に応じ人的

稼働、ラインストッ

プを実施し、必要工

数をムダなく使う

受注対応 

・変化対応に伴う製品

別生産量の調整、プ

ロジェクトチーム

式生産対応 

・多能化対策 

・必要量に応じた人員

配置とコストター

ゲット設定（モジュ

ール経営システム、

小社化、フラット化

対策） 

 

・コストミニマム、必

要・最適人員を用い

た変化対応型生産

方式 

・固定→フレキシブル

に陣容が変化する

中での最高効率の

編成を行う管理 

・アウトソーシング、

外国人の早期育成、

効率生産対応への

具体的活動 

人事管理 

教育・育成と共に人事

考課を図り人的パワ

ーをフル活用しつつ

レベル向上を図る 

・家父長的個人管理 

・年功序列型 

・一般的レベル向上対

策として単能工・プ

ロ教育に集中 

・実力主義による個人

の育成、登録、活用

方法具体化 

・多能化スキル一流化 

・組織として与えられ

た人々の能力向上

管理 

・スキル登録管理とそ

の活用システムの

準備 

・アウトソーシングを

含めたプロの活用

と管理 

・匠技術の保護育成施

策の具体化 

・個を重んじプロ化編

成~活用がスムーズ

に行える対応力を

身につける 

・戦略的に人材育成計

画をつくり、将来に

備える活動具体化 
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図表４－３－１ 第一線監督者の役割の変化（つづき） 
  将来（予測を含めて）  項  目   過 去  現  在 

 企業として実施要件 第一線監督者の役割 

製品・品質・設備管

理・改善  

製品の要素である設

備有効活用と変化対

応への準備、受注に対

し不良をつくらない

対応と技術管理 

・死亡診断書を用いた

事後問題解析によ

る不良対策 

・小集団活動による改

善とＴＱＣ意識高

揚対策 

・５ＳやＴＰＭによる

鼓動率向上対策 

・発生時点問題対策 

（３現主義の具体化） 

・ポカヨケなどの推進 

・フレキシブル生産対

応と可働率達成活

動 

・自動化の推進と共に

フレキシブル生産

対応 

・ＤＲ，デザイン・イ

ン・システムによる

事前問題対策文化

づくり 

・先を見た技術育成課

題の明確化と体制

づくり 

・デザイン・インへの

参画能力向上 

・キー技能を押さえ、

吸収し、品質向上、

設備で品質を造り

込むという改善活

動の推進 

・３~５年後の革新企

画をつくり人・物・

設備のレベルアッ

プを図る対応 

新製品立ち上げ対応 

短い製品ライフサイ

クルに対応した生産

対応 

・スタッフ中心の新製

品立ち上げプログ

ラム 

・立ち上げ発生と共に

起こった都度問題

の対策を図る対応 

・短い製品ライフサイ

クルに対応し、人・

物・設備をフレキシ

ブルに変化させ、対

応する体制の運用 

・事前問題検討プロジ

ェクトへの現場参画 

・変化対応に応じたス

キル登録・育成制度

の確立 

・アウトソーシングの

スキル登録~活用シ

ステム化 

・科学的手法活用によ

る立ち上げのスピ

ード化対策 

・同上 

・課題の事前予知、企

画提案~推進体制づ

くり 

・早期新人育成手法の

確立と活用 

外工施策 

工程内外注、工程の一

部外注化などの活用

レベル 

・能力オーバー分丸投

げ外注 

・人件費低減のための

外注化 

・親方育成による外注

管理 

・フリーターを活用し

たフレキシブル生

産対応 

・標準時間活用による

請負生産対応 

・アウトソーシングの

スキル登録、契約、

スキル登録による、

プロネットワーク

づくり 

・キー技術の把握管理 

・場内・外、関係なく

人材を有効活用す

る体制づくり 

・個人的アウトプット

評価と生産への対応

編成具体化をフレキ

シブルに行える能力

の向上 

ＩＴ活用 

顧客、変化する情報の

提供、活用 

・中央統轄ピラミッ

ド・システムによる

対応 

・手書きグラフによる

生産達成管理 

・ＩＴ化に合わせたＰ

－Ｄ－Ｃ管理 

・ＩＴ化に伴う管理改

善活動への参画 

・マイ・システム対応 

・各種活動の定量評価

管理システム運用 

・簡易ソフトを自由に

活用・ネットワーク 

・自主､自律。自由に

ＩＴを駆使した現

場管理活動 

・アラームシステム活

用と問題予防対策 
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図表4-3-2　ＴＭ研究会によるアンケート調査と
　　　現場管理者に望まれる姿

2001年9月実施22社、300名の中間管理職の方々のご回答内容を
　TM研究会で検討した結果
１、秋田日本電気㈱　総務部様　　　２、鹿島北共同発電㈱　動力グループ様　３、富士ゼロックス㈱　経営品質推進部様　
４、㈱ＮＥＣライベック　総務部様　５、日本信号㈱　久喜事業所様　６、鈴鹿富士　ゼロックス㈱様　７、エナジーサポート㈱様
８、ＦＡＳＬ：富士通ｴｲ･ｴﾑ･ﾃﾞｨ・ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀ㈱様　９、日立電子サービス㈱　ＭＩ推進センター様　１０、ＮＥＣ　エンジニアリング㈱様
１１、㈱沖サプライセンタ様　１２、㈱ケーヒン様　１３、ニチアス㈱様　１４、甲府日本電気㈱様　１５、ライオン㈱様　
１６、ＮＥＣ　フィールディング様　１７、日立国際電気㈱様　１８、旭化成ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ㈱　延岡製造所様
１９、㈱日立ｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑｽﾞ　総務部様　２０、キヤノン㈱様　２１、東北パイオニア㈱様　２２、㈱ＮＴＴドコモＤＩＧ推進室様

望まれる姿 経営トップ

従業員

ラインマネジャー

部下を束ね
統制指揮

経営トップ

従業員

ラインマネジャー

ピラミッド組織　→　ﾌﾗｯﾄ組織

①　変化対応形
②　自律形
③　アウトプットの

　　確実性を高める　　　

中間管理職

中間管理職

 
 

図表4-3-3　現場管理者の活動差異による成果の差異　

６：４
予算達成度

３．５：６．５

トラブル発生の程度

７：３

部下育成への
投入工数

見解：感性的な表示であるが、部下
　　　育成に熱心な中間管理者と
　　　熱心でない中間管理者の
　　　活動／成果やﾄﾗﾌﾞﾙの差異は
　　　右図のような内容になる。
　　　戦略的に部下育成と成果創出
　　　を図ることが、中間管理者に
　　　は求められる。　

見解：感性的な表示であるが、部下
　　　育成に熱心な中間管理者と
　　　熱心でない中間管理者の
　　　活動／成果やﾄﾗﾌﾞﾙの差異は
　　　右図のような内容になる。
　　　戦略的に部下育成と成果創出
　　　を図ることが、中間管理者に
　　　は求められる。　

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ方式

ﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
活動

個 人 の
　改善

＋α

TM研究会報告　「チームマネジメントの進め方」㈱恵造社販売中（FAX(03)3260ｰ4862）  
 
 現場管理者のあり方は、上の２つの図表に示す通り、アンケートの結果はピラミッド組

織体制からフラット組織を求める内容と、現場管理者のあり方を示すものであった。また、

部下育成を中心に、現場管理者の活動により、現場のトラブル発生度や予算達成状況が大

きく異なるという内容が明確に示された点であった。この図表を見ると、現場管理者の活
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動は大きく現場のアウトプット創出を左右する結果となっている。即ち、このアンケート

が示す内容は、①自分の能力が高いということで現場を取り仕切る現場管理者と、②部下

育成と共に現場の持てる力を引き出す努力を図った現場管理者の活動の差異を示す内容だ

が、その差は歴然としている。どのように優秀な現場管理者でも、一人でカバーする範囲

と能力や時間には限りがあることを示しているからである。すなわち、部下育成を図り、

部下に力を発揮してもらった上司の方が、一人で頑張る上司よりトラブルは少なく、予算

達成度が高いからである。この内容から、部下育成と権限委譲の大切さが判る。一般に、

現場管理者はトップ方針を自分の職場に合わせて具体化させるという役割を持つ。このた

めには、自職場に合わせミッション・ステートメントを独自に作成し、徹底する必要があ

る。自分が管理する職場を小さい会社と考えて経営の一切を切り回すことが現場管理者の

責務となっているからである。そこで、このような役割に関するイメージを図表４－３－

４に示すことにする。 
 

図表4-3-4　組織運営と現場管理者のあり方

トップダウン

ボトムアップ

融合

活

動
の
評
価

現場管理者
は上下を結び
活動を円滑に
進める

キーパーソン

CS:顧客志向

企業内
　活動

率先
　垂範

調和と
　人格

個
人
の
価
値

管理者と

して持つべき
一般常識

 

 
 かつて、このように自主的に活動する現場管理者の将来像を JMAではＦ計画という名で
産業界に提唱したことがあった。1975年、JMA十時会長による提言がその内容である。だ
が、この内容は時代の先取りだったため、当時は概念としてこの内容が産業界に取り上げ

られただけに終わった。その理由は、この時代が、まだ小集団活動が全盛だったからであ

る。この時代は、「ボトムアップで会合を繰り返せば打ち出の小槌のように改善策が現場か

ら出てくる。このような自主活動こそ現場力である。」という風潮と、TWIという型にはま
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った現場管理手法を学べば、上司の命令が下に伝わり、現場管理がスムーズに進むという

考え方が主流だった。それら小集団活動の成果が裏側では現場管理者の支援や工場スタッ

フの指導が大きく効いていたのだが、多くの方々は､既にこのような実態を知りながら世の

中はこの２つの手法にフィーバーしていた。このような時にＦ計画の提唱がなされたので、

当時の環境では具体的方法論や能力開発面でまだ条件不足という状態だった。そのため､当

時、F計画は考え方が理解されただけで具体的展開には至らなかった。その後、時代は進ん
だ、なお、Ｆ計画自体は図表４－３－５に示すように米国の西部劇、カーボーイの牧童頭

になぞった内容だったが、この内容は、現在、多くの企業が探求する第一線監督者の姿を

明確に示す内容となってきた。 
 

 

図表4-3-5　JMA　フォアマン計画の概要

牧童頭から部下の雇用、
牛を運ぶ経路、途中でかかる
費用、・・・・・全権を任されて
田舎から商業地へ牛を運び
販売してくる。

フォアマン＝第一線の経営者

①　変化対応形
②　自律形
③　アウトプットの

　　確実性を高める　　　

経営トップ＝牧場主

従業員

ラインマネジャー

中間管理職

牧童頭 権限委譲

 

 
 当時フォアマンの代表選手はローハイドの名で知られた西部劇の牧童頭フェーバーさん

であった。十時会長もフェーバーさんの話を出し、「牧童主という牧場を持つマネジャー、

会社のトップの命を受け、西部に牛を運び、販売することを依頼する牧童頭にフェーバー

氏のような現場管理者を探す。フェーバー氏と契約が成り立つと、フェーバー氏の活動が

開始される。彼の権限は人を自由に雇う以外に、盗賊がいる、現地民がいる土地の真ん中

を進むこともあれば、水のすくない荒れ地を通るコースを彼が自分の意志で選択する。ま

た、牛が病気にならないよう、またやせないように管理する。・・・牛を売った時に得る利

益金額を決めての活動だが、雇う人の給与や食料調達、牛を売る売り先と値段も自由にフ

ェーバー氏に任せる。」という話をされた。牧童主が牧童頭に全ての権限を委譲していた方
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式が、いわゆる自主・自律現場マネジャーであり、この管理方式が現在のフラット組織で

求められている現場監督者の姿なのである。このように、フェーバー氏にみる姿、権限の

委譲と共に、信頼に足る変化対応型の現場管理者こそが新時代に求められる管理者の姿で

あるが、21世紀の今、その内容を実現させる条件と必要が高まってきた。 
 概念的にはフォアマンの内容が理解できるが、では、どのような能力がこのような方々

に要求されるのであろうか？その後、JMAではこの面の研究が進められ、６大能力という
ことで国際的に現場管理するキーパーソンの能力評価と育成へのチェックポイントがまと

められた。なお、６大能力は最大 20点で表現力、聴取力、説得力、管理力、改善力、企画
力の増強を図る方式であり、図表４－３－６に示すようなレーダーチャートで実態把握～

個人の特質に合わせ、実際に現場で発生する問題や課題を中心にケーススタディを用い能

力開発図る方式である。現在、この内容は多くの場で活用されている状況である。 

図表4-3-6　現場管理者に必要な“6大能力”

0

5

10

15

20
①表現力

②傾聴力

③説得力

④管理力

⑤改善力

⑥企画力

過去

現在

将来

仕事のプロとして、将来を見つめ
部下を育て、成果を出して成功
体験を通した人、夢づくりに努力！

国際レベルで
自己評価～育成

国際レベルで
自己評価～育成

５

小さなアイデアの積み重ねが大きな成果につながる・・・・・・・４

アイデア貯金箱と共に、自分はメモを持ち歩き、少しでも役に立つ案がある

とメモをとることを行っている。

３

改善とは忙しい時ほど種が探し易い、また、生産低下やヒマなときこそ蓄え

たアイデア実施の時期と考え、種探しや実施に努力している。

２

改善の必要性を持ち、忙しい中でも時間をつくり、改善のための種探しや

改善の時間をひねり出す努力を払っている。

１

評価　　　　　　　　評価・育成項目（チェ ックポイント）No.

例：改善力自己評価表　評価は　大変良い◎：2点～努力を要す△：０点

国際的な力量の
高いフォアマン
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図表4-3-7　Ａ社　生産現場監督者が６大能力を
　　　　　　駆使して解決へ向ける課題の例

0 10 20 30 40

リーダーシップ

部下育成（含む多能化）

マネジメント力向上

目標管理・達成

上司の希望

1
2
2

5
6
7
7
8
10
10
11

0 5 10 15

モラルアップ

協力会社・他部門との連携

コミュニケーション

技術伝承

不具合・不良対策

情報システム改善

生産性向上・ムダ排除

５Ｓ・設備メンテ

変種・変量対応

業務見直し・改善

部下育成・多能化

出席者のテーマ

　ある装置産業の例、研修前にニーズ把握、テーマ設定を願い研修に参加、
数種能力開発プログラムをケーススタディ（演習）方式で消化願った後で、
各人が具体的テーマを定めて、企画書を作成、相互発表の後、持ち帰り
実施し、その内容をフォローする方式で研修を運営している。

 

ここで、６大能力の詳細まではここに記載するスペースがないが、筆者が教えているある

企業では、図表４－３－７のような経営ニーズを上層部からいただき、それに応える形で

６大能力の活用と向上対策を図る対策を図ってきた。 
 
（２） 目標管理とコーチング技術 
 「一人では何もできない、だが、ひとりが開始しなければ何も起きない。」という現場管

理者に与える名言がある。現場管理者がフォアマンとして６大能力を発揮させ、率先垂範

の名のもと、具体的アウトプットをつくりつつ、あるべき現場の追求、夢づくりを進める

内容を示唆する言葉である。また、部下と共に創造的な現場実現を促す言葉だが、この言

葉を代表する内容がコーチング技術である。コーチングという言葉は営業関係者で使われ

始めたが、今や、あらゆる分野で活用がなされている、特に、自主性の高い方々の能力開

発を“気づき”と呼ばれる特質を利用して能力と行動力を引き出す技術である。なお、こ

の手法の根幹は、従来のカウンセリングという聴取力を利用したものであり、本人の持つ

仕事観や能力引き出しの効率を高めようとして改良された内容に新たな名前をつけたもの

である。だが、活用目的が従来の部下説得法とは多少異なる。そこで、この違いを図表４

－３－８に示すことにする。また利用目的は「企業におけるモノづくりの基盤となる人物

像を具体化する。」であり、その要点は次のようになる。 
① 目標管理面：人生観＝職業観の一体化と共に、自己育成面で気づきを図る。 
② 自分で提案～実施した成功体験を基に、感激が次のチャレンジにつながる。 
   このための援助をコーチが行う。 
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③ 部下育成面：コーチングにより、企業革新のイニシャル・リーダーを育て、皆の      
お手本になってもらう。 

 

図表4-3-8　製造現場、人材育成のためのコーチング技術
定義：「対象者のパフォーマンス向上を目的とした上司の支援活動」この対策により

　　　　受けた方が自分の可能性を追求し、創造的、また、確実なアウトプット創出に
　　　　つながる可能性を高める。コーチングはこのために必要なコミュニケーションと
　　　　支援スキルである。

自主的に何をやるべきかの発掘・整理と
納得

教えたことの理解と、今後の行動への
約束

　評　価

本人は問題も解き方も知っている。問題
意識も高いが、解決方法を整理していな
いで混乱している、という立場で対策を援
助する対策のお手伝いをする。

　やるべきことが出来てない、問題や
解決方法が理解不足なので教える、と
いう立場で対話に入る例が多い。

相手の理解

目標や課題達成のパートナー上司と部下の関連　立　場

質問により、本音、考え、アイデアを引き
出し、目標達成への自主性を強化する。

　指示、答えを与え、指導者と同じスタ
ンスになっていただくこと

　行動骨子

　問題や課題解決の意義、目的、背景や
目標は既知の環境下で、本人の特質を重
んじた環境をつくり、自主的に実施内容を
発案、行動へつながる内容を援助、支援
するための対話

　会社の使命、上司の命令を理解願い、
実効があがる対策を目的に管理手法
を駆使する。

　目　的

　　　　コーチングの方式　　　　　　　上司指導方式　　区分

従来、管理技術して進められていた指導法と、最近強調されてきたコーチングの差

 

  
人が能力を発揮する条件はマズロー博士が既に解析している。図表４－３－９の上半分

がその内容を示すが、欲求の５段階目を明確にして企業人を育てようという内容がその要

点であり、コーチングを用いるのは、正にこの内容を狙いとしている。ただ、注意すべき

は、やる気のある方に適用して効果を発揮する手法であり、企業で働く目的がなく単に金

稼ぎ時間稼ぎで企業にいるだけの方々への適用は難しい。 
そこで本書の目的とコーチング技術の関連となるが、産業人の大きな生き甲斐は、お客

様のため、また、職業人として、製品製造・販売という活動を通して社会貢献と共に、仕

事を通して価値ある人生を過ごすという QWL(Quality of Working  Life)の考え方を前に
進める活動になる。先の工場レイアウトと情報管理構築の後、このような思想を現場で実

践するリーダーは、先に解説したフォアマンである。この方のハート・フルな人の活動な

くしてその種の活動は何も活動出来ない。では、フォアマンがリーダーとして活動し、優

秀な部下育成を早期に図るにはどのようにすべきであろうか？この設問に応えるためのガ

イドとして図表４－３－１０を紹介することにする。この図表はチーム・フォーメーショ

ンを具体化させるための要件を記載したものである。個人の名前を縦軸に、また、コーチ

ングを駆使して引き出す能力を横軸に記載したマトリックスを用いて人材育成を図る作戦

展開を図ろうという内容である。ここで大切な点は、何のために何を行うべきかを明確に

 295



してコーチング対象者とコンタクトすべきこと、また、具体的アウトプットを明確にすべ

き点である。その理由は、いくらコーチングの技術が優れたものを用いたとしても、この

種の内容の整備をしなければ手法の遊びになり、人材育成にはならないからである。 
 

図表4-3-9　人が力を発揮する理論
ﾏｽﾞﾛｰの
欲求の五段階

１，生理的欲求（食の充実）

２，安全の欲求（ケガなしの仕事）

３，帰属（仲間に属し役割を演じたい）

４，仲間に認められたい

５，自己実現

援支

説
得
は

　

実
践
は
３
現
主
義
で

事実を見る　　良く聴く・聞く　　とことん話す　　

引き出す

成
功
体
験
へ

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　

 

 

 

図表4-3-10　部下育成と管理者のあり方

公募した
　チャレンジ精神と
　実行力が高く、皆も
　信頼を寄せる、夢・
　理想を持つ人との対話

Why?：何のため行うのか？
　　　　意義・目標・課題
What：何を達成すべきか？
　　　　テーマと要求レベル

上司 部下

親密な対話

多能化・スキル向上対策表

・・・・・△→○△→○○→◎○→◎　Ｄさん

×→△○→◎△→○○→◎△→○　Ｃさん

△→○○→◎△→○△→○○→◎　Ｂさん

×→△△→○○→◎△→○◎　Ａさん

ＰＲと

Ａ／Ｓ

事務　設備　

　診断

トレー
ナー

　清掃

（旋盤）

　修得項目

人名

ニーズ

　誰が、何を
やれば、成果
がどの程度
得られるか？

Ｐｌａｎ

Do
Check

得たい経営成果

達成したいプロ
　スキルHow　to　と　How　many/How　much

訓練ツールの例　：　
　ビデオ分析セット、指導マニュアル、ワンポイントレッスン機材
難易度/達成度評価表、教育スケジュール、・・・・・・・失敗事例
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要は、野球やサッカーのチーム強化に当たって、勝つために何を誰がすべきか、をフォ

アマンが整理した上でコーチングを進めるべきである。世間では『人づくりはものづくり』

と言うが、この意味は具体的テーマがあって始めて行うべき対応である。一人一人のメン

バーがチームのため何を難のため行うか？をまず、フォアマンが整理し、コーチングを受

ける側の部下が、それが自分のため、チームのため、お客様のため、・・・という理解を強

く意識して、相互のコミュニケーションにコーチングという技術の活用が図られることを

期待したい。なお、人が本当にやる気を起こす内容は図表４－３－１１に示す３つと言わ

れるが、コーチングに当たってはこの種の環境の配慮も大切である。 
 

図表4-3-11　人がやる気を起こす要素

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

コーチング
　の前提

Whatと
Whyの
明確化

コーチングの役目

①　良き選択
　　（意思決定）
②　障害除去の

　　ための援助
③　スピード化の助言

コーチング領域 カウンセリング領域

問題を感じる
から診断に
来る、または、診断で
問題を感じるので相談
　の場を設ける

目的は治療
リラックスが
本音の会話

治療が目的

カウンセラーとの交流分析で
相互理解と納得を得る！

問
題
解
決

健
康
に
活
動

 

 
ここで注意すべきは、コーチングとカウンセリングとの違いを正しく区別すべきことで

ある。一般に、「カウンセリングは精神的な病を相談に乗りつつ対策する手法である」とさ

れてきた。これに対し、コーチングは、部下が相互に競い合う企業間環境の中で、本人の

職業観と夢の実現に上司が手助けを行いつつ共に学び、共に実力向上を図る対策である。

現在、産業界では、「変化対応の時代にあって、部下育成技術のひとつとして、また、やる

気に満ちた変化先取り現場づくりのため、現場管理者が身に付け活用すべき技術である」

とされている。 
 
（３） 現場管理と時間活用術 
 「管理という仕事は目で見る形でとらえにくい。従って、アウトプットを決め、一番達
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成が確実で早いインプットを、限られた時間内で行うことが肝要である。」このようなこと

を、かつて現場管理に有能な師から教えられたことがあった。そのような時、筆者が米国

転勤になったが、米国で雇用する現場管理者を早期育成せねばならないという必要があっ

た。育成は筆者の直接の仕事ではなかった。しかも米国の地であった。「現地に一番適合す

るマネジャー育成法がある。」という工場長の進言があり、会社としては研修会が直ぐに開

始された。研修内容はそう変な内容ではなく、日本でも一般に行われていた内容だった。

違うのは、その運用だった。現地工場で現場管理者を 12名雇用したが研修が始まると、何
と 8 名もの現場管理者が次々雪崩式に会社を去ることになった。その理由に、管理者研修
では講義、演習の後 A～Ｅのランクを生徒につける方式が関係していた。「Ｅランクになっ
たものは学校へ半年行き、専門的に管理者研修を受けていただく」、という内容がこの原因

だった。Ｅランクの汚名がつけられそうになると、生徒はそれを感じて「女房が会社まで

の距離が遠いいので、・・・」と、理由にもならない理由をつけ辞めて行事態が起きた。一

人Ｅランクの人がいなくなると管理者育成側は次のＥランクをつくる。また、この方が辞

めるということで、この教育機関の研修を断るまでに 8 名もの方々が辞めていった。辞め
た方々は、私達にとっては優秀で人柄もすぐれていると思う方々ばかりであった。この研

修機関は現地の有名大学が補助的に行っていた。その後の調査で、この機関はＥランクを

生み金儲けを進めることが研修の目的であり、性悪説に基づく権利者研修であることが判

った。辞めた方々にも後日お会いしたことがあったが、「たとえ半年間、管理者研修を受け

てＣやＢになったとしても、管理者としてＥランクだったことで企業に勤めるという不名

誉は消えない。このため、他社への転職の障害になるので、俺を指定しようと思っている

と感じた時に辞めた。辞めて良かった。」ということだった。 
 このような状態で、新たに雇った現場管理者８名を含めた全 12名の育成に困った工場長
が、今度は、私に現場管理者育成を頼んできた。早速、筆者は対策を開始した。現場管理

の書は自分で購入、読んでしてもらう。現場管理者は知識を実際の場で実施出来るか否か

が重要である。そこで、工場で過去起こり筆者が対策し、評価を得ていた内容をモデルと

してケーススタディにして、まず、事前に各人が解をつくる。会社から離れたクラブハウ

スで 60分討論して、グループで解をつくり発表する。その後、筆者がマネジメント手法を
活用した内容と視点を公開して比較するという方式の研修を開始した。また、ビールを飲

んでからの運転を禁止すること、自由な気持ちで研修を進めるため、研修の後は家族を呼

んで良いがピザとビールで１時間程度、相互有効を目的に雑談をする方式とした。この研

修は、都合 3 回行った。始めると、この研修会、現地で極めて好評だった。その内にこの
研修は広まり、自主研修よろしく、会社の課題を選んで討論しつつ実施策を策定する、と

いうように現場管理者の活動は高まっていった。また、少ないビールとピザの費用だった

が、多くの成果ある実務課題の対策が進んでいった。 
 これに加える形で、現場管理者は①事実で物事をとらえ、判断する、②アウトプットを

定めてからインプットする。③時間活用術を駆使する、という内容を実施するため日報を
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書いていただく対処を付加した。図表４－３－１２はそのような記入様式の例である。こ

こには、その記載様式だけを書いたが、このメモを利用して次のように進めた。①毎日、

現場管理者毎に会い事前に本日のアウトプットを定める。②現場管理者は、自分の時計で

記録を取りながら、部下育成、生産場の事前準備、設備管理や不良などが発生したとき、

しそうな時に現場対策する、・・・などの内容を実施する。③記録を見て何を、どのように

して実施し、アウトプットを得たか、もし、期待通りの結果が本日得られなかったら、ど

うすれば良いか、などを部下と直属上司の間で毎日話し合うということを実施願い、先の、

事実に基づく意思決定の過程とアウトプットを見ながら時間投入の仕方を工夫していただ

いた。ちなみに、この方式は 3ヶ月間続けた。 
継続は力であった。また、正しい手法は活用すべきである。現場管理者の管理レベルが

日々増したからであった。適用後３ヶ月経つと、日本の下手な管理者以上のアウトプット

を全員が出すようになった。特に、事実で問題を挙げ抽象論にしない行動や、アウトプッ

トを先に考えて日々の活動スケジュールをこなしてゆく対応は、もはや管理を完全に任せ

ても心配ない人材に育っていった。この方々を雇用した時、この方々はアルミホイールの

生産とは無縁だった。ご本に達は、確かに「現場管理者として自分は向いている」という

主張はしていたが、何せ米国の片田舎であり、せいぜい「自動車修理工場で 3～4名の部下
を使っていた。」とか、「メーカーで職場のまとめ役だった。」という程度の方々ばかりだっ

た。当時、管理者のアウトプットと言っても、また、P-D-C 管理や、部下育成や生産の責
務といっても、その内容は全く理解していない方々ばかりか、運営の仕方については全く

の素人集団だった。だが、ひとつづ、具体例を基に細かく仕事のアウトプットと事実確認

し、仕事のアウトプット創出への手順と努力内容に考えてもらい、意見を言わせコメント

を加えるという指導が、大きく人を育てた。また、このような活動を通し、仕事を通し得

たアウトプット＝成功体験が『目に見にくい管理の仕事』を実務的にこなすことにが進ん

だ。特に、日々、具体的に行う仕事の検討～反省を、先の製造技術修得と共に進めていた

だいた成果が、正直いって、これほど成果になって行くとは、筆者も予測していなかった。

コーチング技術の素晴らしさを感じたわけであった。このような経験から、筆者は現在図

表４－３－１３のガイドラインと共に、各社で現場管理者育成にこの方式を活用している。

得られる成果は先の事例と全く同じである。また、このような経験から、今日まで、現場

管理者の行動をコーチングと共に図表４－３－１４のような形で展開願ってきた。ハー

ト・ウエアを具体的に展開するキーパーソンは、現場で直接現場関係者を指揮する現場第

一線監督者の力量にそのアウトプットが大きく左右される。このようなことは現場を持つ

ものであれば誰でも知る事実であり、現場管理者の強化育成は経営における重要課題に位

置づけて対策すべき内容のひとつである。このため、現場管理者の強化育成方法として有

名な６大能力、部下育成とコーチング、時間分析を中心に、ここにその手法の活用内容を

紹介したが、もし、この面に対策ニーズを感じる方々は参考にしていただければ幸いであ

る。 
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図表５－９　個人別時間分析用紙

8: 0
0　
　
　
　
　

　（例）朝礼　　　

　　　電話対応　　

氏名： 月日： 本日狙い（ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ）：

８:00
９:00
10:00
10: 00　　　　　　
　　　　　　　

　　　メール整理
　　　
　　　　　　　　　1４:00
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　
17:00
　　　　　　　　　
18:00
　　　　　　　　　
19:00
　　　　　　　　　
20:00

本日の反省： 改善点：

　個人別時間分析表図表4-3-12　現場管理者の個人別時間分析用紙

①本日のｱｳﾄプウトを決める

②活動記録を
　　メモる

③まとめとして、　
　　管理者として行った活動
　　内容の要点を書く

④上司と話し合い活動の経過
　　対策の状況をアウトプットを
　　評価しながら書く

⑤本人として反省点を書く
⑤更なるレベルアップ
　内容と明日のテーマ
　をメモっておく

 

  

　図表4-3-13　現場のマネジャーの１日の仕事（ガイドライン）
　７：３０　　　出社　　　　　　現場　　　①夜勤の作業状況把握　②連絡簿の内容把握

　　　　　　　　現状把握　　　　　　　　　③上司、工程担当と打ち合わせ
　７：５５　　　朝礼準備　　　現場　　　①ラジオ体操前、勤休確認、健康状態確認
　　　　　　　　朝礼　　　　　　　　　　　　②始業前簡単な指示、　③　３分間朝礼

　８：１０　　　現場視察　　　現場　　　①重点工程の指示（各人毎）　②不良などの確認と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対策、各種手配　③応援者の作業指示・確認　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④安全・故障点検と指示　⑥特急品対策
　８：３０　　作業計画管理　事務所　①作業計画・納期など確認　②協力会社など手配

　　　　　　　（簡単な打ち合わせ）　　　指示　③治工具など手配・進捗把握　など

　９：１５　　　現場管理　　　現場　　　①午前の進捗把握　②新たに発生した問題対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③各種記録・点検簿・把握～午後の各種指示

１２：００　　　昼食　　　　　　食堂　　　①食事しながら簡単な打ち合わせと連絡・交流
１２：４５　　　会議・　　　　　事務所　　①課題の打ち合わせとフォロー各種

　　　　　　打ち合わせ　　　　　　　　　　②各種教育・改善テーマの対策～フォロー
１４：００　　現場管理　　　　現場　　　①現場の作業進捗フォロー　②改善の促進指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③安全教育、新人指導、設備点検など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④生産進捗フォロー～対策　④明日の手配各種
１６：００　１日の仕事の　　事務所　　①作業日報の集計と分析　②苦情処理・改善指導

　　　　　　整理・把握　　　　　　　　　　③翌日の準備　
１６：３０～１７：００　　　　　事務所　　①夜勤への引継対策　②自主改善グループ指導
　　　　　　　　　　　　　　　　→現場　　③その他（勉強会への参加・自習など）　

 

 
 

 300



ﾄﾚｰﾅｰの行動

図や絵で
解りやすく

教える。

具体的の
ものと仕事

で教える。
疑問は
　問わせ、

　教える
公平で喜びを
感じる、納得性

のある評価をする

段階をつくり
　　　達成レベルを

　　　　引き上げる

習った側が
学んだことを

自らまとめて
もらい、カン

コツの要点を
整理し、
マニュアル化

標準化して
　使える

　　仕組みをつくる

本業で成果をあげ、

皆の、お手本となる

先生の人柄相手との
交流が修得に関与

する、誉めて育てる！

教えられる側は
技を盗む、精神で次の師となる

一流化を目指す！

時間を取り行う

図表4-3-14　あるべきﾄﾚｰﾅｰの行動

 

 

図表4-3-15　成果を挙げるメカニズム　

顧客満足

木を植え、
育てる

活動

【必要要素】
　①　良い設備
　②　良いサービスと
　　　　マネジメント・改善
　　　　の活動
　③　良い技術スタッフと
　　　　良いマネジメント

　　　　（チームワーク）

【バックアップ・マネジメント】
　　①　良いマナー対応と
　　　　　ホウ・レン・ソウ
　　　　（報告・連絡・相談）
　　②　良い事前検討と
　　　　計画通りの進行　
　　③　良い反省と
　　　　更なる技術向上
　　　　（メモが大切）　

肥料となす

１、ポリシイ？

　　ビジョン？
２、一流比較？
　　評価と

　ベンチマーク
３、達成

　　ストーリー？
総論→具体論

Wanted!

 

 
筆者は、かつて、図表４－３－１５のような内容で、大先輩から「良い実がなる樹木づ

くりには、木が生えている土地の土づくりが大切である。企業も同じ、目に見えにくいひ
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とづくりがなされて、始めて、良品、高生産性、短納期、ケガゼロ達成になる。」と教えら

れたことがあった。そこで、このような内容を実践したが、製造現場で実施が進むほど、「正

にその通り。」という実感が強くなる。ハート・ウエアはこのような人づくりが総合的、系

統的になされた結果を示す内容ととらえていただきたいと考えるわけである。『ものづくり

は人づくり』であるが、現場を直接管理するキーマンがその成否を握っている。ここに、

目標や正しい育成法、ムード的ではなく、具体的アウトプットを定めた活動が６大能力育

成の要点であることを例示した。 
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４－４，発生時点不良・故障問題ゼロ化対策 
図表４－４－１に示す,JMAアンケートの通り、不良やクレームの発生は生産・販売活動

上マイナス影響を与えるだけであり、誰にも、何も良い結果を生まない。また、海外生産

対応を考えると、日本産業は何としても品質信頼性が最高の状態でなければならない。こ

のような観点からハート・ウエアを阻害しかねないマイナス要因である不良・クレーム対

策に対する影響とゼロ化対策の要点についてまとめることにする。なお、その内容は、筆

者が関与する TZD（Total  Zero Defect） 研究会の活動で得た内容を中心に解説すること
にする。 

図表4-4-1　国内工場存続のための取り組み
0 10 20 30 40 50 60 70 80

製品に圧倒的に高い信頼性の追求

スピード・量の変化に対応できる生産システムの構
築

生産技術力の向上

グローバル調達による原価の低減

製品開発部門と購買部門の連携強化

生産情報システムの高度化・一元化

高度技術伝承の強化

開発・生産の垂直立ち上げの追求

国内でしか製造できない製品・商品への特化

試作工場向きの組織への転換
ｎ＝３５５

６７．２

６５．５

６２．１

５８．６

５６．９

５５．２

５１．７

４８．３

３７．９

１７．２

 

 
（１） 製品品質関連のコンプライアンス問題とマイナス影響の大きさ 
 火事を出してから、事後いくら対策しても誰も評価しない。’03年・北海道で地震が発生
した時に「対策十分」と宣言した I石油が再度の事故を起こし、住民宅を訪問、謝罪した例
や、’04年・Ｍ社のトラックのタイヤが外れ死亡事故を起こした例、更には、同年、安全第
一を重視すべきＫ電力Ｍ地で蒸気爆発４名の死者を出した事故、また多くの温泉宿が水道

水を使用していた事件など、事後の謝罪と対策の内容を聞いても、多くの方々は「残念な

がら信用し難い。」と言う内容である。環境問題も然りである。公害問題を起こして裁判で

いくら補償をしても影響を受けた方々の被害が元には戻らない。あくまで単なる保証が残

るだけである。このように、また、図表４－４－２に示すように、事後処理の悲劇はマイ

ナス面だけが記録に残るだけであり、そこに創造的な内容は何もない。従って、我々は、
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他社や他所で起きたこれらの事例をも含め、問題の発生を未然に防ぐことが、この種の問

題対策の要点となる。なお、不良対策を含め、この種の問題を起こす内容をコンプライア

ンス問題というが、ここに示したそのほとんどは、これから、ここに示す物理現象を中心

とした対策ではなく、人的な問題であり刑法の扱いを受ける犯罪行為である。 
 

　図表4-4-2　事前検討対策と事後対策問題の活かし方
思想：①　新製品開発～立ち上げに当たり、事前検討を充分に図り、
　　　　　　　開発・立ち上げのスピード・スムーズ化へつなげる手順化を図る。

　　　　　②　量産開始時点に発生する問題を効率良く対策へ向けるため
　　　　　　　対策案を練り、問題解決を早急に進める手順化を図る。

　　　　　③　②の問題を①の方式で効率よく、確実に出来る手順化を図る。

思想：①　新製品開発～立ち上げに当たり、事前検討を充分に図り、
　　　　　　　開発・立ち上げのスピード・スムーズ化へつなげる手順化を図る。

　　　　　②　量産開始時点に発生する問題を効率良く対策へ向けるため
　　　　　　　対策案を練り、問題解決を早急に進める手順化を図る。

　　　　　③　②の問題を①の方式で効率よく、確実に出来る手順化を図る。

事前検討重視で事を進める。

出来るだけ事前に対策をするが、
起こった問題は早期対策を図る。

起こった問題は解析、記録して
早期解決手法に改変させる。

教訓を
活かす

問題の85％は　　　　事前検討段階の良否に潜む

予防対策

　　ボヤ程度
　
　　火事

大火　→　類焼

 

図表4-4-3　最近のコンプライアンス問題の例

ﾀｲﾔ脱落事故死亡事故に伴い多くのクレーム隠しが発覚した（‘03年）15,Ｍ自動車工業

六本木ヒルズで子供が回転ドアーに挟まれ死亡した（’04年）14,Ｓシャッター

鳥インフルエンザに感染した鳥が大量に死亡したものを販売した（’04年）13,浅田農産

北海道の地震で対策していたと宣言したタンクから火災を起こした(’03年）12，I石油
勧告や批判を何度受けても体質を変えず、反省のない行動をとった。11,ゼネコン
放漫経営、乱脈融資の結果、破綻した10，Ｓデパート
雪印食品の事件を知りながらラベル偽造事件を起こした。９，Ｎハム

現場管理の手抜きから、黄色ブドウ球菌が関与し、１万３０００人が食中毒
を起こした。その後、数カ所から購入した牛肉の産地ラベルを偽造し、販売
していたことが発覚した。

８，Ｙ乳業

融資の時点では重要な点を説明せず、恐喝まがいの取り立てを行った。７，Ｎファイナンス

太陽光発電パネルの出力に虚偽をして消費者からの信頼を失墜した。６，Ｓ電機グループ

コンピューターシステムの不備から大きな影響を世間に与えた。５，Ｍ銀行

総会屋との関係を絶てずに批判を浴びた。４，Ｄ１銀行

３０年に渡るリコール隠しが発覚し、社会批判を受けた。３，Ｍ自動車工業

利益優先ということであるべき操作手順を無視して核爆発を起こした。２，ＪＣＯ

エイズの恐れが判っている非加熱血液製剤を売り続けた。１，みどり十字

　　　　　　　　　　　　コンプライアンスの内容　　　企業・団体名
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 ちなみに、最近企業が起こしたコンプライアンス問題だけでもまとめると図表４－４－

３のようになるが、この中の犯罪行為に関するコンプライアンス問題の多くは、刑法で扱

う対象である。その結果、例えば，ＪＣＯ、みどり十字などは、大きな賠償金請求が課せ

られている（だが、両者とも既に倒産している）。 
企業倒産と行かないまでも、コンプライアンス問題が企業に与える影響は多大である。

食品の不良、不手際問題を起こした企業の例を図表４－４－４に示すことにする。ここに

は、企業への影響が大きく出ていることが判る。特に、Ｙ乳業においては黄色ブドウ球菌

で死亡者を出した事件に対し、記者会見で当時の社長が経営トップらしからぬ発言をした。

「日本人は４割ほど牛乳を飲むと腹がゆるくなる者がおる。・・・俺は寝てない。」記者達

は「死んだ人や苦しむ人がいるのになんだ、・・・」と言い記者会見は紛糾した。結局、こ

の会見で社長は、始めて社長である人を自覚し、品質に対する重みを感じたようである、

この社長はついに人間的におかしくなり、病院に入った。 
 

図表4-4-4　平成１４年　食品メーカーの業績の一部
乳業大手3社の業績　金額単位億円（前年同期増減％）上段’02/9中間、下段’03/3見通し

　社　　名 売上高 　営業利益 　経常利益 当期利益

　Ｙ乳業 5,351（▼13.9）
6,860（▼41.2）

▼116（－）
▼220（－）

▼138（－）
▼250（－）

▼453（－）
▼230（－）

　明治乳業 　3,884（　5.5）
　7,284（　2.0）

　　　101(34.5)
　　154(94.3)

91( 24.0)　　　
141(76.2)

　　39(3.9倍)
　 46(2.3倍)

　森永乳業 　2,997（　7.2）
　5,570（　5.5）

　　　108(27.2)
　　136(27.1)

　　116(29.1)
　 144(27.1)

　　49(52.8)
　　54(18.5)

ハム・ソーセージ大手4社　　　金額単位億円　上段／下段の記載は同じ

Ｎハム 　4,673（▼4.4）
　9,000（▼4.8）

　　133(▼39.0)
　　125(▼67.4)

　　58(▼63.6)
　　30(▼90.3)
税引き前基準

　　17(▼81.5)
　　10(　－　)

伊藤ハム 　2,297（▼4.5）
4,720（　1.4）

　 　14(▼42.6)
　　 47(4.7倍)

　　18(▼42.4)
　　55(2.4倍)

　　 3(▼70.7)
　25(　－　)

プリマハム 　1,385（▼2.7）
　2,710（　1.7）

　　15( － )
　37( － )　

12( － )
29( － )

7( － )
16( － )

丸大食品 　1,111（▼3.9）
　2,300（　4.3）

9( － )
　20( － )

　　10( － )
　　20( － )

10( － )
15( － )

 

 
その直後、今度はＹ食品が１ヶ所から買った牛肉を全国から買ったようにラベルをつけ

偽装販売する事件が起きた。しかも、管理者が指揮、従業員の反対を押し切ってこの処置

をしていた。これは犯罪行為だった。なお、顧客から見ればＹ乳業もＹ食品も企業名は“Ｙ

社”である。この事件以降、完全にこの企業の商品はブランドという地位から失墜した。

この事件を横目に見ながら狂牛病、牛肉販売不振の中で、今度はＮハムがラベル偽装事件

を起こした。その結果、１年後の両者の収益も大きく収益を落とす結果となった。逆に、
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顧客品質重視をしてきた企業は、それに取って代わる形で収益やシェアーを伸ばした。こ

の例を見ても、顧客志向の品質維持・改善に努力する企業とそうでない企業の差異、顧客

評価の内容は歴然としている。 
この内容を見ても、この種の問題が社会と企業に与える影響が、いかに大きいかが判る。

最近、タイヤ脱落から死亡事故を起こしたＭ社と、そのクレーム隠しも同じである。図表

４－４－５に、現在までの状況をまとめてみたが、既に、売り上げは最下位に陥り、再建

に努力している。この例はトラックを信頼して使ってきた顧客の立場や、真面目に働く従

業員の方々の立場に立つならば、一部の方々の犯罪行為を早く排除し、是非、正規の生産・

販売と、早い回復を願いたい内容である。 
以下、本書では、この種の犯罪行為に関与するコンプライアンス問題から離れ、善意の

活動だが対策に悩む内容を紹介することにする（下に紹介する内容は、先に述べた犯罪行

為とは天地の差があることをお断りし、話に入ることにする）。 
 

図表4-4-5　
　　　　Ｍ社・リコール問題

朝日新聞　2004年3月12日号より　「Ｍ社のトラック・バス」が、当初、整備不良
　　　　　　　11日にトラックのタイヤが外れ1月に死亡事故まで招いた問題に対し、
　　　　　「ユーザーの整備不良」の主張を翻し、リコールを国土交通省に申し出た。

横浜市の死亡事故に関連し、神奈川県警が業務上過失致死容疑で
Ｍ社の本社などを家宅捜査、04年1月にも再操作

03年10月

Ｍ社のトラック・バス部門がＭ社トラック・バスとして分社化

社長にＤのＢ．Ｐ氏が就任

03年1月

「ハブ交換無償」に切り替えた同年2月

横浜市瀬谷区で大型トレーラーのタイヤが外れ、親子づれを直撃した。

母親は死亡、幼児2人が怪我を負った。この時、会社側は無償点検を
始める、と発表したが、原因は「整備不良」である、と主張した。

02年1月

副社長らが、東京簡易裁判所で罰金刑を受ける。01年5月

運輸省は道路運送車両法違反容疑で三菱自動車を警視庁に告発し
た

同年9月

Ｍ社が組織的に情報を操作（二重管理）、リコール隠しが発覚、結局、
60万台ものリコールを当時の運輸省に届け出た事件

00年7月

　　　　　　　　　　過去のリコールをめぐる動き　年月

批判殺到,回収費用は30億円の見込み
日産が03年3月
決算で前年度
対比33％増だった
のに対し
Ｍ社は720億円の
赤字

0 50 100 150 200

三菱

マツダ

ホンダ

日産

トヨタ

トラック販売

2004年4月1日　ﾀｲﾔを止めるハブは、開発試験
段階で問題があった内容を無視して事を進めた
ことが発覚した、と報道された。

 

 
（２）、企業における不良問題と対策 
 では、筆者が関与するある工場の話を紹介することにする。この工場では、厳しい検査

にもかかわらず、月に数件の不良が発生していた。そこで、工場改革のため、従業員に公

募して、専従で現場改善を進めるため 3 名の現場関係者が私のところで勉強を始めること
になった。このような時、残念ながら不良が発生し。また、改善班が活動する隣の部屋に

お客様がこられ、工場長以下が集まりお客様に迷惑をかけたお詫びに努力中の状況があっ
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た。この時、偶然に 3 名の改善班メンバーが私と改善テーマの打ち合わせのため部屋にい
た。当然、この話は隣の会議室からつつぬけであった。お客様は怒り心頭といった状況で

「おたくを信頼して、しかも、我が社の使命を制する製品開発にかかせない材料に不良と

は何だ！・・・」という状況であり、お客様に工場長以下、関係者が必至になってお詫び

と対策を提案していたが怒りは全く収まらなかった。なお、その製品は 3 名の中で最も優
秀とされていた班長が担当した製品が起こした不良問題だった。このような事情を知らな

い私が、次の改善手法を教育のため改善室に入ろうとした時、3名は下を向き涙し、口を固
くしめた状態で座っていた。「どうしたの？」いうと、口を指で押さえ「しー」というので、

この部屋から３名をつれ出した。事後談だが、この時に私は始めてこの状況を私が知った。

3 名の話は次のような内容だった。「工場長というと我々にとっては天の上の人と思ってい
たが、不良が出ると、本社の営業部長、課長を含め我々の代わりに矢面に立ち、お客様に

謝っていただいている実状を始めて知りました。時々、朝礼では話を聞いていましたが、

不良は時には出るもの、仕方ない、と思っていました。だが、この考えは絶対に許されな

いということが、今回はっきり判りました。私が誤りにゆかなければならないことなの

に、・・・・」という話だった。この時は、「そうか、ゼロ追求をしなければ、・・」という

ことで、この話は終わった。だが、3名の活動はここで終わらなかった。彼らは現場へ降り
て行き、各所でこの話を伝えていったからであった。それを示すかのように、翌日、組・

班長が集まって私のところへやってきた。「従業員の意見です。中村さん、あなたは品質改

善も教えていますね。」「はい」「お願いです。教えて下さい。やります。」「会社は赤字に近

い、研修の費用は難しい。私はやるが、本当にやる気なら、来週の休みにボランティアで

出てくる気があるのか？」「当然です。・・・」ということで、この企業で研修が開始され

た。 
研修は、製品毎にメンバーを選定していただいた後で、たった 2 時間程度の教育を実施
した。また、昔のことだったので、せいぜい、事実分析と特性要因図とその活用程度を教

えるという内容だった。従って、その研修では不良の製品サンプルや記録を取り出し、設

備や作業の状況を基に不良の要因と考えられる要因 20項目程度を挙げ、対策を進める項目
を決めるという内容だった。研修会でいくら討論を重ねても不良は減らない。そこで現場

で日々、原因を探し改善を行う行動に移った。なお、対策を進める一方で、「全員が対策を

終了したら工場の近くの海岸で成功・祝賀パーティーをやろう！」という約束をして各人

の活動が開始された。この現場の改善力には目を見張る活動があった。３ヶ月も経たない

内に工場全体の不良はゼロ接近していったからであった。 
 研修は強制して行っても受ける側がテーマを持ち意思を発揮させなければ行動も成果も

出ない。特に、不良は現場で発生するわけであるから、対策は原因となる事実と発生メカ

ニズムを現場・現物でつかむ努力を進めなければ絶対に無くならない。一般に、問題の要

因となる事実は、ひとつひとつがたわいない内容である。「なぜ、いままで気がつかなかっ

たのか？」と言いたくなる内容ばかりである。だが、それをつぶすことが不良対策である。
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不良対策に当たっては多くの対策をブレーン・ストーミングするのではなく、事実分析と

共に、１問題－１原因－１対策で現場や現象をよく見た対策を進める必要がある。また、

不良は常に起きないので、問題が起こる兆しを的確にとらえ対策を図ることが要点となる。

だが、この種の対策は頭で判っていても人には多くの苦痛を伴う。相手は物理現象だから

である。人間がつらいとか、苦しいといっても関係ない。強い信念で「原因を追及すれば

答え自ら生ず。」という名言を実践することだけが残された方法となる。かつて、筆者自身、

不良対策に当たり、3日も現場に立ちつくしたことがあった。不良発生の要因はセンサーが
振動し、機械が誤動作した結果、不良が出るというものだが、３日目、現場で立ちつくす

なかで１瞬のチャンスを捕らえることが出来た。また、このことが不良対策につながった、

という経験である。3日間（１６時間×３日）も現場に立ち続けるのは、確かに筆者には苦
痛だった。正直いって「出来るなら、何もやらずに済ませられるなら、そうしたい。」と弱

音を吐きたくなる状況もあった。だが、頑張った結果問題の要因を発見し、対策すること

ができた。内容は、実にくだらない内容だった。また、人が気づかないだけの単純な内容

だと思った。人は、「不良の要因発掘は事件捜査に似ている。」と言うが、体感するとこの

言葉の重さがわかる。 
先の工場でも、これと同じことを関係者が実施してくれたわけであったが、正に、工場

や顧客のことを思う従業員のハート・ウエアの神髄が発揮された内容であった。筆者は、

現場で働く方々が品質問題を会社の問題とせず、自分の問題ととらえて対策しそれが直接

お客様に直結するという内容や、工場で責任あるプロとして、ものづくりに真剣に取り組

むという行動を、自ら発動した内容が成果創出の要点だったように思う。また、決して、

この種の活動は制度や、強制や説得では出来る行為ではないと考える。 
 このような活動の結果、この工場の不良は激減したが、その後、大変難しい製品を短期

間で製造してお客様のもとへ届けなければならないことがあった。その時、現場参画で事

前検討を充分に行うと同時に、超特急のスケジュールをつくる、新幹線の絵を描きスケジ

ュール表と共に現場で大きなカンバンとし、目で見てどこを通過しているか、時刻前なら

青マークを、遅れがあれば黄色～赤マークを時刻表に塗りつつ、この製品を製造する方々

全員で製品製造に当たったことがあった。先の活動と品質への取り組みが進んだ結果、こ

の取り組みは実にうまく進み、期限内、全て青マークでお客様の生産立ち上げに大きく貢

献した。なお、この当時、ファキシミリが動き始めたばかりの時であった。早速、お客様

からお礼状が届いた。当然、営業部門からもお客様が大変感謝して電話までいただいた内

容が詳しく FAX された。そこで、この FAX を全員が通る食堂の通路に工場幹部が現場に
お礼、ということで掲げた。早速、全員が通る食堂の壁にこの FAX 張り出したわけだが、
これを見た従業員で通路は黒山の人となった。このような状況だったので、食堂へ入りた

い人も、しばらく食堂へは入れない状況が起きた。このことを筆者達は涙が溢れる目で見

た思い出がある。 
現場の方々が、顧客直結のものづくりを、このように強く考えるこの工場は、やがて大
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きく発展し、他工場のお手本になっていった。この種の内容は多くの日本企業で紹介され

てきた内容に似ていると思う。また、これこそが日本の現場の良さであり、現場力、ハー

ト・ウエアの実感であると筆者は思う。 
 この事例で、不良対策前と後の状態はどうだったのであろうか？この工場では、不良が

発生している間は後ろ向きの仕事に追われ前向きの仕事はできなかった。いわゆる図表４

－４－６に示す『悪魔のサイクル』に陥っていた。また、問題発生に伴い、充分なゆとり

は取れないことが仕事の改善や事前検討不足で問題を現場に問題を丸投げして生産が続け

られることになっていた。この環境の中にいた時は、関係者は問題の事後処理に追われる

日々がつづいていた。また、事後処理の多くは、言い訳のための資料づくりや会議だった

りする状況だった。全く創造的な仕事ではなかった。誰でもこのような仕事はムダなこと

は知っていたが、この工場はこの輪から出られない環境にあった。だが、不良対策が開始

された時、皆は気づいた。「もし、この状況を続けると問題に振り回される毎日が過ぎるだ

けとなる。従って、このサイクル（輪）は、いつか、どこかで絶たねばならない。」という

内容である。そこで今回紹介した改善の決意と行動がなされたわけであったが、この工場

の事例を通して判ることは、考え方の変革、というハート・ウエアが各種不良問題対策の

大きな要素になっている。 
  

　図表4-4-6　悪魔のサイクルのイメージ

無駄な会議
と徹夜の作業

報告・対策
繰り返し

後手の対策
　　追われる
　　　　仕事

潜むリスク
を対策しない

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急
ぐ
決
定

相次ぐ
トラブル

 

 
企業においては、たとえ 0.000１％であってもクレームはクレーム、ゼロにすべきである。
その理由は、顧客から見ればたとえ 0.0001％であっても 100％以上になるからである。大
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衆消費財の場合、もし、この種の１件のクレームを放置すると、図表４－４－７に示すよ

うな内容になる。即ち、一般に、「１件のクレームの下に 30件の同種問題が隠れている。」
と言われるが、この米国の調査も類似の内容を伝えたものである。ここに示された影響の

数値が 30 と 27 の差はともかく、「１件の放置はその 27 件の不満を持つ方々の口コミで
1,000件の顧客を失う」内容は、この種の問題の放置が恐ろしい内容となることを示してい
る。その理由は、やがて顧客はその企業の製品を買わなくなり、この企業は赤字に転落す

ることは必定となる恐れを示しているからである。 
 

 

図表4-4-7　クレームの恐ろしさと扱い

商品
　クレーム

米国アリゾナ州　リミッテッド社

『顧客からのクレームを未解決のまま
　３件ため込んだ店長は解雇！』　

米国アリゾナ州　リミッテッド社

『顧客からのクレームを未解決のまま
　３件ため込んだ店長は解雇！』　クレーム１件

　何も言わずに不満を持っている
顧客が２７人いる。→　１人がクレームを言う　

周囲に
　伝播！

１割は２０人以上の見込み客に話す。
１人→８人→１６人→・・・・　１,０００人の見込み客が聞き
　　　　『あの店はだめだ！』という悪評が立つ

ビル・Ｋ．ジャクソン著「デズニー方式が会社を変える」
ＰＨＰ研究所発行著書に記載の要点を絵にすると、

 

 
（３）品質問題の対策とＰＬ問題の知識 
企業における品質問題は、PL(Product Liability)に大きく関与することがある。筆者はど
の企業においてもこの種の問題は各種企業で絶対に発生させないことを望むものであるが、

品質改善対策に入る前に、常識として、この種の問題を理解いただきたく、以下、簡単に、

その内容を紹介することにする。また、この内容の紹介の意図は、事前検討段階で、この

種の対策を図っていただきたいためである。 
ＰＬ問題となる内容は図表４－４－８に示す通りである。事例を図表４－４－９に示す

ことにする。ここに示すように、「製品購入者である顧客は製品の製造内容は全く知らない。

従って、製品保証は企業サイドで行うべきである」という内容がＰＬ問題の特徴である。

従って、顧客が購入した製品を、メーカーで想像しない使い方をして事故につながった場

合もＰＬ問題の対象になる。このため、企業においては、設計面、製造面だけでなく、こ
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の種の使用上の注意を表示しておく必要がある製品がある。このように、ＰＬ問題の検討

に当たっては、製品不良に関する爆発や障害事故だけでなく、この種の問題を含めた配慮

が必要なことを知って製品面の不良対策に取り組んでいっていただくことをお願いしたい。

これも、顧客を思うものづくり、ハート・ウエアの一部なので、簡単に、その内容をここ

に紹介させていただくことにした。 
 

図表4-4-8　企業におけるPL対応

製品の欠陥

警
告
・
表
示
の
欠
陥

　製品それ

自体の欠陥

設
計
上
の
欠
陥

製
造
上
の
欠
陥

PLにおける欠陥と過失の相違について
　◆欠陥：　製品の客観的な性状であり、事故につながる

　　　　　　　内容
　●過失：その製品を作り出した企業の主観的な行為を

　　　　　　取り扱った概念であり、故意で行ったないもの。
　　　　　　不注意でついうっかり行った行為を指す。　

PL問題に対する被害者の行為について
　①　加害者の過失・無過失の存在を証明する必要は

　　　全くない。
　②　製品に欠陥があり消費者に被害が及べば欠陥と

　　　みなす。欠陥＝顧客の立場で商品が通常有すべき
　　　　　　　　　　　　　安全性を欠いている。　

製造物責任とする。
　　（厳格責任という）

PL問題は
製品の欠陥
を評価する
厳しさがある
　　わけね  
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図表4-4-9　ＰＬ問題の事例
事例:　あるマンションで購入したテレビがパチパチと音がしたので、隣室の女性が部屋を
　　　　あけるとTV本体から黒鉛が上がり、火事の様相だった。早速、電気店に電話をし
　　　　たが、黒鉛の量が増したので消防署へ電話した。→火事となった。

　1998年８月８日午後３時55分　大阪市八尾市のマンションの
一角においていたＭ電器会社製の２１型カラーＴＶ（ＴＨ21-S型）
から出火、事務所４０平方ｍを全焼し、室内の器具、備品を
損傷した他、隣家への類焼につながった事件があった。

　隣部屋にいた女性がパチパチという隣の部屋に異常を感じて

ドアを開けるとテレビから黒煙が上がっていた。すぐ電気店に
電話したが、黒煙の量が増したので１１９番に通報した。消防
係りに説明中、炎が出始めたので、ＴＶのプラグを抜いたが、

火事になった。ブレーカーも切り、重要品を持ち出した後、間も
なく消防車が来て鎮火に当たったが、事務所は全焼した。

判決：　①　女性が一部始終を見ていた（証拠）。
　　　　　②　他に火事を起こす原因となるものがなかった。
裁判は４年９ヶ月に渡ったが、4.117百万円の賠償となった。

 

 
（４） 不良原因の除去（是正）・発生時点不良・クレーム対策の進め方 
 では、誠意ある活動をしていても不良が発生する場合、その問題をどのように解決すべ

きか？という課題について解説することにする。企業、特に、ものづくりを行う製造現場

で重要なことは、①不良を出さない取り組みと、②その管理が確実に行われているか否か

をはっきりさせるべきである。そのためには不良を出さない方法を探求し、標準化して守

ることと、守っていることを確実にすることが重要である。後者のこの対策を産業界では

内部監査という。そこで、この運用の在り方を図表４－４－１０に示すことにする。本来、

不良・クレームが確実に出ない状態が保証できるのであれば監査は必要ないと考えるかも

知れない。だが、そのような状態も、外部からの客観評価で、その活動内容を証明する必

要があるから、結局は何らかの監査が必要になる。だが、そうは言っても、一部の企業が

おこなっているような審査登録機関の露払い的な内部監査だけを社内で行っても意味がな

い。内部監査はメーカーにおける製造のプロが監査するわけであるから、規定運用の監査

だけでなく、不良・クレーム対策プロジェクト・チームとして監査、否、品質改善プロジ

ェクト（内部監査）を運営すべきである。では、以下に、このような観点から内部監査を

運営する具体的方法について解説することにする。 
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図表4-4-10　　内部監査と外部監査の差異

不良・クレーム減プロジェクト・ﾁｰﾑISO90001の適合性の判定要求

不良・クレームの予防の対策に最適な

メンバー、製造技術に詳しい専門家

ISO9000s審査資格を持つ専門家
によるメンバー構成

ﾁｰﾑ
構成

経営上,重要品質課題を設け対策案
（具体策）検討と提示。とられた処置の

検証及び結果の報告まで

サンプリング方式により、書類、状
況聴取、証拠となる記録等、３者

の整合性のﾁｪｯｸ（監査活動）

実施

内容

発見された不適合及びその原因を除
去するために遅滞なく処置がとられる

ことを確実にすること（規定３．２．２）

　ISO9001の規定への適合
組織が決めた内容との不適合の

有無のﾁｪｯｸ

目的

　　　社内・内部監査による監査　　　審査登録機関による監査項目

審査機関内に問題有／無の発掘 メンバーを代えても成果を出す取り組み

←原因の摘発～
　　　　対策→成果創出

ｲﾒｰｼﾞ

　内部監査についてもコメントを加えておくことにする。ISO9001規定8.2.2の解釈だが、審査機関の
露払い的な活動もひとつの方法かも知れない。だが、我々は、ISOを取得,有効活用して成果をあげ
るために、表の右に示すような解釈をし、内部監査を活用してた。要は、不良撲滅を完全に図るため
のプロジェクトチームという活動である。いくら監査資料が立派でも、また、内部監査の手順が確立
せれていても、不良が出たり、その不安があるのでは何のための監査かわからないかれである。  

 
この内容は筆者の体験談だが、品質改善プロジェクト・チームとして扱ってきたが、あ

る企業で品質対策の話をした時、その企業の専務様から、「それに気がつかなかった。」と

おっしゃられた。そこで、「企業で製造のプロをわざわざ使って、ISO、外部審査機関のた
めに規定の順守だけに時間を使うのではもったいないです。使った工数程度は回収すべき

です。・・・」と、お話したところ、「今日のお話で、初めてそのことに気づきました。全

く目からウロコです。・・・」と、強い共感をいただいたので、ここに紹介させていただく

ことにした。では、ここに示した内部監査方式を具体的に紹介することにする。 
不良は絶対に出すべきではない。そのためには、まず、良品づくりのために定めた標準

が正しいか否かがテーマとなる。そこで、内部監査となる。具体的な実施に当たって、ま

ず、重要製品を 3 点選定し、各１点に対し 3 工程を選択する。仮に、重要工程で標準化の
内容と遵守がガタガタ（不一致の状態）の場合、この企業のものづくりは一体でのように

なっているかが全く信頼出来ないことになる。この準備が整ったら、図表４－４－１１を

ご覧いただき、内部監査を実施願いたい。 
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図表4-4-11　簡単で重要な内部監査の例

項目１

項目２

項目３

技術ｽﾀｯﾌ

項目x

項目y

項目z

現場管理者

項目Ａ

項目Ｂ

項目Ｃ

項目ア

項目イ

項目ウ

実際に物をつくる作業者２名

　「この不良に対しこの工程における重要な管理項目とウエイト，
理由は何ですか？３つの項目について挙げて説明してください。」
と言って、カードに書く。
　(個々に相談してはいけない。立ち会うこともしない。）

４者が完全
一致したら
標準化の
遵守はOK!

 

 
 一般に、標準を作成し、現場へ引き渡しをするのは製品設計を行う部門か、製造技術の

スタッフの方々である。そこで、第Ⅰ番目に、実際にその製品の１工程の関係者に監査関

係者が会い、まず、「この重要製品に対し、この工程の重要管理項目 3つをあげて下さい。」
と問う。重要管理項目 3 つ即座に出てこない、または、「標準書を確かめます。」という状
況が､もし発生した場合、「この状況は極めて危険である。」と判断する。その理由は、企業

における重要製品の重要工程の理解が出来ていないからであり、そのような認識がないか

らである。ここで、もし、３つの項目を示したら、つぎに、「理由は？ウエイトは（重要性

５＝極めて重要、４＝かなり重要～１＝重要でないまでの５段階でつける）？」と問い、

メモをとる。これで、技術者からの重要製品・重要項目の聴取は終了したので、今度は人

を変え現場管理者に同じ質問をする。なお、ここで先の技術スタッフはこの際外すことが

重要である。答えられない時に補助をすると､「伝えた､伝えない、・・・」という口論が起

きる例がある。このような行為は意味がない。また、正面に技術者が立つことで無言の圧

力がかかると、正直に実情を話さない人ひとがいるからである。このような配慮をして、

現場管理者には「重要項目 3 点は？理由は？ウエイトは？」と同じことを聞く。ここで、
もし、この 3 点が頭に入っていないようであれば、この方は何を現場で指導、管理してい
るかが判らない。重要な製品の重要管理項目がこの状況ではものづくりがどのようになっ

ているか､他の製品の品質保証も極めて不安になる。人が関与する以上、多分、現場にどん

なに良い標準書を出しても徹底はおぼつかない。現場管理者の頭に入っていなければ管理

も指示も、仕事のチェックもできない。 
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飛行機のパイロットでも、自動車の運転手でもそうだが、マニュアルを見ながら運転す

る人はいない。重要項目は頭に入れ運転することで始めて技量の発揮がなされる。しつこ

いようだが、今回は、企業にとっての最重要製品の最重要項目 3 点なのだから、当然、現
場管理者は頭の中に入っているべきだし、すぐ答えられなければならない。もし、先の技

術者の内容と一致しなければ、早急に重要項目の見直し~活用対策をお願いしたい。 
「では、誰が実務を担当しているのであろうか？」そこで、つぎに、実際に仕事をして

いる方２名程度を選定し、同じ質問をする。当然、この時には先の、技術者と現場管理者

は外す。同席しても、作業者の後ろにいていただき、声もかけない約束で、作業者１人づ

つ、同じ質問をする。もし、答えられなければ、これこそ大変である。会社で定めた重要

なチェックポイントを知らないで、勝手な方法で生産を行っていることになる。もし、そ

うなら標準化も品質管理も何もあったものではない。ものづくりは正にここ（製造現場）

で行われているからである。 
この 3 段階チェック法は簡単だが、効果ある方法である。即ち、行うべき重要項目、そ
の理由、ウエイトが判っていなければ守る行動は何も起きない。この状況では品質保証体

制をいくら定めても『絵に描いたモチ』ということになる。俗に「頭の中の不良が、行動

の不良になり、やがては製品不良になってしまう。」という言があるが、この言の通りにな

っている危険性が高い状況を示しているからである。ところが、この３点監査をやってみ

ると以外に一致しない企業が多いことに筆者達は驚く。 
いくら立派な標準書を作成しても、標準通り行っていなければ標準書の監査は意味が無

い。もし、標準どおりのことが出来ないのであれば、折角、作成した標準書は一体何のた

めに作成したのであろうか？ということになる。また、ものづくりの要点を本当に押さえ

ていない、誰も使わない標準化は企業では何の意味がない。更に、標準書の重要項目が関

係者の頭に入っていてすぐ引き出せないのであれば、これもまた問題である。重要管理ポ

イントを引き出せないから使っていないことになるからである。この状態ではもはやモノ

づくり（品質管理）はムチャクチャという状態を示すことになる。しかも重要製品の品質

がこの状態では他の製品の品質保証が不安になってくる。その他の製品の品質保証は押し

て知るべし、ということになるのではないだろうか？是非、この簡単だが重要な監査をま

ず実施願い、不良発生の予防を図っていただきたいと考える。また、このような内部監査

の後、是正対策という、実際に発生する問題に対する原因究明～原因の除去対策に入って

いただきたい。不良対策はこのように、標準書に書かれた重要な内容（ものづくりのキー

ファクター）遵守が不良対策の前にあるべきである。皆様には、『標準書は不良品を製造さ

せない予防対策のツールである』ということを正しく理解し、徹底と活用への工夫をお願

いしたい。 
 では、不良が発生する場合、『原因の除去をするための』解析方法の解説に入ることにす

る。不良撲滅は是正対策と言われるが、ISO で是正という言葉は『原因を除去すること』
と定義されている。だが、このアプローチには時間が掛かる方法と早く的確な方法の 2 つ
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がある。時間がかかる方法は TQC・小集団活動で行ってきた取り組みである。不良データ
を前に会議室に集まり、現場、現物、現象の解析から離れ、体験論や想定原因でブレーン・

ストーミングを行う方式である。この方式は、最初から不良発生要因を複合原因という想

定し、とにかく、ワイワイ・がやがやと多数の要因を列挙してゆく方法である。俗に、『八

卦見方式』という名前を持つ方式である。とにかく問題の事実や原因とは関係なくアイデ

アを挙げ、担当を決め、あらゆる想定原因に多数の手を打つ方式である。「手を打っている

内にそのひとつでもあたれば幸い。」といった方式であり、不良対策には時間がかかる方法

である。この方式においては、原因の除去はともかく、不良が半減でもすれば、「かなり効

果があった。」と考え、改善活動は中断して、発表会の準備に入る例が多い。この発表会（報

告会）は、テーマや対象を決めるという所作が前段にある。このため、現場へ出て発生時

点に問題の究明を行うことより、まず、現状把握ということで発生している問題を統計化

してグラフ化するということ（資料づくり）が行われる。また、不良対策までの期間も４

ヶ月と決められているので、急いで現場で発生する問題に手を打つこともしないで統計を

取る。その後、先のブレーン・ストーミングに入る、という所作が用意されている。要は、

発表会に会わせて改善を行う方式を、ある機関や指導する先生？方から推奨されているの

で、ここに示した手順となる。加えて、この方式には発表会が用意されていて、その形式

やストーリーまでもが TCQ発表用ストーリーでなければならない。このために、後付資料
の名のもと、実際には解析に使用しなかった資料を追加し、発表会を飾る（化粧する）方

式に努力が払われる。しかも、問題が起きた対象を汗と涙で対策したものが賞の対象にな

る。不良の未然防止の方がはるかに価値は高いが、この種の内容は発表会には余り出てこ

ないし、もし出ても、専門メーカーなら当たり前ということで評価すらされない。過去、

この種の不良対策方式を故・新郷重夫先生（シングル段取り、ポカヨケの開発・指導の師）

は『死亡診断書会議・発表会』と言われた。35 年も前のことであったが、正に、その名を
示す方式である。その様子を図表４－４－１２に示すことにする。ライフサイクル短命化

の時代、今、もし、このような取り組みを続けていると企業における不良対策は大変なこ

とになるのではないだろうか。その理由は 4 ヶ月に１回の改善に対して、製品ライフサイ
クルは、製品が市場に登場してから 3 ヶ月で販売のピーク、後の 3 ヶ月で市場から消失す
るからである。いかに良い改善案であっても、その適用期間を考えると、適用期間が短く、

成果としては、全くと言って良いほど少なくなってしまう。従って、この種の方式は時代

に合わない遅い方式なので、皆様には活用を避けていただくことをお願いしたい。 
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図表4-4-12　遅く、効果の少ない改善改善の例　

死亡診断書会議 発表会のための改善

　改善は３日で完成したのに、発表
の資料作成と練習に２ヶ月も費やす？

　品質改善は予防対策が一番、発生時点が２番であり、事後対策、特に、死亡診断書会議は行うべき
ではない。右の図はそのことを示している。１週間データを取り、想像と空理空論で、体験から対策を
出す方式は原因に到達するのに時間が掛かる。悪いケースでは、改善は３日程度、発表に２ヶ月を
費やす方式もある。以上は、見た目は活発でも問題解決を遅くする例である。

 

  
「では、スピードが速く、原因を除去する方法は？」ということになる。ここで、NASA
がアポロ計画時に調査した結果を紹介する必要が生じる。まず、解析方法についてだが、

報告によると、「不良や故障の対策は１問題－１原因－１対策が 97%であり、複合原因や測
定不明なため原因がつかめないものが 3%である。」とされている。そこで、この内容を基
に、筆者達は JMA主催による TZD(Total Zero Defect) 研究会を開催し、11社の異業種の
方々と共に不良対策に努力した。その結果、毎回、図表４－４－１３に示すような結果を

得た。要は、対策までの期間が短く、再発ゼロになる対策が進んだわけであった。不良は

物理現象として起きるので、原因とその発生メカニズムを絶つ対策を直接的に行った結果

である。よく「火のないところには煙は立たない」という表現がある。図表４－４－１４

がその状況を示すが、火が原因であり、燃える材料の存在と酸素などの供給メカニズムの

存在があって、始めて煙が立ち、・・・やがて火事になる。火事を起こさないためには、火、

又は、燃えるメカニズムのいずれかを除去すればよい。そうすれば煙も火事も発生しない。

物理現象は事実と物理量でこの内容を明確にしなければ､単なる思想の遊びとなる。そこで、

この事実を基にデータで成立条件を補完し、原因を除去する。その結果、不良が出なくな

った状況を確認するが、この一連の行為を物理学では“証明”という。この証明を TZD研
究会で行ってきたわけだが、TZD 研究会メンバーの方々は、事実確認と共に原因究明がな
されると、問題の再発はゼロなることを次々と証明してきた（産業界では、この行為を 3
現主義（現場で、現物＋現象をみて、現場）というが、この 3 現主義も、ここで示すよう
に、この種の一連の行為が伴わなければ単なるお題目である）。 
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図表4-4-13　事実分析と、BS方式による不良
対策の差異

• 発生時点、不良対策を現場、現物、現実主義の実践で進めた結果、また、１問題→１原因
→１対策で進めた結果は上に示す図の通りである（第１期TZD研究会報告書より）。
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物理現象の世界は１か(or)ゼロの世界である。各種不良要因をまとめたものを総合して半
減という例はあっても、１件づつの要因に半減はない。また、この内容は先に紹介した 11
社・TZD研究会以降、どの企業、どの製品に対しても同じ内容であった（なお、筆者達は、
学者先生が教える複合原因には、まだ 1度も遭遇していない）。 
 不良対策は予防対策を、まず実施した後、それでも、もし、未解決の問題が発生した場

合、再発ゼロを目的に、発生時点に対策を図ることが要点となる。各種の事故や事件原因

究明と同じく、発生時点に事実と証拠の確認を行うことが、問題の原因の確認を行うのに

最も確実な方法だからである。かつて現金強奪 3 億円事件があった。今でも反省される点
は発生時点問題対策が出来なかったことであった。事件当初に犯人の手がかりになる事象

を追いかけ切れなかったため迷宮入りになった事件である。不良問題の対策も相手が物理

現象なだけに、発生時点の対策が重要である。このため JIT ではストップ紐システムが重
視され、装置産業では QTAT が重要視されてきた。その状況を図表４－４－１５に示すこ
とにする。ストップ紐システムは問題が発生した時、作業者にラインストップの権限を与

え、即座に問題発生を知らせ、即座に現場で問題発生原因を探る方式である。「１品たりと

も不良を発生させない。」という取り組みの中から生まれた手法であり、今や､不良対策の

鉄則・国際的な標準になっている。装置産業は一般に設備稼働の停止は困難である。だが、

問題の事象の確認は発生時点が 1番有効なので、QTAT(Quick Turn Around Time)システ
ムが活用される。 
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図表4-4-14　事実分析とメカニズム解析の要点

原因 結果

火の存在

木が燃える
煙がたつ
　　↓
　燃える

問題の発生原理とメカニズム

　不良発生は物理現象としての解析と、事実情報やデータに基づく、原理の証明が大切です。もし、この図化が
なされ、しかも、子供が見ても解るまで物理的メカニズムとして発生原因と結果の関係が示せたとしたら、その事
が問題発生原理がよく示せた、という実証になります。また、この解析に当たっては、1問題→1原因→１対策で
解析を進めることが大切です。

事実情報

データー

物理現象と

して証明する＋

 

図表4-4-15　発生時点問題対策の事例
また、後（あと）工程の作業者が前（まえ）工程
の加工品を検査する順次点検、

クイック・ターン・アランドタイム（ＱＴＡＴ－キュータット）は
発生時点問題対策の方式のひとつです。

・・・・・

異常を感じたら、即時連絡

製造ライン

問題があれば、ｽﾄｯﾌﾟひも
　　　を引き、発生もとへ
　　　即時に連絡する！

標準通りの
仕事の遵守

問題あれば、発生時点
対策

ｽﾄｯﾌﾟ紐ｼｽﾃﾑ

 

要は、問題発生時点に素早く原因を見つけ、技術的対策を下して原因を除去することが不

良対策をスピーディーに進めるコツである。 
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（５） 不良・クレームを出さない生産保証の具体化 
死亡事故の例で残念だが、‘04年に六本木ヒルズで回転ドアー挟まれ事故が発生、事故以
来、ほとんどのビルで回転ドアーは撤去又は使用停止の状態である。この事故で多くの調

査と報道がなされた。一般に、「基準を超えた事故のその下には 30のヒヤットがある。」と
いわれが、この回転ドアー事故の場合死亡事故１件に対し 32 件の障害事故が起きていた。
この報道がなされたとたん、一般市民は、「なぜ、死亡事故が起きそうな時に手を打たなか

ったのか、人が死亡しないと手を打たないのか！」という声と怒りを発し、多くの方々か

ら苦情の手紙やメールがメーカーとビル建設者達のもとへ殺到した。この例ばかりでなく、

一般に、「事故、設備故障、不良の下に 30件程度のヒヤットが存在する。」という調査がな
されている。また、危険予知の考え方は、この 30件のヒヤットやニヤーミス段階に問題の
要因を除去（撲滅）すれば、事故はゼロになることが判っている。ちなみに、不良とヒヤ

ット（ニヤーミス）、そして、その下にある不安と、その構造は図表４－４－１６に示す形

になる。要は、この構成は砂山のような構造であり、右図に示すように、下を崩せば上は

崩落し、不良発生はゼロの状態に持ち込むことができる。 
 

図表4-4-16　不良発生の原理と対策

基準

不良・クレーム

ヒヤット

不安

不安・ヒヤットの低減が

不良・クレームゼロの
原点となる。

不良ゼロ
の状態

　不良・クレーム対策の原理は砂山崩しにたとえることが出来る。不安の上にヒヤット、そして、その上に不良と
クレームがあるわけだが、下を崩せば、自然に上は崩れる。この対策を実務的に行う対策が、事実分析と、原理

図化法を活用したメカニズム解析である。

崩落

 

 
この対策を具体的に進める類似の方法が産業界には既に存在する。不良と安全（ケガ）

対策という分野の差があるが、ケガ対策を中心に行われている KYT（危険予知訓練）手法
である。また、設備故障対策、環境問題の対策にも、この KYT は大いに利用されてきた。
我々は品質改善に当たっても KYTを活用すべきである。要は、もし、製造現場で不安やヒ
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ヤットを感じたら、この段階で原因を除去して最初から基準を超える環境にさせない対策

を行うべきである。 では、具体的にKYTを活用すべきか？について解説することにする。
図表４－４－１７が品質に KYTを活用した内容だが、一例を取り上げ、その活用方法を紹
介することにする。 
ここで紹介する例は異常処理の標準化の一例であり、小さなトラブル・シューティング

の例である。対象はコピーマシンを製造するメーカーＦ社での KYT 適用事例であり、TZD
研究会メンバー企業が取り組んだ例である。ここでは、過去、問題が発生していたものを

発生時点に事実分析と共に解析した。その結果、快挙ともいう内容で不良の撲滅が図れた。

「だが、問題の発生を待っていて対策するやり方はモグラたたきと同じ！」という言が出

た。そこで新製品の立ち上げ前にケガの安全対策で活用してきた KYT を品質対策に利用す
ることにした。その結果、具体的には、手直し指数という不良の下にある要因を含めた対

策を図ったわけだが、発生しそうな問題に対して、１問題→１原因→１対策方式で進めた。

具体的には、新機種切り替え前に充分な事前検討を進めた。その結果は、何と、最初から

困難とされた不良は 5件の発生に押さえることが出来、その後の解析で１ヶ月後には 3件、
その後改善を進めゼロに接近させることができた。 

図表4-4-17　事前検討対策の必要性と事例

１ヶ月

従来機種７０

９

手
直
指
数

１ヶ月

５
３

新機種・ＤＲ対策

その後

　不良対策で一番大切なことは事前検討段階で不良撲滅を図り，最初から出さない対策である。
この考え方で、コピーマシンを製造するＦ社では、TZD研究会による手法を活用して大幅な手直し
指数の低減を図った。問題を発生させた後に対策する方式は「モグラたたき対策である！」と考え、
類似新製品に不良対策の手法を適用した結果、新製品検討段階から大幅な指数低減を図ること
ができた。

 

 要は、「不安、ヒヤット対策を進めた結果、生産着手前に不良撲滅を図ることが出来た。」

のであった。これは、不良対策に安全で用いた KYTが成果を用いた成果である。この体験
以来、F 社では、「不良・クレーム対策は問題を出してから対策するより、問題を出さない
よう事前検討対策で不良の下に存在するヒヤット（人間の関与する内容はニヤーミス）を

対象に、その問題の要因を除去することが大切である。」ということになった。 
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その後、TZD 研究会では、品質面の対策に KYT を利用して、事前対策段階に不良を出
さない仕組みを探求した。まず、製造プロセスに注目し、「最初から不良が出ない取り組み

をするために何が必要か？」という課題の解析を行ったわけである。では、その例を紹介

することにする。 
過去、ある製造プロセスを取り上げて不良が出ない仕組みづくりや、その品質保証の実

態を証明するため、多くの企業では QC 工程図を作成が行われてきた。図表４－４－１８
にその記載様式例を示すことにする。この方法は、製品製造というものづくりの過程に沿

って使用設備、標準化の存在と運用、技術的に管理し不良を出さないようにするため管理

ポイントを記載する、という点では立派な書類である。だが、この図表は作成することが

目的となったり、顧客から品質保証の信頼が得られない時に作成～提出して認証を得るた

めの目的に作成される程度に終わっていた。一応、製造プロセス上、管理・運用すべき重

点部が記載された資料ではあるが、筆者の経験からその活用状況を振り返ると、この資料

が、不良や手直しが発生した時に、対策を検討する現場で活用する例は少なかった。 
その理由を TZD研究会で解析したが、問題点を挙げると、「①QC工程図は製品製造の要
点が書かれているはずだが、一覧で分かり難い、②標準書など細かく、具体的な資料の追

加がないと役に立たない。③文字の羅列であり、どこがどのようになって不良を発生させ

ない管理ポイントを押さえるべきかが即座に判りにくい。④不良と原因の関連とメカニズ

ムや物理現象として管理すべき定量的なデータと品質への影響がこの図に書き表して行く

ことに難が多い、という４点ではないか？」ということになった。 
以上、このような実務的な問題を TZD研究会では見直ししたが、その結論は次のように
なった。即ち、「①QC 工程図はつくることが目的で使うという目的で見ていなかった。ま
た、②提出書類という内容は、その会社のノウハウに属する内容が他社に流出する危険性

があるので詳しく記載できない。」更に、「③使いにくいが、ほかに良い方法がないので作

成していた。」とか、「④品質管理部門の要求に応じて作成することが目的であり、実際の

現場で活用するには難しい」、という反省も出てきた。 
そこで、この QC 工程図の改良が必要になった。特に、不良対策に当たって重要な内容
は、不良発生原因とメカニズム、それによる結果と管理ポイントを示す必要が生じた。す

なわち、「物づくりの要点は物理量やメカニズムと共に製造原理を示さなければ、不良の原

因除去の確認や証明にならない。または、時には、数式やデータをそこに付加するという

工夫が必要になるケースもある。」と TZD 研究会では結論づけた。更に、原因が結果につ
ながる理由と品質をつくり込むための管理の程度（管理限界）や、もし、問題が発生しか

けた場合は QTAT をいかに運用すべきか？という実務的内容の明示も必要なので、これも
図表上に記載することにした。 
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図表4-4-18　ＱＣ工程図が必要とする機能、だが、持つ欠点

ISO9000に見る品質保証の重要性

　顧客要求事項及び適用される規制要求事項を満たした製品
を一貫して提供する能力をもつことを実証する必要がある場合に規定
するものである。　（ISO9001:2000　規定　１．適用範囲のa)　）

多くの企業で用いられて来たQC工程図

　・・・・・　・・・・・　　　・・・・・　・

基準○○抜き取り強度試験◇　検査（目視）　・

保管基準は規定○○専用容器→　容器にて運搬５

仕様書，工程内検査・・穴加工，表面研削○　加工４

検査規定○○によるバリ、割れ、キズ検査◇　製品検査３

規定◇○による容器○で1時間保持△　冷却と保管２

温度○○、規定○○金型、材料○○・・○　鋳型にて成型１

基準書と主な注意点使用機器／設備など工程記号と製造工程内容No

・　　　　・・・・　　　　　　　　　　　　・・・・・　

　ISO9000の重要管理項目のひとつに“品質保証”がある。このため過去，多くの企業で内容を証明する書類として，
QC工程図が盛んに作成されてきた。だが、、不良対策の場で、また、事前検討の場で毎回，検討に使うケースは
非常にまれである、というのが一般的であることが、ＴＺＤ研究会の調査で判った。

QC工程図の欠点
１、専門的である

２、ものづくりの原理が
　　わかりにくい
３、証明書として作成を

　　目的にＱＡ部門で
　　整備する目的だった

 

 
 企業では、外部の工場見学者が、ある製造工場の見学をする時、ものづくりの要点は簡

単な図表で要点（物理的なメカニズム）を示した資料を示されているのが一般的である。

また、物理の書は必ず、図や表、数式や物理量でものづくりの要点と管理ポイントとその

理由、管理ポイントの逸脱がどのような問題に至るかがサンプル写真や図で示されている。

そこで、TZD 研究会では、この図表上に、ものづくりの要点と管理ポイント、存在する基
準や評価基準、QTAT などを一覧化させる工夫を図った。例を図表４－４－１９に、その
イメージを例示すことにする（なお、詳細は企業の極秘事項に関与するため、ここにでは

その内容を割愛した）。 
では、ここに示した『品質保証実態図』を例に、その要点を解説することにする。この

図表はプラスチック成型品製造に関するイメージだけを示すものである。左上の内容は金

型で成形する製品においては管理すべき物理量と管理限界を例示した。また、塗装工程に

おいても塗装不良を発生させない項目を示した。ここにはプラスチック成型品の例を示し

たが、筆者は同種内容をアルミ成型品に利用したことがある。一般に「鋳物はバリが出る。

仕方のないもの。」ということを学生時代、金属工学科では先輩達から教えられてきた。だ

が、実際に現場の管理を任され製造を始めると、金型の中にバリのないのがあった。バリ

が発生すると、バリだけでなくひけ巣やピンホールなどの欠陥が出てくる。 
この問題を無くすためにもバリはない方が良い。そこで､筆者達は、なぜバリが出ない金

型がうまく出来るのかを調査した。その結果判ったことは、バリなし金型は図面通りの寸

法で製作されていることが判った。そこで、早速、最終製品を抜き取り検査する 3 次元測
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定器を金型製作現場に移し、3次元測定器を通過しないものは製造現場に出さないことにし
た。要は、3次元測定器を評価設備・ポカヨケとして利用したわけであった。加えて、金型
の成型サイクルと温度バランスを厳しくチェックするため ITを利用した制御システムを搭
載する。不良のきざしが起きたらシングル段取りを利用して、即座に良品生産可能な金型

に変更する。 
 

　図表4-4-19　品質保証実態図記載例　　　　
成型工程の例

金型

製品

金型精度○○以内
塗型厚さ（均一性）
　○○ミクロン
金型温度・ｻｲｸﾙ

　標準書○○
・・・・・・
・・・・・・・
ｷｭｰｲﾝｸﾞ時間○○

的を得た

物理的条件

を完備して

いるか？

塗装工程の例

塗装ガンのパターン
タンク圧力○○±◇
距離○○ｃｍ
塗料粘度○○

塗料温度○○
・・・・・・
・・・・・
塗装ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　再度、品質保証実態図に使う原理図化法のイメージを示すことにする。例はプラスチック部品生産ラインであり、
成型工程における成型原理と管理ﾎﾟｲﾝﾄの要点は図に示すようになる。また、もうひとつの工程である塗装工程の
管理ﾎﾟｲﾝﾄは右上のようになる。本来はもっと詳しいノウハウを示すべきですが、各社の極秘事項に関与するため
ここには記載するイメージだけを示した。

材料

製品
ＱＴＡＴ

評価技術 製造工程

最終品質保証

プラスチック
部品生産

ラインの例

 

  
更に、ジルコン・サンドを塗布する匠技術についても、塗装の図表と同じ管理を用い、

溶液は決めた濃度に配合する。リューターという磁気攪拌方式を使い常に均一な濃度を維

持する。塗装ガンは塗装パターンに合格したものしか使わない。塗布する被対象物と塗布

するガンの距離を決める。塗装ガンへ送る圧搾空気の圧力を決める。塗型手順はベテラン

の作業をビデオ分析し、均一性を測定・評価した後で、塗型パターンとスピードを分析～

標準化して、塗布スケジュールと位置をガイドするため、レーザー光線を金型に照射しな

がら作業者はそれに従って塗型する・・・・という内容を標準化して、金型生産に適用し

ていった。このような対処の結果、バリなし鋳物を常識的という状態でつくり、更に、10
年もの訓練を受けた匠でなければ出来ない塗型を、素人が行っても最初から匠同等の作業

で仕上げることも可能にした。同種の解析は、既に鉄鋼関係で例がある。例えば、既に溶

鉱炉の IT制御においても同種の解析手法を利用した例である。このように、要は、この種
の物理量とものづくりのメカニズムを的確に解析し、『品質保証実態図』という形で表現し

て、ものづくりの現場で活用すれば、不良が出ない仕組みを実現させている例は多い。 
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 TZD 研究会で、このような『品質保証実態図』が提示されてから、筆者は銅板に均一な
メッキ膜をつくる企業にお邪魔したことがあった。その企業ではもともと不良はゼロに近

かった。だが、その企業では多くの手間をかけ品質維持を図ってきた。そこで、同種物理

量の検討と IT を用いたシミュレーションを行った、要はメッキ液の濃度と分布の均一化、
電荷分布を均一にすることがメッキ均一化の要点である。このような発想のもとでメッキ

工程を解析の結果、ノウハウや調整内容が全て定量化できた。 
以上、このような取り組みで設備の各部位の定量管理を行うことができたわけだが、結

果、管理工数は１／１０以下となった。また、現時点で、2年以上になるが不良ゼロ生産を
維持している。物理量の解析が進まない対象にこの種の対策は難しい。だが、もし、もの

づくりの要点が解析され、そのメカニズムの解析が進み、管理ポイントが定量化されれば、

ここに述べた内容同様に、不良ゼロ生産の仕組みが実現できると信じる。なお、現在、数

件の企業に波及中であるが、既に、適用済みの企業では同種の成果をえつつある状況であ

る。また、この種の内容を維持してゆくためには、図中に◇で示した評価基準が必要であ

る。評価技術がない品質づくりは製造技術の維持管理が保証できない危険性を含むからで

ある。以上の内容が『品質保証実態図』の概要である。 
 つぎに、『品質機能系統図』を示すことにする。この解析図表は組立品について TZD 研
究会で研究の結果創出することができたものである。イメージを図表４－４－２０に示し

た。作成したきっかけは、小型カメラを製造する研究会企業の方が、「設計者は頭の中に品

質保証するための構造をイメージしていて、それとの対比で製品の出来ばえを評価してい

る。」という言葉に端を発し具体化に至った図化法である。この言のイメージを追求した結

果、その内容がＶＥ手法で活用してきた『機能系統図』と同じ構造であることが判った。

そこでこの図表の構成となったが、まず、製品全体に対しては、その製品に要求された品

質要求が機能として必ず存在する。だが、このような品質要求は各ユニットが分担して受

け持つ、すなわち、最終製品に定められた評価要求各ユニットが分担する仕組みとなる。

更に、ここで、重要なユニットを選定すると、その下位にある部品が今度は重要ユニット

を構成する部品に品質要求を分担させる構成となり、同時に、◇で示した評価基準で評価

される、・・・という内容となる。このような内容を原理図と共に作成し、物理量と管理限

界を記載し、なぜ、各ユニットや部品が、個々に各品質要求をそのように定められるべき

なのか、をひとつひとつ明示した後、過去の不良や手直し、不具合の条件を入れシミュレ

ーションして図表を完成させる構成とした。以上が『品質機能系統図』の全容である。 
早速、この図表を小型カメラ組立現場へ適用した。その結果、過去それなりに不良は減

らすことができた製品の不良を、今度はゼロ接近させることができた。その理由は、①こ

の図表の作成により製作上の管理ポイントが、全体と個々の関係で明確になったこと。②

製作上でベテランを要する内容は作業担当者のスキル向上・評価を行ってから作業に就か

せる必要性が高い分野が明確になり、その対策を進めたこと。更に、③製作の上で作業者

が苦労する内容は設計改良する。・・・という内容を組立治具改善や指示、標準化への折り

 325



込みを含め明確化したこと、また、④組立上、少しでも不具合があれば、この図表を基に

何をすべきかを問題発生の都度、対策した。・・・ということが不良ゼロ接近の要点であっ

た。この図表も具体的なデータは全て極秘内容に属するのでここには公開できないため、

図表４－４－２０には、そのイメージだけを示した。この図表も現在は多くの企業で展開

しつつある。例えば、ある建築構成品を製作する企業では、評価内容にライバル比較を付

加する、といった改良を加え、新製品開発段階から最良の品質と差異（差別）化に大きく

役立てている例などである。 
 

図表4-4-20　品質機能展開図の構成イメージ

最終製品への

品質要求

ユニット→

各部品への
品質要求展開

最終製品への
品質要求

評価
基準

部品Xの
作業手順

作業標準

部品
品質要求

Xの

部品
品質要求

Y

部品
品質要求

Zの

部品
品質要求

Wの

評価
基準

ユニット
品質要求

Ａの

ユニットBの
品質要求

ユニットCの
品質要求

評価
基準

最終
品質要求

例：
標準手順
教育・評価
適正評価

・・・・・・

例：
評価技術
測定器
評価項目

管理方法

契約・仕様書
各種基準

不良等の事例

　品質機能系統図は、装置（プロセス）型産業やラインでものづくりを行う製品保証に対し、組み立て製品の品質
保証を一覧化させた様式である。この手法はＶＥ（価値分析）に用いてきた機能系統図をヒントにして生まれた。
組み立て製品に要求される最終製品の要品質求を記載する。この品質要求は各ユニットに分担され、個々の
評価基準をパスした内容で構成させる。ユニットは部品で構成され、個々の部品は個々に品質要求を分担し
品質要求の展開が構成されて行きます。部品は製造プロセスを経て、定められた手順で製造されますので、そこ
に品質をつくる作業手順への要求が必要になる。以上が品質機能系統図の構成である。

　この図は製造現場や部品納入者に対して，製品全体の構成と個々のユニット，部品，更には作業の内容の関連
がつかめる。製品設計者にとっては、作業内容と製品設計条件との関連がつかる。このような状況なので、
デザイン・インの場でも現在，既に、多くの企業が活用し、成果をあげつつある。

 

  
 以上、QC工程図に代わる図化法 2種を述べたが、結果的にその形状が FMEAや FTAの
改良版という形になっていることが判った。また、この内容は SLIM-ⅠとⅡを品質面で保
管する内容であるばかりでなく、顧客志向でより良い製品をつくり、提供する活動の土台

となるハート・ウエアの範疇に入る内容である。この意味で SLIM-Ⅰ・Ⅱを発展させる品
質戦略展開面で有用な手段のひとつとして位置づけたいと考える。また、そのような意図

を示す例として図表４－４－２１にその種の内容を紹介することにする。なお、紙面の都

合上、本書では TZD研究会で調査、活用してきた事実分析に伴う品質改善手法の全てを紹
介できないが、不良対策に困っておられる方には、図表２－２－２２に現在までにこの種

の内容を活用した例を記載した販売中の著書の紹介と、図表４－４－２３には、事実分析

に関する各種不良対策手法を一覧表として紹介させていただくことにする。この種の対策

を進めつつある方々には、是非、お役立ていただきたいと考える。 
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図表4-4-21　品質戦略展開図への活用について

作成手順と、主な投入要素

１、QC工程を明らかにする
２、各工程毎に原理図化法を用　　
い、物　づくりの構成･ﾒｶﾆｽﾞﾑ　　を

明確化する。
３、過去不良や手直し等の内容　　
を用い、内容をﾁｪｯｸする。

４、品質保証のための評価技術
　　と運用を明確化する。

５、各技術の管理者、管理ﾎﾟｲﾝﾄ
　　を明示する。
６、問題発生時のQTATを示す。
７、５M段階改善法と共に、技術
　　改善方向と課題を明示する。

品質保証実態図
品質機能系統図
の特徴と活用法

１、一覧でものづくりの実態
　　ハウツウがわかる
２、不良・クレーム再発の際

　　何が欠如していたか判る
３、技術的に改善すべき内容

　　がﾋﾞｼﾞﾌﾞﾙに評価される

用活

１、品質保証の実態把握
　　　　　　↓
２、品質戦略図として技術
　　改善のﾍﾞｰｽを提供する

品質一流化・継続的改善

地図のない
活動は彷徨
である。

 

 

図表4-4-22　筆者関連の不良ゼロ対策
　　　　　　　　　　～ISO9001対策　資料・文献関連

↑　第１期ＴＺＤ研究会
　　　報告書→出版

第３期N-ＴＺＤ研究会報告
第２期ＴＺＤ研究会報告も同種形式

　　　↓

翻訳版
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図表４－４－２３ 事実分析をベースにした各種不良対策手法(TZD研究会で使用のもの) 
No.  手 法 名          解    説 
１ QCセンス QC７つ道具を、机上討論の道具や発表会の後付け資料とせ

ず、現場・現物で使う。例えば、特性要因分析は 5Ｍを中心
に 5W1Hと共に、対象をチェックしながら原因を探る。 

２ QTAT 
(Quick Turn Around 
Time System) 

不良やトラブル発生時点で情報を早期、出来るだけ発生時点

に流し、原因究明する方式。ＪITにおけるストップひもはこ
の代表的な事例である。 

３ 不良の３区分方式 良品／不安品／不良の区分を設け、不良の良品への混入防止

と、不安品を攻めることで不良の区分と対策を図る。 
４ 完全生産方式 製品不良が出ないように設備を完全な形にする。このモデル

を波及しながら、あるべき姿とのギャップ是正を図る。 
５ ポカヨケ 人が間違えやすい内容を簡単な工夫、センサーの利用などで

カバーする（新郷重夫氏が提唱、有名になった）方式 
６ 源流管理・改善 製造技術そのものを革新して不良が出ない仕組みに変革 

させてしまう取り組みと方式 
７ 品質機能展開図と 

 品質保証実態図 
製造プロセスとものづくりの原理を明確化させ、品質管理す

べきキーファクター、管理ポイント、QTAT などを明確化さ
せた後、過去の問題をシミュレートし、問題発生を防止する

手法。品質機能系統図は構成でこの内容を示す方式 
８ 目的集中 

現場観察法 
チェックリストを用いて、現場における問題発生要因を注視

し(何度も観察し)つつ、原因を発掘し、対策を考える方法 
９ だるまシート不良対

策(是正対策書の一例) 
現場に行かない内容がだるまの姿に似ていることにヒントを

得てつけた是正対策書の利用法。原理図化法と事実分析を行

いつつ、不良の原因分析が可能な様式 
10 TPM／５S改善法 中井川正和氏が提示し、産業界に普及した設備５S 対策の利

用。ゴミ、汚れによる強制劣化対策で、設備生産性と不良撲

滅の同時化を図る対策 
11 ５Ｍ段階改善法 人→方法→計測・治工具→設備→物＝設計の技術発展段階を

考慮して不良対策手段を適用する。ちなみに、ISO による標
準化は方法の段階、ポカヨケは計測の段階である。 

12 ヒューマン・エラー 
     対策図 

人が起こしやすい問題を縦軸に定め、横軸には対策手法のガ

イドを示す。具体策を調査し、マトリックス化、実施可能性

を評価した図表化を図り、対策を抽出する。 
13 ５W法 ５回のWhy?を用いて、原因を現場・現物で追求する手法。 

５Ｍ、５W1Hをチェックしながら原因とメカニズムを示す。 
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図表４－４－２３ 事実分析をベースにした各種不良対策手法(つづき) 
No.  手 法 名          解    説 
14 FF（Fact Finding）法 ビデオ、カメラ、デジカメ、各種物理量を計測可能な機器を

用いて、問題の事実、異常や、危険発生要因を捉える。 
15 原理図化法 Ｎｏ．１４までの内容解析結果を原因から結果を導くメカニ

ズムと共に示す図表や算式などを総称したもの。この解析で

子供に解る程度に原因→結果の関連がしめされれば、また、

データや事実で示されれば、物理現象として証明されたこと

を意味する。 
16 比較分析法 米国ＮＡＳＡ(航空宇宙局)がアポロ計画時に開発した手法の

ひとつを改良した手法である。起こっている事象・事例と起

こっても不思議ないが起きていない事象・事例とを事実情報

を基に５Ｗ１Ｈで比較し、差異分析と共に論理的に問題が発

生する要因を洗い出す手法 
17 スローモーション 

解析 
ビデオ分析のひとつであるが、スロー解析により、また、ス

トップ機能により、問題の発生事実やメカニズム解析を行う。

スポーツでもそうであるが、ゆっくり行動することで問題が

明確になる例があるが、ビデオだけでなく、スローアクショ

ンにより問題をつかむ手法もこの分類に含めた。 
18 FTA（故障の木解析） 樹木式に組み立て製品の構造を記載し、ここの部品の信頼性

データを入れ問題の構造化を図り対策する手法 
19 FMEA（故障モード 

     影響分析） 
部品やユニットの弱点や故障ﾒｶﾆｽﾞﾑを例記し、問題と対策 
を検討しながら対策や異なる技術を利用するための探索を 
行う手法 

20 DR(Design Review) 
 

ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用し、企画、設計～部品展開・検討時に過去起き

たﾄﾗﾌﾞﾙや不具合の事前検討～対策を組織的に図る。 
21 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ/ 

有限要素法/ 
熱解析・・・ など 

I T 化の進展と各種ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑやﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ化の充実に伴
い。仮想空間で製作・製造後の製品の性能，特性や起き得る

かもしれない問題を確認，評価するための手法。寸法の齟齬、

熱解析、強度解析、風抵抗値の解析，耐震構造の解析など多

くの分野に適用がされている。 
22 品質 KYT（危険予知 

    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）法 
泥臭いが現場的な手法である。その道の現場のﾍﾞﾃﾗﾝｶが現場

診断や製品の事前検討に加わり、丁度、安全・ケガ対策に用

いてきた危険予知訓練（ＫＹＴ）と同じ考え方で潜在的な問

題を探り不良発生を予防する取り組み。 
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４－５，フレキシブル生産の基盤づくりのための 

応援・多能化対策と新人早期育成法 
 
（１）目に見えない人が持つ力を引き出す方法について 
 コスト（金額）改善や物事の成果は技術向上と各種改善の結果として得られる。だが、

必ずその基には人々の努力がある。そこで、この局面を取り上げ、まず、目標管理と人の

レベル向上に関する対策をハート・ウエア対策のひとつとして、ここにまとめた。 
まず、図表４－５－１であるが、この例は 50名の方々をランダムに選び２つのグループ
に分け、高飛びを行いつつ目標管理に相当する実験を行った例である。何度やっても似た

ような結果が出るそうであるが、30％という目標を持つ場合と、単にチャレンジを願う行
動では、そこに大きな差が出ることを示したものである。また、このことは目標設定が人

のチャレンジ精神抑制に大きく関与することを示した内容である。 
 

図表4-5-1　目標管理の大切さ

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）。

 
 
 人には意思力というものがある。もうひとつ、人が持つ偉大な力の例を示すことにする。

「病は気から」という言葉がある。同じ人間でもプラス志向になった結果人生を大きく変

える例や、逆に、マイナス思考に落ち込んだ人が、短時間で廃人のようになる例が多数あ

る。この例はその種の内容を示す事例である。 
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 【医者が見離したガン患者の復帰】ある医師の話から 
ある末期ガン患者に、ある大学病院の医師が家族の了解のもと、末期ガンであることを伝え

た。また、この方の少ない人生を自宅治療ということにした。その後、この患者が病院に訪ねて

きた。そして、「実は」と言って包み広げ、「友人から大変貴重な薬をいただいたが、飲んで良い

物か？」と医者に尋ねた。薬は特別製の箱に入り、高価に見える贈り物だった。その薬に対し、

この医者は、残された日々が少ない患者に、効果の程は判らないが、「少しでも患者の精神的

な支えになれば、それで良いではないか！」と考え、「こんな高価なものはめったに手にはいり

ません。是非お飲み下さい。」と、返事した。患者は「やはり、・・・」と、うなずいて帰った。 

 何と、その後、この末期ガン患者のガンはみるみる治ってしまったのである。そこで、医者は

早速その薬を分けてもらい分析した。だが、医学の立場からは全くなぜ治ったか？については

全く説明がつかなかったそうである。しかし、患者が完治した事実がある。 その後、この医者

はこの“まか不思議な事象”を関係者に伝えた。同時に、この薬の送付者にも、この話を伝えた

ところ、「それなら、・・・・」ということで、大量の茸を送ってきた。 

 その後、この茸は大変有名になった。また、この医者は、同じような症状の患者が数名いたの

いで、その茸の話を紹介した。すると、皆が、「是非欲しい。」という事だったので、提供した。患

者達は「お礼を払いたい。」と言ったが、この良心的な医者は「ただで貰ったものであり、金は取

れない。自由に、必要なだけ持って行きなさい。」と伝えた。当然、茸はたちまちなくなった。だが、

不思議なことに、同じ茸を持っていった患者の一人として末期ガンが消えることはなかった。 

 この話は、人が持つ自然治癒力を示す例、とのことであり、茸を感謝して飲む人と、無料で、

何の感謝もなく飲む人の差がはっきり出た例である。また、人は考え方の違いで病気の治療ま

でが左右される例であり、この種の治療法はガン治療のひとつになっている、とのことだった。 

対象は異なるが、同種内容は、産業界にも多数の例がある。図表４－５－２にその種の事

例を示すことにする。つぎの例は、リーダーが使命感をいだき活動する中から、不可能と

思われるような内容を実現させた例である。すなわち、顧客志向の製品づくりを行う中か

らご自身の職業観～人生観をも形づくり、それが産業界にも大きい影響を与えた方々の取

り組みである。図表４－５－３も一般的内容だが同種内容である。では、この種の内容を

基にして製造現場で働かれる方々がハート・ウエア発揮させる導き方について、以下に要

点を記載して行くことにしたい。 
まず、人が能力を発揮する動機について、その内容を解析した取り組みや事例を紹介す

ることにする。共通する内容は自己育成の目標＝産業人としての職業観・人生感に使命感､

夢、目標を持つ、という形で行動することがベースになっている点である。このイメージ

を図表４－５－４に、また、そのための各種の対策を図表４－５－５に示すことにする。

この種の事例はよく知られたことばかりであり、その活用法を産業界に定めると、まず優

れたリーダーをつくり、その方々を中心に部下の力をいかに引き出し、実力を高めるかが

人材育成への展開法となる。 
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図表4-5-2　目にみにくい力が発揮された産業界の例

中小企業のノウハウを交換するﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽを展開、中小企業
の相互技術交流、新分野開発に貢献しつつIT市場を席捲中。

NCネットワーク
（中小企業・集団化）

　４

裏舞台に大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを早期に導入、生産・販売管理だけでなく、
牛丼の製造・生産管理に適用。築地から発祥したこだわりの味を

確保・徹底すること、値段とｻｰﾋﾞｽの可能性を含めて対策。狂牛
病の問題があっても市場と顧客の信頼を確保している。

吉野家の牛丼　　３

‘02年2月NHKで放映、顧客の声を重視し、業務用エアコンのｴﾈ
ﾙｷﾞｰ60%を削減する技術開発と24時間ｸﾚｰﾑや顧客の相談を受
ける、という取り組みがV字成長、売上の回復を得た。

ダイキン工業「顧客の声
を生かした製品開発」

　２

多くの事例があるが、逸話の一つを紹介する。水道哲学に基づき、
原価低減を市場価格低減に反映する努力を図ってこられたことで
有名である。だが、むやみに値下げをしたわけではない。

ある企業で値下げを要求されたが、悩み「社長の一言で値下げ
するのはできますが、わが社の製品は従業員の血と汗の結晶で
す。品質と納期面で力の限り努力します。・・」が信用と売上を伸
ばした。という逸話が残っている。

故松下幸之助氏

の努力

　１

　　　　　　売上・利益が増大する内容　　　　項目の例No.

顧客ニーズ対応を中止に、顧客の高い評価を得た例；
　　　ここには、時流、社会の要請、顧客の信頼を得た多くの取り組みが見られる。

 
 

図表4-5-3　人の意思と活動の違いにより
　　　　　　産業界で問題を起こした例

品質・環境問題など、多大なマイナス影響を無視した例；
　　　もし、対策を取らないと、と考えた場合、目にみにくに問題の増加をきたす例

食品にダイオキシンの混入、中国輸入の野菜に使用が認められ
ていない農薬の使用がある例は、生産・輸入禁止になる

例が多い。環境汚染物質だけでなく、産業廃棄物不法投棄も

この種の内容と同じ問題と、No.1と同様の制裁を受ける。

環境問題へ発生　２

ミドリ十字、JCO、雪印、三菱自動車、日ハム、・・・など品質問題で
大きく社会、顧客の信頼を裏切った例は、大きく売上を落とす。又
は、企業倒産に追い込まれる内容を現出している。

品質問題の発生　１

　　　　　　　　販売・コスト面の影響解説　　項目の例No.

ヤオハン、そごう、ダイエーに見るように、拡大路線を重視し、成長
期には問題が無いように見えるが、需要が行きつまり倒産するケー
スがある。

拡大指向の行き過ぎ　５

不当なダンピング、不当なカルテル、談合による不当な入札は、問
題が発覚するにつれて社会的な信用を失い、倒産を招く恐れあり。

不当なダンピング　４

不当労働行為、セクハラ、不当なリストラ、組合問題、過労死など

従業員を粗末に扱い､人間無視をする企業は上記と同じ扱われる

従業員の不当な扱い　３
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図表4-5-4　積極の心の構造

能力 判断力 断行力

体力 胆力 精力

組
織
の
存
在

エ
ネ
ル
ギ
ー

・
活
動
の
基

好　

奇　

心

積極の心

産業人の
　モットー
①名誉と誇り
②思いやり
　　の心
③世のため
　　人のため

産業人の
　モットー
①名誉と誇り
②思いやり
　　の心
③世のため
　　人のため

産業人として“使命”“夢”“目標”
　　　　　　　　　　　　　　　を持ち　→
　　　　　　　　　　　　　　　活動する！

 
 

図表4-5-5　産業人が能力を発揮する対策の例

【人的能力向上に関与する項目】
①ﾎﾟﾘｼｲ的な組織、人事面の改善により伸びる人材の発掘を図る。　②得がたい人物の援助・指導に
より、大きな革新を図る（ｱｳﾄ・ｿｰｼﾝｸﾞの投入による革新）。　　③特別・トップ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを創設して人材
育成と企業成果の創出同時化を図る。　④多能化を図り多くの見方と改善、人材育成を図る。　⑤企業
への貢献度を数値で示し成果を早く納得の行く方式で示し、評価することで人のやる気と実力を伸ばす
対策を図る。　⑥目標管理、特に個人の夢と目標を企業方針と融合・評価させる仕組みを運用し士気の
高揚と実力向上につなげる策を図る。　⑦上司、指導者、相談役など、適切な配点を図り育成を図る。
⑧計画的に成功体験を図り士気高揚と人材育成を図る。　⑨新人は企業に入った時に就く上司に似る
が、最初から良い指導者につけて育てる。　⑩その他、人材育成の項目多数（例：系列会社が親方日の
丸式な取り組みであったが、トップの人間関係が切れたので整理し、各種しがらみを断ち、改善を得た。
外的圧力・トップを得て、従来から課題となってきた大きな改革を断行する。など）

【製品・製造設備に関与する項目】
①生産・メンテナンス・操作性の高い設備に置き換えることにより現場的な諸問題の解決が図る。　　　
②ITネットにより、世界を広く探し、2社購買、より性能、信頼性が高く、価格の安い部品、部材の探求を
図る。　③製品の薄肉化、モデルチェンジ、工程省略など、革新技術を投入し、原価低減に貢献させる。
④原価管理、特に、固定費の割付基準を見直し、プロダクトミックスによる儲からない製品の検討を進め
る。　⑤営業担当者の評価を変え、新製品を集中的に売る策をトップダウンで進める。　⑥製品の異分
野への応用を調査・試作・検討を進め、拡大市場への適用を図る。　⑧不採算製品の機能向上を図り、
小規模ながら、より付加価値の高い分野への展開を図る。　⑨アフターサービス、使用済み時引取り
方式と共に、顧客管理・信用を高め、製品の価値向上を図る。　⑩その他、製品戦略項目各種(例:分野
を限り、ブランドイメージを高め高級志向で永続的指定客を確保する）　  

 
 既に、この種の内容の多くは“リーダー育成法”、“率先垂範”､“師となる職場リーダー

づくり”という表現で、多くの著書にそのノウハウが記載されている内容と全く同じもの

である。だが、注意すべきは、先の話と関連する内容である。即ち、『教育とは、上から下

に指導する方法ばかりでなく、最近は部下自信が“気づき”を求めるべきである。』という
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点が加わっている点である。このような局面があるため、最近、人材育成法も、部下の人

生観を高め、積極の力を発揮していただくことを重視し、上司が支援するコーチングとい

う手法が産業界で重視されている。そこで、以下、人材育成のためのコーチングについて、

その要点を紹介することにする。 
 
（２）コーチング技術 
 コーチング技術はカウンセリングのように、精神的に問題や悩みを持つ方の治療や、産

業人でありながら問題を持つ人々を指導、矯正して、ある程度のレベルに戻すという目的

で行うものではない。コーチングはあくまで自己育成意欲を持つ方々を援助することを基盤に、

各種技術的な手法を駆使して、「企業におけるモノづくりの基盤となる人物像を具体化する」こ

とを目的した対策である。すなわち、目標管理を中心に『人生観＝職業観の一体化と共に、自

己育成面で気づきを図る。』対策を狙いとしている。このため、ここでは、まず、本人に目標を立

ててもらい、本人の思いを支援しながら、目標達成と成功体験を基に、感激が次のチャレンジ

につながる援助をコーチが行う、という手順をたどることが行われている。 

企業でコーチングを利用する目的は、主に、企業革新のイニシャル・リーダー、すなわち、皆

のお手本になってもらう人物像づくりが狙いとなる。そうなると､対象者は誰でも良い、という

ことにはならない。人が集団をつくると必ず、そこには 2:6:2 の原則というものが発生す

るからであり、コーチングの適用に当たっては、この前向きの 20％中から人選をするべき

ことが原則になるからである。 

 

　図表4-5-6　２：６：２の原則

２ ＋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
が生まれる。

　２：６：２の原則を解説することにする。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。

　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、という理論である。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。ちなみに前向きの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。

新目標 ２ ６ ２
前向きの２だけが
活動する状況

前向き　　付和雷同型　反対派
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ここで 2:6:2の原則を用いたコーチングの適用方法について解説することにする。産業界
には「やる気のない方々にやる気を起こさせる管理技術はない。」という通説がある。従っ

て、この対策は無視し、前向きの 20%に注目する。まず、前向きの 20％だが、この方々は
“やる気”のグループの方々である（必ずしも頭の良い人や、学歴の高い人、過去の経歴

のある方々を指すとは限らない）。コーチングはここへ自己育成のための支援を図る。なお、

一般に、この前向きの 20%の方々は、しっかりした人生観とやる気を持ち職業人として、今

後の自分の活動の飛躍に努力をしたいと願っている方々である。ここへ支援を図った結果

は、2:6:2 の原則によると、つぎのように解説されている。即ち、「この 20%が成果を出す
と、集団特性として、付和雷同型の 60%が前向きに活動し、その結果、80%が前向きの活
動グループとなる。こうなると 20%は抵抗勢力となるが、もはやこの方々は、やる気のな
い 20%の方々がご自身で 80%も変革へ向かう新時代について行く努力をするか、過去の人
間として企業という活動組織を去るのか、または、低い評価と給与であっても窓際で過ご

すのか？という選択のみが本人に残ることになる。」 
更に、2:6:2 の原則では、「前向きの 20%に 100 を投入するとアウトプットが 200～300
になる。」とされている。これに対し、「後ろ向きの 20%に 100を投入してもアウトプット
は 2～3%であり、しかも、やる気のグループが白ける。」という統計が示されてきたが、こ
のような内容を知れば、後ろ向きの 20%の指導強化は経営効率から見て全く意味の少ない
行動になる。このような意味合いから、コーチング対象者はやる気のある方々であり、そ

のような方々の援助・支援を目的とした活動となる。また、対象者には成功を納めていた

だくことが目的となるが、コーチングにおいては、まず、対象者に、この“やる気”の数

名選定することが重要になる。同時に、ゆるやかな競争意識と共に、『個性に応じ、仕事を

通して伸びる人づくりと人物像を具体化させる。』活動が人材育成を成功させる要点になる。 
以上、2:6:2 の原則を利用したコーチングは、「まず、前向きの 2 に変革のリーダーにな
っていただき成果を挙げること、つぎに、この内容が企業文化を変える役割を果たし、残

りの６が前向きの行動になるようにし向ける。これが、やがて後ろ向きの 2 をやる気のグ
ループへの参画を促し、組織全体を、やる気とし、成果増大につながる企業文化の流れを

つくるので、2:6:2の原則を、ここに記載した順序で使いなさい。」という内容になる。 
では、ここで、このために必要な内容として、図表４－５－７に人が活動をする精神構

造を分析した一例を例示することにする。この内容は故・中村天風氏がした内容をまとめ

たものである。氏は、多くの産業人に影響を与えつづけた一人だった。やる気、『積極の心』、

プラス志向の実践者であり、かの有名な米国の富豪、ロックフェラー氏など多くの方々の

指導をされた方である。天風氏ご自身はこのような思考を個人の経験から得たとされてい

る。その理由は、天風氏の歴史書に、先述のガン治療に似た内容だが、「医者が見離した病

気をヨガの師に教えを受け完治させた経験から『つきを生む・プラス思考』を体系化させ

た。・・・」という内容がある。また、天風氏は「人生何たるか？は自分で見つけるべきで

ある。・・」と言い切っておられる。なお、この内容をマイナス思考に落ち込んだ方が見て、
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考えを改める例や、「人間本来の姿は天風氏の示唆する内容の通りである。」として同感し

た結果、プラス思考に人生を切り替えた方々は多数おられる。このような例を見ると、人

間は本来、プラスとマイナスの両面を持つが、先の 2:6:2のどこに入るかは、本人の人生観
と“気づき”ということになるのではないだろうか。 
 

図表4-5-7　中村天風による
　　　　　　　　　「つきを呼ぶ」構造

①　プラスの概念要素を活性化させ、プラスの心の状態にし（つく状態）
②　命令暗示法や」、信念換発法で「ツキ」をつくり（ツキ開発）
③　ツキのあるプラス人間と接する（ツキ管理）

ツク状態にする

ツクものをつくる

ツキを落とさない
ように管理する

　つきを　　　　：①怒る、②悲しむ、③恐れる、④憎む、⑤やきもちを焼く
逃がす要素　　　⑥悩む、⑧苦労に感じる、⑨煩悶する、⑩迷う（10種）

①　過去苦労
②　現在苦労
③　未来苦労つき破る！

　あらゆる不平・不満は全て感謝へと転換できる！
①　「内省検討」では、思考回路が積極的かどうかを評価する。
②　「暗示分析」では、思考回路をプラスにするために、他面
　　　からくる暗示を分析して、自分の中に取り入れるか否か
　　　選別する。
③　「対人精神態度」では積極的に話しつつ自分に自信を生む。
④　「採り越し苦労厳禁対策」では、実施時に考えることにする。
⑤　「正義の実行」明るさが正しい行動であり、周りにも良い
　　　影響を与えると確信して動く柱とする。

中村天風氏の体験談
　ヨガの秘境で修行の時、聖者ｶﾘｱｯﾊﾟ
が犬の手にナイフで傷をつけた。犬は
けたたましく無き去った。
　次に天風氏の手に傷をつけた。
「犬とおまえとどちらが早く治すか
やってみよ！」とヒマラヤ、医師の
いない秘境で師は言った。

1週間後

　犬は治っていた。天風氏は治っていなかった。師は言った「人間と犬はどちらが
進歩した存在か？なぜ、犬は治りおまえは治らないのか？」この言で天風氏は
自己治癒力に気付いた、犬は傷を心配しない、この考えで医者が見離していた
結核を完治させた。肉体の病んでいる」ことと、精神は別である！との悟りによる

？

 
 
 プラス思考でチャレンジするか否かは、本人の考え方にかかっている。従って、この面

にお悩みの方々には、その件をご本人にお任せすることになるが。コーチングはあくまで

プラス思考の方々を対象に行う技術である（逆に、マイナス思考の方々にはカウンセリン

グが支援技術となる。手法は異なるが、マイナス思考から脱皮するとプラス思考に入る）。

このようにコーチング整理すると、コーチングが行われる被対象者の方にとっては、前向

きの活動の上に、上司の支援が加わるから、本人にとっては一種の幸運（ツキのチャンス）

が訪れたことを意味する。そこで、コーチングにおいては、本人が「幸運が来た」と感じ

た時を見計らって、図表４－５－７の下枠の③にある積極的に話すという条件を利用し、

ご本人の良い点を伸ばし、成功体験を通した自信をつけ、次のチャレンジ目標に果敢な挑

戦と成功をしていただく援助を図る対策をとる。 
 では、コーチングの技術論に入ることにする。まず、図表４－５－８に示したアプロー

チ会話についての紹介だが、コーチング技術活用の際に、「出来るだけ実施を避けていただ

きたい内容」がある。人のやる気や創造力、発言する機会を停止する発言である。その種

の内容を図表４－５－９に示すことにする。なお、コーチングにおいて、この種の内容を

「絶対活用すべきではい。」という内容ではないことも知っておいていただきたい。「あく
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まで、人と時を見て適用を選定しなさい。出来ることであれば使わないように、」というガ

イドであり、その方の向上心を阻害することが無いよう記載された注意書きである。 
では、ここでコーチングの例を紹介することにする。最近、報道された「ユニクロの店

長教育」ガイヤの夜明け、という番組で紹介された内容であるが、この内容はコーチング

の内容を的確に伝えていた一例であった。ここに全てを紹介できないが、その要点は次の

ようになる。 
放映内容は、天理大学の原田隆史講師の指導内容だった。原田氏は公立の中学校で 20年
間教師をする中で、校内暴力で荒れた中学をスポーツの一流校に変革させた方である。特

に、陸上部を 13回も日本一にのし上げた教師という実績も持つ指導者だが、この種の取り
組でこの学校の生徒は、人生観の変革はもとより、しつけや学問の面でも大きな変革を学

生に与えてきた。原田先生の情熱と指導力は大きい。その方法は、スポーツ選手に目標を

書かせチャレンジさせる、という方式を採っている。原田先生によると、「最初は 1行しか
掛けなかった生徒が、自分の目標と問題点、目標達成課題を数行書けるようになる。更に､

小さな目標から上位の目標になって行くに従って、その内容が充実し、立派な内容になっ

て行くに従って全国大会に近い実力になり、やがて、目標と自己分析が全国優勝の成果と

共に人づくりになって行く。・・・」と、各人の成長過程を示されておられた。正に、本人

の育成と気づきを主体に、自分の持ち味を伸ばす。また、人生と可能性に真剣に向かう行

動を原田先生が支援されている内容だった。陸上競技を中心にスポーツを通して人づくり

をされておられるご様子には、多くの方々が感銘を受けたのではないだろうか。 
 

図表4-5-8　一般的に提唱されてきたコーチング手順　

①　ラポール（信頼・心の架け橋）づくり

②　話し合いのきっかけをつくる、
　　目的、目標、理想、テーマに
　　話し合をする合意を得る

③　現状把握：実状を聞く

④　問題と考える事項の整理、
　　　確認を共に行う。

⑤　問題解決の可能性と案を
　　引き出す。→ウエイトづけ
　　を進める。

⑥　解決すべき課題と方策を探る
　→　効率の良い方法を抽出する。

⑦　行動テーマ・計画を作成、合意
　　する。同時に勇気づけする。

⑧
支
援
し
な
が
ら
成
功
へ
導
く

カウンセリングの手順（ＭＤＣ：Management　
　Development　Course）　
①　アプローチ会話（リラックスさせてから話
　　に入る）。
②　マイナス暗示を与えない：相手を誉める、
　　　立場に同情など
③　場面構成：会社の実績、環境、本人の立場
　　を話す。
④　プライドを高める：過去の実績、努力や本人
　　の夢、目標等
⑤　相手の話を充分聞く：話の中からサゼッション
　　をする。相手の言い分を充分聞く、立場を理解
　　する。
⑥　自分の本音を話す：体験談を入れる。
⑦　素直さで筋を通す。
⑧　秘密は守る（約束、確認をする）
⑨　期待の明示を図る：「きみなら出来る」
　　「あなたしかいない」　など、とし、
　　プラスイメージ、リラックスした場で話し、本音を
　　フォローする
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図表4-5-9　コーチング上の注意：奨めたくない対処
「目は口程に物を言う」　：　態度(Attitude）、スキルと知識・経験という経歴、習慣的な行動が相手の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理解と行動に大きく関係してしまうことがある。尊敬、親身になってくれない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　方はコーチング技術を駆使してもうまく行かない例が多い。
参考事項：「部下は上司の後ろ姿を見る。」「子供は親のいうことを聞かないが、親のする通りをする。」　

コーチングで嫌われるタイプの例

　①　軍隊式・命令・支配型
　②　道徳・お説教型
　③　監査/審判員・裁判官型
　④　評論・知識人型
　⑤　人を見下す・馬鹿・子供扱い型
　⑥　自分勝手解釈型
　　　（極端な学者、心理学者タイプ例）
　⑦　なぐさめ、同調・共に涙型　

本
音
は

人間の行動の
８５％は感性！

形は平伏

感情的になる言葉の例
(1)　一方的決めつけ　：　「文句いうな、黙ってやれ！」
(2)　捨てぜりふ　：　「それな止めろ！」「もお、いい！」
(3)　遮断　：　「何考えているんだ！」「アホか？」
(4)　卑下　：　「常識を疑いたくなる。」「何年やってい
　　　　　　　　る？」「それでよくやってたな、・・・」
(5)　訓戒　：　「おれなら○○する。」「○○すべきだな」
(6)　批判　：　「お前の実力からみるとそうなるか？」
　　　　　　　　「力が無いな～・・・」
(7)　失望　：　 「お前に任せたのが失敗だった。」
(8)　探りだけ：　「いつからだ？どうなっているのか？」
　　　　　　　　「調べてきたか？信用できないな～・・」
(9)　ソラシ　：　「それはさて置き、・・・」
(10)　忠告　：　「とにかく、やってから文句を言え！」
　　　　　　　　　「いつまでも子供みたいなこと言うな！」
(11)　誉め殺し　：「すごい～、君以外にその例は
　　　　　　　　　　　　見たことない！」「天才だね！」
　　　　　　　　
　　　　　　　　　見ざる、言わざる、
　　　　　　　　　　　聞かざる

 
 
 このような内容を 27歳、目黒区・自由店の女性店主が学び、店主としての成長と自信を
伸ばして行く過程がテレビで紹介されていたが、ここでも同じコーチングと、その成果が

示されていた。原田先生はこの道の専門家だが、コーチング技術適用の要点と成果を的確

に示す番組だったと記憶している。筆者が見る限り、その内容を分析すると、その内容は

ここまでに記載した内容そのまま実施しているという内容だった。良き師、指導者を得る

と、人は大きく伸びて行く。加えて、コーチング技術がそこに加味されると、早く、効果

的に人が持つ力を伸ばす、という内容がそこにあったので、ここで事例として上記内容を

紹介させていただいた。 
なお、一般的なコーチング技術の解説はこの程度の紹介とさせていただき、製造現場に

コーチングの適用を移すことにする。現在、製造現場では、よりフレキシブル、また、人

材育成に有効な対策として、多能化対策が課題になっている。そこで、以降は、多能化を

中心に人材育成とその進め方に話を進めることにする。 
 
（３）多能化対策 
 言い古された内容だが、企業では「人材育成はＴ型人間の創造にある。」とされている。

Ｔの字型が示すように、まず、ひとつ、得意技術を完成させる。その自信と実力が視野と

チャレンジ力を高めた後、横に専門技術を展開するという内容である。この内容は器用貧

乏と言う内容と異なる。一芸に秀でた人を多能化に持ち込む教育法である。他芸も全てプ

ロ並みにこなす人材を育てる方式だが、過去、多くの成功事例を見ることができる。筆者

も、今まで、このような方々を多数見てきたが、そのような方々の仕事ぶり、その実績も
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然ることながら、人格、解析力などに尊敬して余りある内容が多々あった。変種変量の時

代、最近は、中途採用で有能な方々をアウトソースで入手する方法もある。だが、これに

対して、系統的に社内で人を育成して行く方式もあり、この対策は、企業において、今後

も変わらない重要な対策である。特に、最近、各社で課題となっている技術伝承に当たっ

ては、このＴ型人間づくりは益々重要視する企業が増える傾向が高まっている。そこで、

まず、多能化という局面から、この人材育成のあり方を整理して示すことにする。なお、

その前に、まず、多能化の意義づけ整理することにしたい。 
 
① 多能化の必要性と人間的側面の配慮について 
まず、多能化の必要性と効果について図表４－５－１０に整理することにする。多能化

は、経営的には、人件費の圧縮と共に、各種生産変動、新製品立ち上げに伴う成果の創出

がある。だが、注意すべきは、この種の対策は、人を得て、始めてこの目的が達成される

点である。この意味から、適任者の選定を定め、多能化を進め、経営が狙いとする成果を

得るべきである。また、ここには「人間性の重視が大切である。」になる。そこで、まず、

そのような局面について PACの運用を例にとり、多能化のあり方を整理することにする。 
1970 年代に『不況を打破する魔法の生産管理』という内容で、多くの企業で PAC
（Performance Analysis Control）が活用されたことがあった。PACはお金を使わず生産
性向上を図る手法ということで有名になった日本発の手法であり、図表４－５－１１に示

す通りの内容となる。即ち、PAC は標準時間を WF 法など PTS(Pre-Determined Time 
Standard System)による世界基準による時刻表を用い、科学的に個々の作業時間を算出し、
実際に作業した時間を記録、比較して、その差がなぜ生じたか？誰が責任を持ち対策すべ

きか？また、差異はどの程度か？を日々、定量的に算出し、「計画通りの生産の遂行」を目

的にムダ排除を行う手法である。この手法は JMAC（㈱日本能率協会コンサルタント）が
開発し、世の中に広めた方法である。かつて、筆者もある工場で PAC導入を試行したこと
があった。少ない投資金額で多大な生産性向上が図れるという実績を短期間で得ることが

できた。確かに、この手法はこの面で有効な手法である。このため、現在、この手法は設

備生産性など幅広く活用され、ムダ排除の手法としてはすっかり日本では定着している。 
ところが、当時、この手法の中にある機動班という多能化、余力管理の手法は多くの企

業でうまく行く企業と、うまく行かなかった企業があった。PAC の理論では、標準時間で
計算して余力がある生産工程は、余力に見合う数字に合わせて人を抜く、たとえ 10分でも
人を外す方式がある。当時の PACでは、「外した人は機動班という余力管理部門に入れる。
逆に、標準時間を用いた計算で能力が不足する生産工程や、トラブルが発生し能力が不足

する部門に機動班の人間を機動的に投入すべき！」という方式が提唱されていた。この方

法は確かに、理論上、また、機械的にムダのない作業編成を具体化させる上で良い方法で

ある。 
だが、適用する対象は人間である。そこで、実際に、企業の論理だけでこの理論をその
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まま機械的に利用した企業で問題を起こす例が多発した。即ち、PAC の理論通りに機動班
を編成し、便利屋的な応援要員として現場作業を担当する方々を右に左にと動かす。即ち、

生産の都合だけで人を移動させる適用を図った企業に支障が出たわけであった。その理由

は、たとえ多能化された人たちが機動班に十分いたとしても。単に、工数の過不足の数値

を基に、企業の都合だけで人を投入したり職場から外したりという行為だけであり、 
 

図表4-5-10　多能化の必要性と利点

上記に加え、時代や変化を柔軟に受け入れ、チャレンジする人
づくりのきっかけとなる可能性を高める。

個人的に人間、技術的に
伸びる（人材育成）となる。

５

　新しい職場や人、設備との交流が多くなことで、多くの人的な連
携を経験するチャンス、更には、有能な、また、お手本や参考に
なる方々との出会い、体験、知識、文化に触れるチャンスが増す。
わえて、新しい職場で教わる方々への感謝と尊敬がここに加味
されると、人的な伸長に大きく役立つ（多くの出会いと共に、人づ
くり、人格育成の可能性が高まる）

管理者となるための訓練
となる。

４

　ある工程で得た仕事や、設備捜査・改善で得た知識や経験が
他の工程で形を変えて役立つことが多い。特に、他工程で標準
化や改善が行われていた内容が、担当した工程で行われていな
い内容は、その対処が行われ、より仕事がし易く、修得が容易に
するための改善が図られるチャンスが増す。

技術波及と相互理解、標
準化対策に有効である。

３

　多くの技術を取得した経験とものの見方が、新製品立ち上げ前
に事前検討内容の充実につながる。加えて、新製品立ち上げ前
の現場対応、準備の充実、更には、リーダーとして早い仕事の達
成を果たす可能性が高くする。

新製品の立ち上げなど新
規事業の立ち上げ対応に
有効である。

２

　欠勤者の発生や生産の変動に対して多能化が進むと自由に
関係者が仕事を変えて対応することができるので、フレキシブル
な生産対応が図れる。体制が整う。

生産量の変動に対する対
応力が増す。

１

　　　　　　解　　　　　　　説　有効な項目Ｎｏ．
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図表4-5-11　PAC（Performance Analysis Control）とは

　PACは1975年頃,不況に悩む日本産業に、「少額投資で生産性を飛躍的に向上させる技術」として
JMACが提唱、産業界に広まった手法である。標準時間を科学的に決め、標準時間から外れるムダ
作業を責任区分して対策へ向ける手法である。当時、半年程で多くの企業が1.5～倍の生産性向上
に貢献した、という日本発の生産性向上手法のひとつである。

PACの要素
　①　能率の内容を区分し、責任分担を明確化する。
　②　標準時間を基に、日々、個人別に達成度を
　　　　計り、達成度評価する（賃金の評価に反映）
　③　余力は顕在化し、機動班をつくり工数が不足
　　　する工程に投入する。
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従業員の方々には、「この会社は人材育成のポリシイがない。機動班に入ると、会社の都

合だけで便利屋として使われるだけであり、結局は定職も専門技術も身につかないので、

将来を考えると職業人として極めて不安である。」と受け取られた。多能化された方々がど

んなに優秀でも、一般的に、専門的に生産工程で技能を培ってきた方々と比べると、どう

しても生産性の差が数値で出る。また、「わざわざ努力して応援したのに、応援した職場で

は感謝されないばかりか、応援した当人も応援した価値を感じない。・・・」という人的な

内容だった。だが、筆者達は、最初からこの点を重視、考慮した運営を図った。そのため

PAC適用という局面では完全な内容ではなかったが、しかし、PAC活用により目標以上の
成果を得た。なお、「その内容は、誰でも行う大した内容ではない。」ということをお断り

し、恥ずかしながら、紹介することにする。 
（ⅰ）個人別に人材育成計画を策定した上で PACを導入する。応援、多能化の内容はこ

のような人材育成計画の一環として行った。 
（ⅱ）また、多能化計画を工場として明確にし、個人面接を行い各人の技術習得内容を

明確にした。個人毎に能力差や特質があるので、この比較は行わない。個人の努

力を認め達成程度を評価し、全員にチャレンジ願った。 
（ⅲ）多能化を進めた人に達成ボーナスを払う（給与に反映する）。  
（ⅳ）一部の方々のみが応援要員とする運用はしないで（偏りをしない管理をすすめ）、

均一、公平に応援体制を運用した。 
（ⅴ）形は労働力提供という内容であるが、内容は応援とせず、人材育成、特に他部門

の仕事の仕方の研究、逆に、問題点を発見したら改善提案する、という制度を運
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用した。 
（ⅵ）T型人間育成システムが産業人の基本として「35歳定年制度」という名称をつけ、

35 歳までに専門技術以外の技術を２つ以上は身につけること、という内容を中心
に多能化を進めた。 

以上が、筆者達が工夫考案し、現場の意見を入れ、検討の末定めた多能化・人材育成

対策であり、PAC へ機動班的な運営を図る策であった。このような、人間性中心の技術
習得内容と応援で多能化が進んだ結果、単に、標準時間の達成度比較や管理だけでなく、

人材育成と共に、改善が進み、標準時間自体も大きく短縮・改善された。後で判ったこ

とだが、機動班の運営の良否は、このような人間性（ハート・ウエア）の運営の有る／

無しが大きな分かれ目となっていることが文献に報告されていた。やはり、「人づくりが

あって、物づくりがある。」と、この時に思った。企業は従業員の活動と技能とその発揮

や努力によってものづくりがなされる。この例に限らず、機械的、牛馬を扱うような扱

いでは物事がうまく行かないことは多くの事例が伝える事実である。また、筆者は、遅

まきながら、OHSASや ISO18000に示された『労働安全・衛生』はこのような内容を基
本に生まれた国際規格であることを後で知った。 

 
② 人材早期育成への対処に有効な「実務的な標準化対策」 

人材の早期育成は個人の育成が中核であり、常に多くの企業の課題とされてきた。こ

の対策に妙案はなく、相変わらず多くの企業のおける需要経営課題になっている。筆者

は、現在、JMAで新入社員教育を担当させていただいているが、数年前に比べ、研修を
受けられる方々、すなわち、学生から社会人になられる方々の意識と熱心さが大きく変

化してきている。その背景に、「新人を雇うより中途採用者やフリーターを活用した方が

ずっと効果的」と考え、運用を図る企業が多くなってきていることが関係している。要

は、新入社員も、「ご自身で、即戦力になるよう自主努力しなければ、即座に職を失う時

代が来ている」と、強く感じる時代になってきた社会背景がここに関与している。この

ような意味合いから、新入社員研修の目的のメニューも年々改訂している。ちなみに、

現在の研修の内容は、1日目は会社の仕組みやマナー、会議やコミュニケーションのとり
方、勤務態度を職業人とするための演習で行い、最終教育として、社会人として最低限

守るべきルールを見直したり、学んだり、活用可能なレベルにすることを行っている。

だが、2 日目は、かつては企業に入って数年経った方々が勉強してきた IE(Industrial 
Engineering)、QC（Quality Control）、VE（Value  Engineering)を教えている。目
的は、仕事を早く覚えるための分析技術である。新入社員と言っても、職場へ配属され

ると同時に、小改善程度は気づき提案し、標準化など企業で行っている各種活動が理解

できる程度の内容を身につける必要が高まっているためである。なお、一般の研修に比

較して値段が安く設定されているためか、最近は中途採用者や 10年選手だが、新しく部
署を代わった方々までが混じってくる例が多くなっていることも社会的な変化なのであ
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ろう。 
JMAの新入社員研修の紹介はさておき、新製品立ち上げの職場に配属された方々や、
他職場に配属され早期技術習得を必要とする方々は、更にスピーディーな技術習得法が

必要になる。そこで、筆者が現在までに行ってきた手法の一部をここに紹介させていた

だくことにする。図表４－５－１２がその一例である。研修会などで「早期・従業員研

修」という課題を設け討論していただくと、必ずと言ってよい程、「山本五十六方式の適

用」という内容が出てくる。『やって見せ、教えて、やらせて、褒めて育てる。』という

内容である。山本五十六方式は、国際的にも最良の教育手順と言われるが、筆者はこの

手法を改良し、次のように行ってきた。 
（ⅰ）教育の前に、適正検査を行い、本人に意義と目標設定、求めるアウトプットを

明確にする。 
（ⅱ）図表４－５－１２のステップを設ける。この方式は習う側が、習ったことをメ

モにとり、清書を繰り返しマニュアル作成までを担当する方式の実施である。 
（ⅲ）達成評価を行うことが重要であり、時には、達成一時金を出す。社内資格取得

や、表彰するなど刺激と達成感、本人の努力に報いる対策を図る。 
 効率良い教育を進めるには、まず、学ぶ側にやる気、適正のある方々を選定することが

大切である。できるなら、先に紹介の前向きの 20%、やる気のグループから公募すべきで
ある。また、教育は早期成功者を育成することが大切である。これが教育方法やメニュー

の良さを証明し、イニシャル・リーダーが他の方々のお手本になるからであり、被教育者

を大きく刺激する。特に、多能化教育に当たっては、サッカー、野球、バレーボールなど

集団競技で選手の役割と交代時の配備を考えるように、多能化すべきテーマと程度、人員

配備を作戦地図化して進めることが重要である。なお、この表を公開するかは、企業の特

質に左右される。だが、それとは関係なく、管理者側はこの種の作戦を持ち、個人との面

接、納得、意向や能力を懸案しながら多能化を進めることが大切である。要は、技術習得

は、教える側のメニューの良否や技術の良否がテーマになるが、もう一方側である習う側

の意欲と努力も大切になる。図表４－５－１２はこのような条件で活用する方式である。

では、この図表に基づき、具体的に教育をどのように進めるか、というテーマについて解

説することにする。 
 教育に当たって、まず、教える側は詳しいマニュアルを用意しないことにしている。口

頭で説明しながら仕事の手順と要点を伝えるという方式で教育を開始するわけである。そ

の理由は、一般に、教えられる側には時間が充分あるし、技術修得が仕事だからである。

また、ここには、教える側は仕事の内容を熟知しているが、過去、習得時にご自身が体験

した苦労は忘れてしまっているという理由も、ここには関与する。 
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特に重要な点をまとめてワンペーパー
標準書にする

　図表4-5-12　新・山本五十六方式　スピード・自主教育法
現場・現物で「やって見せ」方式で、教育しながら、習う側にメモを取らせる。

初心者はメモを整理　→　清書する。　これをベテラン（指導者）に見てもらい、修正・確認　

清書（修正済み）マニュアルを初心者が見ながら、その前で、ベテランが再度教える内容を実施する。

新たな要素、仕事のコツなど質問事項を入れ、再度、習ったことを清書する。

今度は、ベテランがマニュアルを読みつつ新人に仕事を遂行してもらう

繰り返し

異常処理、特殊処理は
別の標準書にする。

JIT標準(視野の中に入れ
3点程を常にチェックしながら
仕事を進める）

変更時 維持・定着

コピーマシン方式

問題があれば、ﾒｯｾｰｼﾞ
が出る（示しておく）
　　　　
ﾊﾟﾈﾙを開ければ対処
内容がわかる。→対処

関係者で対処できない
時は、指定された専門家
を予備対処願う

 

 
  
特に、新ラインや新製品立ち上げの場合、教える側には充分の時間が取れない。従って

習う側がメモを取り、後で清書するわけである。この内容は極めて自然で当たり前の方式

である。だが、逆に、もし、先生が重要な仕事の要点を教えても学ぶ側が見聞きした内容

を具体的にメモしない、取れないということは、教えられたことを把握していないという

ことを意味する。誰でもそうであるが、仕事の習得の速い方はメモを取る。仕事の手順や

コツを正確にメモする方は、内容を正しく理解しようという意欲や姿勢だけでなく、仕事

の内容を理解したい。これがメモの役割である。メモを取り整理して内容を自分の身につ

ける努力をされる方と、ただ、仕事の数をこなしつつ仕事を覚えて行く方々と修得が大き

いことは、誰でも知っていることである。そこで、筆者は『技術習得に本人がメモをとる

方式』を重視してきた。 
次の段階は、見聞きしたことで得た内容を、被習得社ご自身が整理する、すなわちメモ

を整理し清書していただくという手順に入る。清書という書き直しは、一人で修得事項を

確認（反復）しながら仕事の手順をシミュレーションするという重要な内容を持つ。よく、

「現場の方々は文字や文章を書くのが苦手である。」という扱いをしている企業や職場があ

るが、だれでも、訓練されて始めて文章を書く力を高めるのであって、最初から仕事上手

いないはずである。なお、ここでは、書店販売するための文学書を書くレベルを求めてい

ない。あくまで、見聞きした内容を正確に把握し、清書というシミュレーション手続きを

経て整理、把握することが、ここでの目的となる。そこで、まず、教育者される側の方々
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は、見聞きした内容をとにかく、書き取り、清書しながら内容の把握に努力願う。このよ

うにして作成した内容を指導者に見てもらうと、まず、教えたことが正しく伝わっている

か？というチェックになる。つぎに、メモの内容は正しいが教えた内容が間違って伝わっ

ていることもあるし、要点を十分伝えていないことがあるかも知れない。だが、このよう

な内容はメモを願った内容を基に、『清書願った手順書』を加除修正、再度、清書してもら

えば、より完全に近い手順書となる。このような状況で再度、指導者（ベテラン教育者）

が作業する。もし、ここで追加事項や習う側からの質問がなければ、マニュアルとして完

全な内容が確認できたことになる。だが、修正部分や新たな質問内容があれば、先の清書

した手順書に追記してもらい、仕上げとする。この段階でほぼ完璧な手順書が出来上がる。 
以上で技術伝承は終了となるが、今度は、指導者が出来上がった手順書を読みつつ新人

に作業していただく段階に移る。もし、この手順書（マニュアル）に従って新人が仕事を

進め、良品をつくることを確認できれば、マニュアルは真の意味で完全であることが、指

導者と生徒の相互に確認されることになる。また、このような所作で、手順書が完全なこ

とが教育者／被教育者には判っているので、この手順書は相互に信頼される内容となる。

この教育方で、後に残る問題は慣れの問題だけになる。従って、やがて習熟が進めば技術

伝承は完全に終了する。過去、筆者は、この段階で、今まで教育訓練した人以外に、新た

な新人をつれてきてこのマニュアルを活用し、仕事の伝授を行ったことがあった。よくし

たもので、技術修得は早く、素人向きなので仕事の要点までも細かく理解していただく例

を多数経験してきた。そのため、この手順は技術伝承に極めて有効な方法であると信じて

いる。 
この文章を見直しているとき、テレビで慶応大学の斉藤孝教授が『段取り力』という書

を発行した説明と各種実演があった。NASAのアポロ 13号のトラブル時、地上からの指示
をメモにとらせ、確認させながら各種の操作を行ったことが、無事な生還の大きな要素に

なっている状況を示していた。このため、斉藤先生の『仕事を伝授する方式の発想』にな

ったそうである。先生は、この訓練に３分間クッキングを見せ、メモを取らせることを訓

練されてきたそうだが、この訓練で、短時間では、人の話を聞きとる訓練が進むだけでな

く、「メモを基に素人でも立派に料理ができること、この対策は訓練と共に進む」と、お話

をされていた。加えて、「メモをとることは頭の良さではなく、訓練である。メモを早く、

正確にとることが『段取り力』という人的能力の引き出しに大きく効く」という内容を示

されていた。この状況を見て、筆者が 20年以上も前から行ってきた技術伝承法はひとつの
ノウハウ伝承法であることが証明された感がした。皆様にも、仕事の伝承に当たっては、

是非、この手法の適用を願うわけである。 
だが、この詳細な手順書作成法はあくまで教育当初の取り組みである。最初はこのよう

にして技術伝承を行うが、やがて仕事を修得してしまうと、関係者には、もはや要点だけ

が書かれたマニュアルがあれば、日常の仕事のチェックは充分となる。そこで、この対策

にはワンペーパー標準化を作成して現場で活用する方法が取られる。この種の標準書には、
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写真や絵と共に、先のマニュアルの要点だけを示せば充分とされている。このように表現

すると、標準書がうまく製造現場で活用されて行くように見える。だが、現実はそれほど

甘くはない。標準書はつくるのが目的ではない。常に重要チェックポイントを注意して使

うことが要点となる。標準通り仕事を進めれば不良は出ないし、最も効率良いはずなのに

そうならない。そこで、もう１歩運用面の改善が必要になる。図表４－５－１３をご覧い

ただきたい。過去、この方法の具体化に筆者は何度も取り組んだが、最終、人が行う作業

には、標準書のチェックポイントだけは視野内に入れ、常にその内容をチェックしながら

仕事を進めるべきことが判ってきた。この内容はその対策のイメージを示したものである。

また、皆様には、実務の場で適用の参考にしていただきたいやり方である。 
一般に標準化が話題になる状況は、不良などが発生した場合や ISO などの資格取得の時
である。だが、本来、『標準化の本質は不良の発生予防である。』である。だから、仕事の

内容を十分見直し、事前検討と共に、管理すべき重要点を決めて現場へ示し、遵守に努力

することが行われてきた。だが、多くの標準書も、形式は整っているが、本当に不良発生

の防止内容が現場関係者に教えられ、仕事をする時に活用する形まで追い込んでいるか？

というと、そこまではチェックしていない例が多い。その理由は、標準書を作成しても、「ベ

テランに任せれば何とかなる。」「本来、標準作業通りにものづくりがなされてなくても不

良が出なければ問題ない。」という風潮が、日本の現場には多いからである。なお、そのよ

うな例を分析すると、「標準書に何らかの不備、欠陥や理解できない箇所があり、その内容

を改訂すべきなのだが、変化や修正が多くてやってはいられない」というケースや、「日々

発生する問題と関与した内容が標準書に記載されていない。」「各種の異常処理をケース・

バイ・ケースで追記しているうちに、書類としては内容が充実して行くが返って使い難い

内容になってしまっている」というケースが多いからである。 
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図表4-5-13　ようやくたどりついた現場で活用する標準化

現場力を示し、高める
　標準化の追求とは？

現場力を示し、高める
　標準化の追求とは？

ISO、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ事件、・・
不良・クレームを出すな！

標準書を
　　　見直しを
　　　　　　せねば！

不良を
　出さない
　方法と
　　教育？

教育と徹底！

登録された標準書
　　　　　　の山！

○○資格も
○○賞も取得
　これで安心！

不良は
　減らない
どう言うわけだ！

再度、やり直し！
　　　　なぜ？

ﾜﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ
標準化

現場をよく見て、よく
　　　　　　　話すと！

JIT標準

重点部を
　抽出～活用

　　　道のりは遠かったが、
　これが、　現場担当者自身が　
　求めたいた、自信と責任を持ち
　　　　　使う標準化だ！

まず、書くことから
　　　　始めよう！

 

 
この後者の２つのケースは先に解説した図表４－５－１２でカバーできる。即ち、必要

なところに必要な情報だけを３点ほど視野にいれる工夫や、仕事をする担当者が、日々、

簡単なメモに書き品質宣言よろしく遵守に努力する方式を運用することにより、形式的な

標準書よりはるかに有効な標準化の活用が図る方法の適用である。このようにして、とに

かく、通常作業の重要チェックポイントは忘れない、現場で実際に活用することが『最初

の標準作業どおりに行う。』という内容が製造現場の一人ひとりが行う品質保証であり、ISO
の運用になる。このように、標準書の重要チェックポイントは、使う側が正しく理解し、

常に見直し、確認し、実際に現場で使い切る工夫を進めて行くことが大切である。また、

この運用が『不良発生を防止する標準化の活用意義』となる。 
このような内容を多くの関係者と研究した結果、これを「とことこ（と、たどりつてつ

かんだ）標準化」という名称となり、工場管理誌（2004 年 10 月号）に図表４－４－１３
の内容で示した。また、現在、この方法は不良発生やヒューマン・エラーの発生に大きく

役立っているので、ここに紹介した。繰り返しになり恐縮だが、この内容は、目の前に標

準書の要点である必要事項３点を絵や写真、文字や画像で示し注意を促す方法である。最

近は ITを活用して作業毎に画面を切り替えて表示する方式も発達してきたので、このよう
な手法が活用できる場所には IT活用の方式を願っている。だが、いずれにせよ、この種の
表示は「必要な場所で、必要な時、必要な情報だけを作業者に提示する方式」であること

に変わりはない。そこで、現在、多くの企業で筆者達は『JIT 標準化』という名前をつけ、
使っている状況である。 
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一般に、このような対処でようやく守れる標準化となるが、人が代わり理解がされない

標準書は、たとえ、JIT 標準であっても、用をなさないことがある。JIT 標準化はあるが、
内容が正しくない例である。恥ずかしながら、筆者の失敗と、そこから得た体験で改良し

た標準化という形で図表４－５－１４に事例を紹介させていただくことにする。 
古い話で恐縮だが、この事例は筆者が米国で体験した標準化対策の例である。ロボット

で製品を塗装装置に移載するロボットのセンターライン調整の標準化である。最初ロボッ

トが製品を落とすので調査したところ、その原因はセンターラインのズレであった。早速、

中央の標準化を図った。しかし、しばらくずると同じ問題が発生、そこで、現場でロボッ

トの調整を現場で実際にやってもらったが、標準書に書いているセンターラインが合って

いない状態だった。そこで、担当者に「センターラインが標準書通りではない。センター

ラインを合わせろ！」と言うと「合っています。」という応えが返ってきた。状況を聞くと、

「道路のセンターラインは幅があるでしょ、・・・」とのことであり、機械のセンターライ

ンを合わせる話ではなかった。「道路は曲がっているところではセンターラインは中央には

ない。この調整もロボットの設置が曲がっているので中央ではない方が良い。・・」答えは

間違っているが、この内容は実に生活に密着した内容であった。当然、問題の解決のため

には、道路の文化をロボットのセンターラインに適用すべきではない。そこで、担当者と

よく話し、合わせ方を、現場、現物で検討していった。その結果、実に単純だが、右側の

方式に表現となった。要は、仮想のセンターライン設定法である。ロボットのツメを一杯

に広げ、生産対象品である円形のアルミホイールの両端に発生する間隔を相互に均等にす

るように表現した。そのような絵にすると、現場関係者は「解りやすく、やり易い！おれ

達のための標準化だ！」という話となった。 
そこで、この標準化を調整する箇所に JIT 標準として示した。その後も作業者の変更は
何回かあった。だが、この問題の発生はゼロであった。この標準化のおかげで問題発生を

防げたのである。この事例は、最初の工学的な標準化は使用者の立場に立った標準化では

なかった、という点にある。また、この種の例は、技術者には理解され当たり前でも現場

関係者には理解されていないという例である。この種の例、即ち、技術的には正しいが現

場には理解されないで表示される例は製造現場には多々ある。要は、「いくら見栄えのする

表現で標準書を作成しても、使う側に理解され、実際に使える内容でない限りは、どのよ

うな表示も意味がない！」ということになっていた例である。 
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図表4-5-14　技術的には正しいが、現場関係者には
　　　　　　　　　理解されていなかった標準化の例
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このような体験をある発表会で講演者の方々にお話したとき、似たような話があったの

でここに紹介させていただくことにする。対象は大衆消費財の商品取扱説明書である。そ

の例では、商品にはマニュアルが入っている。だが、「お客様がその商品の組立手順書を読

み、とんでもない形に組み上げてしまった。」というお話だった。ここにその詳細までは記

載できないが、この例の対策は、「結局、販売店に聞いて、お客様が始めて意味を解釈が判

り、やっと組み立てることができた。」というお内容だった。そのような例が紹介された時、

別の方が「うちにも同じ内容がありました。商品は洗剤と共につかう掃除道具ですが、同

じような問題が起きたことがあります。それからは、商品を市場に出す前に、ランダムに

町から人に参加していただき、会社側は何も解説しないで、添付されたマニュアルに従っ

て組立をしていただくテスト後に市場に出すようにしています。・・・この方法だと思いが

けない使い方がチェックできるので仕様書の内容が的確になります。このようなことをや

ってみると、手順書を作った側と使う側の違いが、改めて判り、メーカー発想の恐ろしさ

を感じます。・・・」というお話だった。また、「お客様は不特定多数でしょ、誰がどう解

釈して何をするかは、やってみないと判らない。」という内容だった。不特定多数のお客様

がいる市場に出しクレーム無しの状況を具体化させているこのメーカーのお話に、同種内

容があることに筆者は改めて感銘を受けた。要は、先の例は対象が製造現場というだけで

あって同じ内容だったからである。 
正しく、理解可能な表現が通常作業を行う標準書に盛り込まれると、あとに残る標準化

関連の課題としては『異常時の対処』だけになるのではないだろうか？一般に、通常作業
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に異常処理内容を入れると作業標準書は複雑になる。この種の内容までの全部を現場関係

者に教育しようとすると、新製品立ち上げや新工場立ち上げ時には、時間も専門知識まで

が必要になる。確かに、何かの時の対処は最初から知っておいた方が良い。だが、たまに

しか起きないこと教育しても、その時までに関係者は忘れてしまう。そこで、その対策に

は、先に紹介した図表４－５－１２の右下に記載した対策をお奨めしたい。 
この方式はコピーマシンで行われてきたトラブル・シューティング対策である。この対

策の良い点は、まず、コピーマシンの場合、もしトラブルがあればランプなどで表示する。

そこで、ランプやパネルに表示された内容を見てパネルを開けると、パネルに図と解説付

きのトラブル対策手順が示されている。わざわざマニュアルを開かなくても簡単なトラブ

ル対策は素人でも対処できる方式である。表示されている対処でトラブルの大半は対策可

能になる。だが、もし、そこに記載された処置を施しても問題が解けない場合は、次の対

策として指示された、「専門家に電話して修理専門家に対処（修理や復旧）をお願いする」

という対策に入る。以上がコピーマシンを中心とする各種レンタル機器のトラブル対策手

順である。この方式は極めて効果的な異常時の対処システムである。この対策は歴史的に

も、また、多くの経験を経てメーカーが開発してきた異常時対策の標準化である。極めて

実務的で有効な方式になっている。このため、筆者はトラブル処理にこの方式を毎回利用

してきた。皆様も、製造現場において、異常時の対処にはこの標準化の活用をお奨めした

く、ここに紹介した。 
 

③ 多能化教育そのものの進め方 
 仕事の内容を伝え、教育するためのマニュアルや標準化の準備が整うと、いよいよ多能化

教育がそのものを開始することになる。個人的な教育内容はコーチング、技術伝承、標準

化という順に示したので、ここでは、多能化の進め方を含めた教育の方法に関する内容を

紹介することにする。では、代表的な多能化訓練・教育方式を図表４－５－１５に示すこ

とにする。ここに示した方式は極めて一般的な方式である。方式１のように、教育メニュ

ーと達成レベルを設定し、教育を進める方法は学校で行う方式に似ている。また、この方

式は試験制度や資格を設けることが特徴である。時には、達成レベルに応じて報奨金を出

す方式もある、一種の刺激給制度の応用である。なお、この方式は本人の達成感を促し系

統的な教育法であり、人材育成には有効な方式である。方式２はオーバーラップ方式であ

る。この方式は個人の達成レベルや得意、不得意の特性を勘案しながら工程間の仕事をオ

ーバーラップさせて多能化を図る方式である。方式３はコーチング教育の場でよく用いら

れる方式である。この方式におきて、教育は１対１で行うことを基本とするが、この方式

の運用に当たっては、教育者と教育される側をサンドイッチ式にベテランの間にはさんで

行う手段がよく行われる。次の方式４は山ごもり方式と呼ばれる内容である。この方式は、

集中的に、また、技術や技能達成をプロジェクト・チーム活動のような形態で行う方式な

ので、この名がつけられている。新製品、新レイアウト、新設備の立ち上げはこの種の方
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式が採られる例が多い。また、この方式の運用に当たっては、分担や責任体制、チームを

作るなどして、技術習得を専従敵に行うことが特徴になっている。最後の方式５は、自職

場に技術がない場合や外部業者から専門的に教育を受け、短期に集中して技能の習得や伝

承を行う場合に行う方式である。筆者も英語弱者の一人だった。だが、学生の時から英語

は学んできが米国赴任前に英会話はできなかった。このような中で、突然に米国赴任とな

った。突然の米国勤務であり、仕事をかかえて国内で準備を進める状況だったので、渡米

の 1 ヵ月前にようやく英会話教室に通うことができた。この状況では英語は話せる訓練に
はならない。仕方なく現地で学ぶしか方法がない状況であった。だが、「習うより、慣れろ！」

「必要に勝る教育の師はいない。」とはよく言ったものである。語に対する覚悟ができたの

か？いつの間にか話し、聴き、・・・とする内に話せるようになっていた。 
 

図表4-5-15　多能化の区分と教育方式の例

A B C D E

方式１ 補助的に仕事を手伝いながら、

徐々に高度な仕事へ幅を広げて
行く方式

方式２ 前後工程、関連業務をオーバーラップさせながら徐々に仕事の幅を
広げる方式（A,B,C,・・・・は工程、○は担当者のカバー域を示す）。

方式３ 1点手中、1対１
特別訓練方式

方式４ 集合教育・
　山ごもり式

コーチが
特訓
OJT教育

タスクを
　与えられ
教育と実践
繰り返し
　技術習得

方式５ 社内留学

　集中教育

職場でできない
　技術を打破

 

 
まわりが英語、また、生活するにも仕事をするにも英語が必要な環境に入ってしまうと、「英

会話習得であれほど悩んだことが何だったのだろうか？」と思う。驚くべきことは、帰国

後、現在の仕事に就いてから、まさか、海外の方々に英語で講義や講演会を行うことがで

きるようなるとは、・・・昔の自分の状況を知るなら、今の自分は夢のまた夢である。要は、

留学、というこの研修方式も、技術習得に対しは以外とも思われる効果があることを、自

ら体験した例である。皆様には何かの参考になれば幸いである。 
 以上、代表的な多能化教育のパタンを示した。この種の内容は図表４－５－１６に示した

ように、どのような教育も教育効果が大きい視聴覚教育と組み合わせて実施することが有
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効である。ここに示した内容は、はんだづけの教育をＡ社でおこなった例である。技術修

得に当たって、事前に、IE、QCなどの管理技術や良品／不良品発生のメカニズム解析技術
を実習前に正しく頭に入れておく準備をした。このような教育は技術修得を早めるからで

ある。その後、現物を用いて技術修得を行っていったわけだが、ここでは、技術の修得に

ビデオを活用した。加えて、先に修得した解析技術を利用して技術のメカニズムを再現す

る形で技能レベルに応じた実践メニューを段階的に投入した。このような対処の結果、技

術修得内容の確認化と共に、多くの事項が達成の喜びと共に、早期修得となった。なお、

当然、ここには、ご本人のやる気が関与する。また、先に解説した新・山本五十六を活用

し、習った側がマニュアル化を図る方式をここに組み込む方式を用いている。 
 

図表4-5-16　Ａ社　「はんだづけ」スキルアップ教育の例
【課題】　①　中国生産の追い上げ
　　　　　 ②　変化対応（変種変量生産対応）
　　　　　　③　難易度の高い技術の駆使～伝承

①　スキルアップ
②　中国に負けない
　　品質と変化即応対策
③　多能化とやる気醸成

【技術習得基本要素】　①はんだづけ技能検定　②ＩＥ（手順分析・解析技術）

　③ＱＣ（事実・メカニズム解析力～比較分析）・ビデオ解析　④ＶＥ（アイデア創造力）

は
ん
だ
技
術
習
得
実
習

習熟作業者のビデオを

見ながら、カン・コツの要素解析

【バックアップ資料】
標準書・ワンポイント
要領書、取得苦心談

①　習熟作業者が解説しながらやってみせる

②　次に、作業者が話ながら教えられた作業をやってみる
③　言うとおりにやって出来ないところは聞き、補強する

要点をメモる

①　品質確認～評価ポイントの修得、整理

②　安全、スピード、カン・コツの内容を整理

ビデオ
再生～
検討（修得上の改善点検討

現場で実・生産～最終評価 スキル達成証明書授与

 

 
 最近、技術修得を給与と結びつける企業や。給与のアップの例、また、人件費上昇を避け

るため達成賞ということで一時金を出す例がある。更に、マイスター制度という職人とし

てのスキルを評価し給与をアップする企業もある。この種の内容は一種の実力評価制度の

適用である。はんだづけ作業のスキルアップ対策に限らず、事務所の多能化を含めた実力

主義を導入する企業もある。だが、JMA・人事・教育部門評議会調査（2002年度、主要企
業 8,000人にアンケート）内容にその例を見ると、導入企業が 10年間で 85%、成果を感じ
ている企業が 30%の、うまくいっていない企業が 20％ある。うまくいっていない企業は、 
① 個人プレーに走りチームと離反する。  
② 短期的な成果に固執する傾向。 
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③ 低めの目標を出し達成率をあげる。 
④ 評価をめぐり上下の対立が発生する。 

などの問題を訴えている。従って、この種の制度の運用は各社で状況を見て、企業環境

や場に合わせた適用が必要になることを物語っている。だが、今後、多くの企業で適用が

進む状況が高いことを考えると、その内容も、多能化育成の一局面として検討しておくべ

きである。そこで、成功と失敗の区分、また、成功の要点をそれぞれ図表４－５－１７と

１８に示した。この種の内容を多能化推進にご検討の方々には、ご参考願いたい。 
 

図表4-5-17　実力主義システムの失敗／成功事例分析結果

１、成果主義の前に「個人と企業が

　　系統的に成果をあげてゆく仕組み
　　の解析、従業員の実態調査が
　　不足している。

不成功企業
成功企業事例

◎ナムコ

　家庭用ゲームの開発で赤字に転落→改革
　インセンティブとして「商品の利益から開発費
　を引いた４％を開発関係者に分配する仕組み

　を運用した。総開発コスト２０％削減
　　　　　　　　　平均開発期間３年→２年

　　　　　　　　　人材流出９０％と激減した。
◎デル：創業２０年で組織強化の必要性増加
　将来に希望を持てないというアンケートを受け
　「Job Posting System 」を採用、アジア・太平洋
　地区の空ポジションを全社員から募集へ

２、ノルマと成果つみ取りで従業員を

　　圧迫する。地位と金銭主義、同期
　　に負けないようにあおることで、

　　従業員を刺激する対策がスロー
　　キャリア志向という、サラリーマン
　　スタイルに合わなくなってきてた。

◎ギャップジャパン（アパレル）

　９０％が契約社員、新規採用はアルバイトから
　昇格・採用方式をとっている。
　①フレンドリー：友好的に顧客に接する

　②ヘルプフル：助け合うこと
　③ナリッジ：商品知識が豊富なこと

　④クイック：迅速に対応すること
　　を定めて、ほめられカードを配布、自らの
　　ロードマップを作成してもらい関係者が援助

３、制度さえ良くなれば・・ルール万能

　　主義で実力主義導入、金でやる気
　　を出させるのが成果主義だ、と勘
　　違い（結果主義）導入方式

？ やる気助長

　やりがい
人生・職業感
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図表4-5-18　実力主義と、強い人づくりのためのガイド

個人的に強い人
①　資産家の伴侶を持つ人
　　　　会社を辞めても喰うに全くこまらない

②　会社が離したくない人
　　　　死ぬまで会社が面倒を見る人

③　どこへ行っても仕事ができる
　　　技術がある人
　　　自他とも認めるその道のプロ

会社のため　　　　自分の人生
　成果　　　　　　　　設計とリンク

企業を活躍の場とする！

①　求められるスキル？
②　自分が持っているスキル？
③　自分が使いたいスキル？

会
社
と
従
業
員　
　
　
　
　

相
互
に
役
立
つ
実
力
主
義
制
度
？

　多くの企業が　　　　

　　　研究中の課題

①　人事制度の前に必要な
　　　経営ビジョン

②　やる気と仕事の正しい
　　　評価（上司のコーチング力
　　　と人材育成・評価ｼｽﾃﾑ）

③　年功序列でない
　　　チャレンジテーマの存在

④　個人と会社の目標管理
　　　の融合化（適職配員）

⑤　プロセス重視の結果
　　　増大ｼｽﾃﾑ運営

　多くの企業が　　　　

　　　研究中の課題

①　人事制度の前に必要な
　　　経営ビジョン

②　やる気と仕事の正しい
　　　評価（上司のコーチング力
　　　と人材育成・評価ｼｽﾃﾑ）

③　年功序列でない
　　　チャレンジテーマの存在

④　個人と会社の目標管理
　　　の融合化（適職配員）

⑤　プロセス重視の結果
　　　増大ｼｽﾃﾑ運営

 

 
 
④ 多能化対策とスクランブル対策 
 多能化作戦と体系的標準対策が進むと、いよいよスクランブル対策という、変動に対する

対処となる。なお、この種の対策に当たっては、生産変動に対する恒久対策となるように

計画的に人材育成と生産計画や設備面での余力対策を展開すべきことがその要点となる。

この種の対策として『スクランブル対策』が有名だが、そのようなことが必要な背景と位

置づけを図表４－５－１９に示すことにする。ご注意願いたい内容は、多能化対策だけが

変動対応に対する、唯一、万能の方策ではないという注意点である。製品販売・生産量の

変動は、製品ライフサイクル、雇用事情など製品の特質や経営環境など多くの要員が関与

する。そこで行う対策には、①契約社員活用、②他社や他職場からの応援、③他社への OEM
化などの多数の対策があり、この種の対策と共に、④多能化がある。従って、このような

変動対策手段と多能化対策のバランスを企業サイドではよく検討してから多能化の位置づ

けを図るべきことになる。時には、⑤吸収できないことが判っている変動を無理して吸収

しない策もある。欲張って、注文をとった結果、納期遅れの続出や販売後に不良・クレー

ムが多発してしまっては、何のための生産対応か判らなくなるからである。 
かつて、筆者もこのような、多すぎる注文を顧客からいただいて、うれしいというか、

無理という生産対応に追われたことがあった。不良は出なかったが、量の消化に従業員は

全ての休日を投入し、80 時間もの残業で対応していた。だが、工場の関係者全員が疲れ果
てていた。そのうち、どのように頑張っても、納期遅れが出る危険が生じた。筆者達は「従
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業員の頑張りも限界に達した。寝不足でケガにつながるかも知れない」と、評価した。こ

の時、「もし、増量分を消化できないと、やがて収益やシェアーが他社に奪われる！」とい

うことを営業や本社側は言っていた。だが、工場としてはお客様のご期待にそえないので

心痛いが、やむなく、ご注文を断り、実力に応じた生産に戻す決定をトップに進言し、こ

の内容が実施された。 

図表4-5-19　販売増減に伴う現場対策の進め方

【従業員に対する対策】
・余力管理　　
・スクランブル対策　
・多能化の進め方

時間　→

実際の生産
販
売
・
生
産
量

実状は必ず、能力より多い、
または、少ない状況である
ことが多い。

【アウトソーシングを
　　　　　求める対策】
①　契約社員
②　他社応援受け入れ
②　他社外注OEM化
　　　（海外生産を含む）

策がない場合

生産・販売を断念
出来るだけ生産し、
販売対応する

予防策・緊急時策

　　活用の場合

 

 
 その理由は、実力向上の教育や各種改善を進めるゆとりなく生産を続けることに、将来の

大きな危険を感じたからであった。また、この実力で頑張っても、結局はお客様にご迷惑

をおかけすることが明白だったからであった。この策をとった結果は１年後に結果が出た。

と、いうのは、この面で無理したライバルが納期と品質で問題を起こしたからであった。

だが、我が方は段階的に生産性を伸ばし、つぎに訪れた波を的確にこなす力をつけた。そ

の結果、顧客の信頼を大きく得た。頑張るだけが策ではない、「一歩後退二歩前進！」とい

う戦略が見事成功したわけであった。以上、販売・生産量の変動対応にはこのような策も

あるという体験談を紹介させていただいた。日本では「頑張れば何とかなる。」とか、「頑

張ることが美徳である。」、とする例がある。だが、単に、人の頑張りだけに期待して、系

統的に現場の実力向上を図らないと、結局は中・長期の企業発展はない例もあることを紹

介した。 
以上、多くの経験と解析から①～⑤の策を紹介した。皆様にも、変化対応時に、ここに

示したような余力管理を検討されると考えるが、今までの内容を図表４－５－２０に『余

力管理とスクランブル対策』という形で整理したので、ご参考願いたい。なお、この内容
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でも激変する販売・生産変動への対応は決して十分とは言えない。だが、注文量が益々変

動するという、変種変量時代への対応は「備えあれば憂い無し！」である。ここに示した

内容に加え、皆様には多くのリスク対策を考案して適用願いたい。 
 

図表4-5-20　主要な余力管理対策の例

恒久的な対策の例

①　設備投資
　　・　自動化
　 　・　ネック工程対策

　　 ・　設備のスピードアップ

②　技術革新
　　・　設計変更
　 　・　技術革新（新技術）

　　 ・　工程省略

　　・・・・プロジェクトＸ　

③　金銭・人的対策
　　・　スキルアップ育成教育
　 　・　技術指導・導入

　　 ・　外部特殊部隊の依頼

　　　・・・他所留学

④　連続的小改善
　　　［0.1%/日］×［２５日/月］
　　　×［１２ヶ月］＝３０％/年
　　３年で２倍の生産性
　　　　　（１．３）３　>　２

⑤　機動班・多能化教育

⑥　その他　・家庭を巻き込んだ対策～
　　・定年退職者ネットワーク、NCネット利用　

備えあれば
憂い無し！
　　対策

 

 
 筆者はコンサルタントの仕事を始め、多くの研修のインストラクターを担当させていただ

くことがある。過去、その中に、優秀企業事例のスクランブル対策事例の発表があったが、

そこでは、筆者が紹介した⑤の内容と似た内容が紹介された。この企業は家電、クーラー

などの季節商品を生産する企業である。なお、その対策内容は図表４－５－２１に示すよ

うに、スクランブル対策に対し、実に戦略的な内容を展開されておられた内容が印象的だ

った。ここには、当然、市場直結型、しかも、顧客の信頼を得てシェアー、収益共に向上

されていた。また、この例では、能力を超えた受注に対して、吸収策が限界に来た場合、

智恵を駆使して、用意された各種対策を検討・審議～発動へ移るべき論理的、効果的な策

が展開されていた。だが、能力評価と向上対策に当たって、全ての智恵と方策が尽きると、

今度は、検討内容は一転する。即ち、無理をせず、「必要以上の変動はあえてやらない。」

という内容を実施されていた。当時、「このような場合にも、いかに頑張るか！」という検

討を進める風潮やグループ演習結果発表があったが、この事例を聴講した関係者は、「やは

り、一流企業は理にかなったことをしている。」という結論になった。なお、この時まで、

筆者の先の事例も余り共感されなかったが、この超優良メーカーの話で、先の筆者談も、

一転して評価されることになった。以上、急激な増量に対処する方法のひとつとして、こ
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のような対策があることをここに紹介させていただいた。 
 

図表4-5-21　
Ｎ社スクランブル対策

0

20

40

60

80

100

1 月 2 月 3  月 4  月 ５月　 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

売
上生
産

売上生産

季節物：クーラーの生産

【主要な対策】
　　①　夏に向けて早目に
　　　　つくりだめをする。

　　②　稼働日を調整する。
　　　　　4月～7月は作業時間
　　　　休日減を図る。逆に、

　　　　その他の月は休日
　　　　を多くする。

　　③　ピーク時に合わせ、
　　　　アウトソーシングの投入
　　　　を図る（事前に契約）

　　④　稼動の少ない時には
　　　　各種改善を進める。

　　⑤　季節変動のない、また
　　　　少ない時に生産可能品

　　　　を投入する。
　　⑥　クーラーのみだと季節
　　　変動の直撃を受けるので、

　　エアコン（暖房付き）、マイナ
　　スイオン空気清浄機機能を

　　持つ製品化を図る。

Ａ社販売戦略ライン
全ての変動分を全て吸収する策を
あえて展開しない。

過去の経験、季節変動の予測
他社の動向調査、シェアーと
顧客動向、買い替えサイクル
生活環境の変化、経済環境、・・・

 

 
 以上、多能化に関し、多くの与件を整理しながら、その対策と進め方について対策の要点

をまとめた。変種変量の時代、多能化対策は企業側にとっては受注・生産変動対応の有効

な手段である。また、ライフサイクル短命化の時代、新製品対応にも、スキルアップした

人材はフレキシブルにまた、高い仕事の習熟や現場関係者の早期教育のキーパーソンづく

りとなる。加えて、個人にとっては、変化する技術に柔軟に対処できる実力を身に付ける、

というメリットがある。この内容が進んで行くと、その方が苦労して身に付けたスキルと

職業観が結実して、世界的にも、尊敬を受けている方々が登場する例がある。例えば、加

工職人として現場畑を渡りあるき、加工のプロとして大学や企業、中小企業を多数指導さ

れてきた小関氏、リチウム・イオン電池のケースを深絞りで実現させた岡野氏など、であ

る。また、今後も、日本企業では、このような方々を育て、ものづくりの楽しさと人生観

を日本の産業界に広め、若者の夢を育てることも、後継者育成を担当される方々には大き

な使命ではないだろうか、「道は遠きに求めるのではなく、足下にある。」という格言があ

る。このような方々の活動と実態を見るにつけ、筆者は高度なハート・ウエアを感じる。

我々は、この種の産業人をお手本に、多くの方々が多能化対策と共に“ものづくりの夢”

を更に伸ばしていっていただくことを切望したい。 
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図表4-5-21　現場多能化教育の意義と方法（まとめ）

【多能化の必要性と意義】

①　生産の変動に対する対応
　　　・製品変更、変動、欠勤者があっても吸収性が高まる。

②　新製品立ち上げなど、新規事業や生産に対する対応
　　　・ゆとりの利用、高い技能を持った方々が変化対応にリンク
　　　　（セル生産に特徴的な事例がある）

③　技術波及と相互理解～標準化の進展

　　　・立場の理解～人が変わる毎に技術・技能が見直され、
　　　　ノウハウのキーポイントが明確になり標準化～早期
　　　　育成のポイントとなる

④　管理者になる前の訓練
　　　・とにかく、多くの人、技術、文化や技術との出会いが
　　　　人材育成とうい無形の財産になる

⑤　個人として経験・応用性、人生の豊かさの醸成になる

・・・・・・　・・　　・・・・・

・・　◎　　□△→○　Ｄ

・・　◎　　△　○　Ｃ

・・　○　　○　◎　Ｂ

・・　△　　○　◎　Ａ

・・・・技術Ｚ技術Ｙ技術Ｘ人名

多能化管理表

【多能化育成の方法】
①　留学方式

　（専門的に、期間を定め、特定
　の技術や仕事を覚えてもらう
　方式）
　　・出稽古方式
　　・学校へ留学～習得方式

②　ＯＪＴ訓練式
　　・マンツーマン方式
　　・ビデオ教育式
　　・シュミレーション訓練式

　　・その他　　
③　オーバーラップ方式
　　・少しづつ仕事の幅を広げ
　　　つつ仕事の仕方を吸収する
　　・生産の余力を利用して
　　　体験学習する
　　・その他

 

【参考事項】天命について 
 100万分の 1グラムの歯車をつくる技術を持つ「樹研工業」、携帯電話の電池容器を世界
で始めて成功させた「岡野工業」、金属加工の職人だが多くの大学や企業を指導されてきた

小関氏など、匠と呼ばれる職人の方々が中小企業を元気づける多くの内容を公開されてい

る。そこには、ものづくりと人生観、更には、ここまでに記載した積極人生と自分＋人づ

くりの姿がある。共通して感じる内容は、技能の追求を好不況にかかわらず継続されてき

た内容とご努力であり、ものづくりの信念を貫き通す活動である。先般、孔子の著書を読

んでいたとき、この内容は正に“天命”と感じられて行動される姿ではないか？利得づく

ではない、と思ったので、ハート・ウエアの参考として、その内容を記載させていただく

ことにした。 
「天命とは、ご自身が為そうとしていることに天の使命感を感じる内容であり、一種の

悟りに類する考え方である。この考えを持つ人は、自分の転職としてその仕事に没頭する。

しかし、障害は絶え間なくこの方に訪れる。使命感を持って活動しても成功が約束されて

いるわけではない。だが、努力は続ける。このことが、必ずや天に通じると考え続けるテ

ーマと行動を持つ方々は人間として比べものにない雄々しい姿になる。」という内容である。 
先般、ものづくりを現場で行ってきた方の著書を読んだが、「試行錯誤で身に付けた技術

は智恵を鍛え、新たな課題に智恵を駆使する際、手からそれが引き出され、課題を形にし

て行く過程で、ご自身の姿を見つけた。」という内容が出ていた。「しかも、造った物が人々

の幸せにつながる喜びは人生観と共に職業人のあり方である」とされていた。正に天命、

ハート・ウエアの現出ではないか？と筆者は（一人で）思った。 
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５－１、一流企業に見るトップ・マネジメントのあり方 

（１） 一流企業に見る総合的体質向上要素の研究 

 筆者としては感想になってしまうが、本書を書く 2004年暑い夏、アテネで開催されてい
るオリンピックと金~銅メダルを取得する選手の方々のご努力を見ていると、そこには必ず
勝者になる理論と実践の姿を見ることができた。その要素とは、精神的な集中・努力、当

日のリラックス、・・・・など多くの要件がある。企業と選手活動の類似性からを中心に、

その努力の内容を見て行くと、①世界一流の方法や理論を基に勝つための理論と目標を明

確に定めている。②オリンピック当日に至る目標達成ストーリー（計画）を策定し、あく

なき達成努力と評価を行っている。③定量的、科学的な方法を導入し、競技内容の分析~評
価・確認を行っている、という、本書の内容との共通点が見つかり、筆者にはとても参考

になった。皆様には、また、そこには、肉体的な強化方法だけではなく、メンタルトレー

ニングも平行して駆使しているという点も、競技の種目に関係なく、いわば共通の内容に

なっている点に多くの方々が共感される点ではないだろうか。人生は１回、しかも、４年

に１度、一般には繰り返し出場が難しい環境の中でこのような取り組みが出来る方々は、

天命という形でご自身の行動や努力をとらえ、あくなき努力を図られてきたように思う。

ここが一流の取り組みであって、メタル取得となっており、見ている人には感激を与える

内容となっていたように思う。 
 一流企業の取り組みにも企業の大小に関係なく、オリンピックに見る内容と類似の要件

がある。筆者が語るまでもなく、既に、このような内容は、今から 15年も前に JMAで真
剣に討論された内容がある。当時、日本は「小集団によるボトム・アップ改善で、打ち出

の小槌のように収益があがる事例の発表がなされ、これこそが今後の日本産業の柱にな

る。」という話と、「欧米から取り入れた各種企業体質改善手法を駆使することが先端企業

になる。」という風潮があり、両者の導入~展開を多くの各社が努力していた。このような
中で、「将来、日本を支えリードするトップ・ダウン＋ボトム・アップを融合化させたマネ

ジメント・システムはいかにあるべきか？」という討論がなされたわけだが、この討論に

は、産業界のトップ、大学関係で経営工学の研究を進める有名な教授陣、JMAで企業を実
務指導し、評価が高いとされてきたコンサルタントの三者・10 数名が招集された。その討
論は 3年間もの長期間に渡って、各種の調査を基に討論されたが、その結果、『一流企業が
持つ条件』という形で図表５－１－１と共に、以下の内容にまとめられた。 
① トップが従業員に明解、かつ、納得行く行動指針を出すと共に、達成に日々あくな

き努力を傾注している。また、その実態がある。 
② 現状を精細に分析し（徹底的な現状把握を行い）、強みを伸ばし弱みを駆逐する内

容を明確に整理し、戦略を構築する基盤整備を行っている。 
③ ②のレベルから①を達成する段階的達成ストーリーを企画書のような実行計画書
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にまとめ、全員に示し、達成努力を図っている。 
これは、全世界を対象とした調査の結果だが、この 3 点を進めてきた企業が、まる
で共通するかのように、一流企業として産業界では評価される結果を創出し、多くの

企業がお手本にしたい活動となっていた。同種内容はMBAや、ドラッガー氏の研究を
始め、この種の内容に類する多くの研究はある。だが、JMAの取り組みにおいては「具
体的、かつ、体系的に、この取り組み『目で見て判るマネジメント体系』として示し

て行くべきである。」という関係者の合意がなされた。そこで、追求すべき課題の名称

に“総合生産性（TPマネジメント＝Total Productivity Management）という名を
つけ、その内容の具体策の探求が開始された。また、「理論はともかく、実践事例があ

り、具体的な成果創出に直結した内容でないと多くの企業への適用が出来ない。」とい

う意見も出され、結局は、先の 3種の内容を理論として産業界に提唱し、企業には TP
賞という賞を出しながら、この趣旨に賛同する企業との共同研究が開始された。 
 

図表5-1-1　「超一流企業体質づくりへの条件」

現状を精細に
　分析する

２
なるほど、当たり前
だが、プロはヤル！

高い達成目標を示し
日々実現にあくなき
努力をする

１

目標

達成可能なストーリーを
示し、確実に達成する
　　　　　　努力をする。

３
Ｐ
計画

Ｄ
行動

Ｃ
確認

計画なければ
　管理なし！

企画書

1980年・JMAによる総合生産性研究会による調査・解析結果

 
 
 その後、JMA における TP 賞を通した企業体質改善の研究は大きな展開を産業界に示し
ていった（TP 展開図については、本書の図表４－２－１~７で示した内容である。なお、
現在は、既にこの対策は産業界に定着したため、TP 賞を通じたこの種の研究も賞も 21 世
紀に入ると同時に終了となったが、企業体質一流化の原則には何も変化がない）。企業活動

思想と実践というものは企業の将来に極めて大きな影響を与える。だが、TPマネジメント
の活動と全く逆の内容がある。倒産企業の例である。その内容は、東京都台東区を中心と

する八起会の調査資料（図表５－１－２）が明確に示している。 
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八起会は野口誠一氏がご自身の職を探す中から創設した会である。2004年 5月に会長の
野口氏が NHK・３CHに出て、会の生い立ちを話しされていたが、野口氏は、過去、ある
玩具メーカーの社長だった。また、悲惨な倒産の経験を持つ方である。野口氏が倒産した

時、悩みに悩んだが、企業再生の努力を進める中で、同業の倒産会社・社長の方々の自殺

が余りにも多いので会をつくった。だが、その時は、「そのような人助けを通しているうち

に自分にも何か良い話が入ってくるのではないだろうか。」という、不純ともいえる動機だ

ったそうである。そんな時、本当に「会社を興して手伝って欲しい。」という話が飛び込ん

できた。当初、野口氏は「この仕事は自分でやろう」と思ったそうだが、その時、入会者

に生活に困窮するご夫婦が尋ねてきた。その姿を見て、「今回はこの方にこの仕事を譲ろう」

と決断したそうである。その結果、大きな感謝と成功を得た。これがきっかけで野口氏は、

私利私欲を離れ、会の強化を志された。また、会の中も『七転び八起き』の言にならって、

「八起会という名をつけた。」と、いうお話であった。以降、相互に、倒産企業が精神的に

助け合うなかから、赤字脱出の努力を進めてきた。また、このことで、今や、産業界では

中小・倒産企業立て直しや元気育成の中核とまでいえる会のひとつとなっている。このよ

うな内容をテレビや著書、インターネットで公開された内容を見るにつけ、筆者は､改めて、

この逆の内容である『超一流企業づくりの原則の追求』、即ち、TP 賞の検討内容の大切さ
を再認識させられる。要は、企業の体質一流化対策には、ある程度決まったマネジメント

体系とキーファクターの存在がある。格言に「理論なき実践はマグレであり、実践なき理

論はウソである」というものがあるが、この内容は正にマネジメントを進める上で重要な

内容を示す言葉であるように思う。 
  

図表5-1-2　八起会による倒産企業の理由

倒産企業　理由アンケート結果

1位　：　経営者の高慢、経営能力の過信
2位　：　社員教育の不備、欠如
3位　：　事業目的、目標、計画性の欠如

4位　：　業界情報の不足と環境変化への対応
5位　：　新商品の欠如、技術開発の遅延
6位　：　家庭不和、同族経営の弊害
7位　：　公私混同、経営哲学の欠如
8位　：　決断力、実行力の欠如
9位　：　計数管理の不足と勉強不足
10位 ：　ワンマン、反省心の不足

1位　：　経営者の高慢、経営能力の過信
2位　：　社員教育の不備、欠如
3位　：　事業目的、目標、計画性の欠如

4位　：　業界情報の不足と環境変化への対応
5位　：　新商品の欠如、技術開発の遅延
6位　：　家庭不和、同族経営の弊害
7位　：　公私混同、経営哲学の欠如
8位　：　決断力、実行力の欠如
9位　：　計数管理の不足と勉強不足
10位 ：　ワンマン、反省心の不足
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この種の内容は本書がテーマとしてきたハード・ウエア＋ソフト・ウエア＋ハート・ウ

エアを、正に上面から制御する内容である。そこで、以下に総合的マネジメント・システ

ムという局面から、企業がとるべき行動と要素を整理して示すことにする。 
 

（２） 一流企業の総合的マネジメント革新活動、その事例研究 

 スポーツも産業界の活動もそうであるが、新たな理論は実践事例の研究から成功の要素

を学ぶべきである。そこには、現在の理論を全て研究し尽くした後で新たな努力をして新

技術の開発~適用~成功劇があるからである。また、この取り組みを温故知新という。過去、
剣豪が流派を興した内容や、領主が国づくりを果たした内容は全てこの方式を採ってきた。

また、平和を目的に百戦百勝を果たす戦略の書として有名な「孫子の兵法」、更には、昨今

のスポーツでも小柄な女子マラソンで金メダルを取得した高橋尚子さんと小出監督の努力

も同じ取り組みをしている。即ち、成果をあげてきた一流の内容を分析、それを近代的な

手法でシステム化させたことにより、利用可能な技術という形で高度なレベルや優勝を近

づける方式であるが、結果として、有効、かつ最新の手法体系を創出するという内容であ

る。このアプローチは産業界にも同種、多数の事例を見ることができる。たとえば、SCM
もその事例である。パソコンを中心に産業界で大きな発展を遂げたデル社は、各種の勉強

の中から、最良の方法を抽出した上で、新たな対策を加え、早期に顧客志向の体系をつく

り、新規産業ながら過去の有名で歴史ある企業を凌駕する企業にまで伸びてきた。ここで

注意すべきは戦略や手法の選択である。「良き師を得ずば学ぶにしかず。」という剣道の名

言がある。この言は「悪い師につき間違ったことを教わると、その癖や文化を取り去るの

に習って習慣づけた年月の２倍以上の年月と努力がいる。」という教えである。また「3 年
間剣道を習わなくても良い師を探す方が価値は高い。」、という内容もあるが、企業でもこ

の内容は同じように当てはまる。たとえば５Sや不良対策などで、内容をよく検討しないで
他社の真似だけで新手法を導入した例においては、「５S は掃除」が基本ということで、掃
除ばかりを数年続けたが経営成果が出ない例や、不良対策に概念論やコンプライアンス対

策に当たって、本来対策すべき課題を直接的に攻めず、問題をすり替え、コミュニケーシ

ョンの問題にしてしまい、研修会を繰り返すが不良低減に至らないケースなど、この種の

的が外れた取り組みをしている例は産業界に多数見ることができる。この種の内容は、余

裕がある企業では遊びやトップの趣味として扱えば良いが、このような間違った方法に暇

つぶしをしていると、この種の企業といえども、やがて経営を間違った方向に導くことに

なる。過去の歴史やマネジメント、組織や体制がネックになっている企業も類似の内容に

陥った企業ということができよう。この種の例は、産業界や技術、市場が大きく変革して

いることは判っていても企業体質を新時代に変質できなかった一例である。なお、この種

の内容を産業界では“カモフラージュ”とか“企業文化的・抵抗勢力”というが、正に、

変革の士が苦労賛嘆している内容は､全てここに落とし込まれる内容である。この種の問題
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はやがて経営を破綻させる内容であり、ここで解析しても何も生まないので、この種の例

の紹介はこの程度で扱いを放置することにする。そこで話題を戻し、我々の課題『一流に

学ぶ』に集中して行くことにする。このため、以降、本書では、産業界を大きく引っ張る

事例となり、従来の取り組みを大きく変革させた内容の中から、特に有名な３例ほどを紹

介し、そこにあるべきマネジメントの内容を探ることにする。 
 
（イ）米国 GE社 ジャック・ウエルチ前会長による変革 
  ウエルチ氏の取り組みは国際的にも有名な変革として知られてきた。また､産業界で多

くのトップがお手本にしてきた内容である。特に、100年もの権威ある歴史ある大企業を戦
略的、計画的に変革させた例として世界産業界でも評価が高い。ウエルチ氏は 1981年４月
に GE に八代目・最高経営責任者兼会長として就任された。９年間に渡る企業変革の取り
組みは既に多くの著書にその内容が掲載されている。ここで、その要点､特に、体質改善の

キーファクターに限り、その要点のみを抽出し、まとめることにする。 
① 現実を直視する大切さ 
ウエルチ氏は「現実を直視しなければ競争に勝つことはできない。」として、ＧＥが

行ってきた旧態依然の体質を見直し､大幅なリストラを進めた。内容は無駄な管理職を

削減する対策であった。ＧＥのような大企業が大きな変革に向かうためには全く新しい

経営戦略と体制が必要だったが、当初、社内の主だった者はウエルチ氏の改革を鼻で笑

い、「改革は必要ない。」といった。だが、ウエルチ氏は事業全体をよく見直し、どこを

切り捨て、手直しするか、逆に、どこをどう強化すべきかについて早い決断を関係者に

迫った。特に、このような批判に対しウエルチ氏は、明確な方針とは「ありふれた製品

やサービスを提供する企業､二流が生き残れるわけはない。」と言い、ナンバーワン戦略

を目標としてではなく、GE社の活動条件と定め実施していった。このため、抵抗勢力
からは傲慢と判断された。しかし、ウエルチ氏は猛然と決断し企業変革の行動を採って

いった。まず、テクノロージー、サービス、コアの 3点から、製品を見直し、有望な事
業とそうでないものを分け、有望なものに焦点を絞り他はＧＥから撤退する策を展開し

ていった。 
② 過去にとらわれず、従業員と徹底した会話を進めた。 
ウエルチ氏は「現実の直視と社員に自分の意志を直接伝える。逆に、聞く、徹底して

話し合う」という考えをピットと呼び、レクチャーホールへ聴講生を集める形式で進め

た。そこでは社員を集め､直接討論を開始したわけだが、ウエルチ氏が“考える経営者”

と定め、話した対象は職制の管理者ではなく変革のリ－ダーだった。また、ここでは､

常に｢伝統は過去のもの、過去はどうでもいい。過去から学ぶものはあるが、昨日から

抜け出し明日を創造する行動｣を関係者に求めた。最初、この対話は会社の愚痴やウエ

ルチ氏の考えを聞く内容に留まっていた。だが、継続は力となった。このような対話を

続ける内に趣旨を従業員が正しく理解した結果、多くの提案が出たからであった。ここ
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で検討された内容の多くは、仕事上で困っていること、例えば、「担当者が決めて出来

るし、やってきた内容に多くの管理者のサインが必要なのは不合理である。」という内

容だった。この、ウエルチ氏が底辺の声を取り上げ改善するといった取り組みを進めた

ことをきっかけに、また、ウエルチ氏自身が事実を確かめ改革に当たるという行動を繰

り返す中から、実務者も自分の仕事を原点から見直す風潮と、ビジネスへ直接参画して

変革の主役になって活動するという気風が育っていった。 
③ 中間管理職を減らし贅肉を取る策を運営した。 
「部下の仕事の邪魔をせず、部下が持てる力を発揮できる環境づくりをするのが管理

者の役目である。」また、「部下がすばらしい仕事をしたらそれに報いるべき、更に、最

大のチャンスのところに資源を集中する。」という経営思想がウエルチ氏の管理に対す

る思想である。この内容を実践するため､まず、官僚的な組織は廃止した。残った管理

部門にも役割と権限、求めるアウトプットを明確にしていった。この、アウトプットを

明確にした上でインプットが必要な組織や管理のあり方（具体的な仕事）を明確にする

という行動は､後に『リ・ストラクチャリング』の名で知られることになるが、このや

り方でウエルチ氏は管理部門の効率化を大きく進めた。 
④ 品質を中心にキー部門に権限を委譲していった。 
品質保証を現場で徹底させるため、組立ラインの直前にレバーを２つ設ける策などの

具体策を実施させた。ひとつは問題があればラインを停止するレバー、もうひとつは、

製品が完璧だと判断した時に次の工程に製品を送るためのレバーだが、同時に、この対

策で品質に対するチェックと保証とを行う権限を現場に降ろした。当初、品質管理担当

者の多くは「この方式は作業が混乱する。」「ペースがあがらない。」などの批判をした。

だが、この方式を実施に移すと品質､生産性とも飛躍的に向上していった。また、この

内容と成功を見て、ウエルチ氏は管理を図表５－１－３に示すような４種に分け､全社

に示した。その結果、この内容は先のリストラ、不要な中間管理の仕事の撲滅にも役立

てることができた。 
 
 図表５－１－３ ウエルチ氏が示した従業員の活動と評価区分 
 人の行動の区分 業績目標を達成する 業績目標が達成できない 
GE価値観を共有している人 タイプ１   ◎ 

将来ははっきりしている。必ず昇

進する。 

タイプ３  ？ 
仕事の環境が変われば能力を伸

ばせる可能性がある。 

GEの価値観を共有しない人 タイプ４   △ 
このタイプが一番扱いにくい。 

タイプ２  × 
許容できない人で、将来どうなる

か、はっきりしている。 

 
⑤ 大企業を小企業のように小回り、機動性の利く内容に変貌させる対策の実施。 
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ウエルチ氏は子会社の利点を次のように提示し、有用な内容を GE社へ適用した。 
（ⅰ）意思の疎通が図りやすい。自由に意見交換ができる（官僚的組織のようなわず

らわしさが無い）。 
（ⅱ）意思決定と行動が早い。変化する産業界に躊躇は許されない。 
（ⅲ）階層が少ない。このためリーダーの動きが鮮明に判る。 
（ⅳ）政治的かけひき、会議、承認~余計な書類作成に費やす無駄や時間が少ない。 
また、ウエルチ氏は、「優良子会社は整然としていて、単純、形式にこだわらず熱

気にあふれて官僚的な活動はなく、どこからでも貪欲にアイデアを吸収し、だれでも

が必要な人間として活動していて、会社への貢献具合もよく知っている。」という見

解も出した。更に、「優良子会社は、高い目標への夢と活動がはっきりしていて、大

変高いコミュニケーション・システムを運用している。特に、社員が顧客のことをよ

く知り、顧客重視の活動をしている。」という特徴をとらえ、この考えを GE 社の中
へ取り入れていった。 

 他にも、多くの方針の紹介と実践内容はある。だが、ウエルチ氏は、大略、以上の５点を

重点に、就任時は歴史と改革意欲が少ない GE 社の変革に当たった。これで GE 社は大き
く変革へ向かったが、その後、ウエルチ氏は６シグマ（６δ）を GE 社に導入した。６シ
グマは、名の通り、不良を 100 万個に 3.4 個以下にする取り組みであり、顧客志向でベス
トカンパニーレベルの企業体質を確立させて行くという手法である。その手順を図表５－

１－４に示すことにする。当初、この手法はモトローラーと６シグマ・アカデミーという

コンサルタント部隊の共同開発した手法だった。だが、GE 社ではこの６δ を導入して 3
ヶ月の後、この手法を GE 方式に切り替えた。その結果、図表５－１－５に見るように大
きな成果を得た。ここに特筆すべきウエルチ氏の言がある。ウエルチ氏によると「1995年
以降の収益の伸びは６δ によるものである」と報告している点である。成功の要点は、ウ

エルチ氏が６δ を顧客志向製品づくりに徹底して集中した活用を図っていったからであっ

た。６δ の活用であるから、当然、不良を発生させないために現場では標準作業の徹底が

行われた。だが、活動はこの領域だけに限らなかった。GEでは、新製品開発段階からの不
良ゼロ対策に６δ を活用した点が、大きな成果を出した秘訣である。要は、顧客志向の製

品開発に６δの解析手順を利用していったのであった。 

では、ウエルチ氏が進めた６δ はなぜ、顧客志向の取り組みなのであろうか、我々は、

まず、図表５－１－４の科学的アプローチに注目すべきである。一般に、問題解決を目的

とする対策は問題把握、分析、総合、評価という手順でことを進めるのが一般的である。

これに対し、６δの手順は少し違った手順である。この､余り我々になじみがない科学的手

順は考古学の調査手順である。一般に活用されてきた技術開発における科学的問題解決手

順とは異なる。その理由は、現在社会と古代は全く異なるので、まず、現状を徹底的に調

査することが必要になる。また、現代の立場にたって昔の解析に勝手な考えや理屈を入れ

勝手な理論を構築しても、古代の実態を見誤った状況で多くの判断を下して行くことにな
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る。そこで、このような科学的分析手順が確立しているわけである。GE 社の解釈で素晴
らしい点は、「この考古学のアプローチこそが顧客志向の解析に有効である。」と考え、企

業に取り入れていった点にある。要は、「大企業では、とかく陥り勝ちになる内部志向を押

さえるのに役立つ！」と GE では判断した点であった。また、６δ を用いた解析と共に、
顧客志向のもの・品質づくりを実務的に進めたことが顧客に GE の取り組みと製品が評価
を受ける結果となっていった。 

図表5-1-4　６ｼｸﾞﾏによる品質改善ステップと特徴

科学的分析のステップと、その解釈

１、観察
　　　五感の全てを駆使して変化を明らかにしつつ
　　観察を行い、その対象と特質を明らかにする　

２、分類
　　　対象とその特質を整理した後、目的との関連
　　において構成要素を分類、定義する

３、測定：必要·重点項目の定量化を量る

４、収集して組織化
ﾃﾞ ﾀーを収集、記録を行いつつパターンの類似性、

　　特徴などを比較、分類、明確化する処理を行う

５、予測し、推論する
６、変数を明確にする
　　推論に基づく仮説を立て、仮説を実証する方法
　　を考える.

７、まとめあげる：現物や図面で具体化する.

一般に見られる科学的分析
　１、仮説の設定
　２、分析（VEはアイデア発想～抽出）

　３、総合

　４、評価

シックスシグマへの利用
１、定義：顧客と要求を定義する
２、測定：問題となっているキーを
　　　　　　　　　確定して、ﾃﾞｰﾀ収集する

３、分析：今まで達成していなかった
　　　　　　　　　根本原因を明らかにする

４、改善：改善案をつくりテストする

５、統制：具体化へ向け、開発～実行
　　　　するが、このための文書化も行う.
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ベストカンパニー　　　　　　　　　３．４６

　PPM管理企業　　　　　　　２３３５

　TQC活動企業　　　　　６，２１０４

　抜き取り検査　　　　６６，８０７３

参考となるレベル　100万個中不良数σ

超一流企業
を目指す活動

①　新製品開発段階から
　　　科学的に不良ｾﾞﾛ化を
　　　　図る対策を図る。
②　製造工程で管理限界を
　　厳しく定め、守り欠陥
　　ゼロ生産を実現する。
③　徹底的な顧客重視の

　　製品づくりに集中する。　

①　新製品開発段階から
　　　科学的に不良ｾﾞﾛ化を
　　　　図る対策を図る。
②　製造工程で管理限界を
　　厳しく定め、守り欠陥
　　ゼロ生産を実現する。
③　徹底的な顧客重視の

　　製品づくりに集中する。　

絶大な
　成果

１００

５０

０
‘７０　’７５　‘８０　’８５　‘９０　’９５　‘９８
　　　　　　　　　→　　年

92.9

65.7

43．0

23.4

15.15.1
3.3

純
利
益　
　
　
　
　

億
＄

　図表5-1-5　米国GE社に見る６σ適用効果の内容

 

 
GE社には、もうひとつ６δ活用の要点があった。GE社の製品には、決して、品質不良
やクレームがあってはならない。この対策のため、GE社では徹底した品質改善プログラム
を展開した。その内容は図表５－１－５、右下枠の②と③である。①は先に解説の内容だ

が、製造現場で、どのように６δ の運用を図っていったかを示す内容である。この内容に

は厳しい内容がある。その理由は、もし、不良が出た場合、どうするか？という内容だが、

GE社では「不良を発生させた場合、発生元のマネジャーのボーナスは 40%もカットする。」
という規則を運用した。だが、GE社でこのペナルティ制度を運用することが目的ではない。
トップマネジャー自らが顧客志向の品質改善に努力しないで、なぜ、製造現場が GE の品
質維持向上に熱心になるのであろうか？という意思をはっきりさせるため、制度に定めた

わけであった。また、同種内容はマネジャーだけでなく、製造現場にも運用していった。

その内容は「失業率 5%ですよ、・・・」と紹介する文書に示されている。これは米国に在
住する方々にはすぐ理解できる内容である。筆者も米国で仕事したことがあるが、一般企

業の失業率は 3%程度である。GEともなると、給与が高いことや、質の高い従業員として
認められることもあって 1.5%以下という状況が一般的とされている。では、3.5%の差は何
なのであろうか？この数値が徹底を意味する内容である。一般に、不良発生を予防し、良

品生産を図る対策で重要な取り組みのひとつに『標準作業の遵守である。』がある。ことは

どの企業でも周知の要点である。そこで GE 社の運用になるが、この徹底に対し、警察官
に相当する取り締まり官が現場を巡回し、「標準通り仕事をしない作業者は違反行為をして

いる。否、テロかも知れない。このような方々は会社を退去願う！」という厳しい管理を
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行ってき結果、失業率 1.5%＋3.5%＝5%になるのである。すなわち、管理官は、標準化の
徹底に当たり、少しでも標準の遵守に疑問を感じた人があれば、否、無理にでも見つけ、

企業から排除すことを行ってきた数字が 5.0%の数値なのである。 
このような厳しい管理の話を見ると GE 社だけが行うシステムのように見える。だが、
この種の方式は米国では特別なものではない。かつて、この種の内容は IBMが血気盛んな
頃、研究開発者の刺激策として用いてきた方式と似ている。古い話だが、若い頃、筆者が

ノーベル賞受賞で有名な江崎玲於奈博士にお会いし、講演会の後もお話する機会があった。

その時に聞きした話に似たお話があったからである。そのお話は研究者の活性化対策に関

する内容だった。江崎氏のお話は「IBM では、研究開発者の評価を行う際に『ダメ部屋』

という制度が運用しています。」という話だった。お話をお聞きしたのは 1970 年の初頭で
ある。当時、コンピュータが生まれたばかりの時代、まだ、日本ではようやくコンピュー

タの活用が始まったばかりの頃であった。「日本企業がどんなに努力しても 100 年は IBM
には追いつけないのではないか？」という話があった頃だった。事実、この面では日本企

業と米国 IBM社との開発力はかなり差があった。また、ある段階に追いつくと、IBM は、
もう次の製品を出してくるという時代だった。江崎博士が話された話の多くは、IBM の技

術開発、研究開発者の育成談だったが、話の中に、「新たな発想や研究テーマ、開発や成果

が出せなくなった方々を評価・刺激する方式があります。今、IBMでは、研究者の中から、
このような対象者を常に探し、無理にでも 5%の数値を保つ形で『ダメ部屋』に入れる方式
を運用している。」というお話であった。当時、筆者達はこの話を驚異に感じた。また、こ

の『ダメ部屋』入れる方に対し、多くの質問をしたが、「会社側の説明は次のように行いま

す。「あなたは優秀、今後の可能性も高い、多分、あなたの方法と能力が当社に合わなくな

っているだけのことですので、他の会社で才能を伸ばす機会を与えます。当然、３ヶ月は

給与を出します。だが、その間に会社と自分のためになる提案をして会社で新たな展開を

するか、または、他社、自分の将来が伸ばせる仕事を探して下さい。」という話をします。」

という内容だった。日本の企業では、このようなシステムは運用できないと思う。だが、

その後、米国で筆者が働いていた工場で、この内容を目の当たりにしたことがあった。筆

者が勤務する工場での事例だが、管理能力に疑問を感じた工場長に対し、会社としていよ

いよ退職を願うことになった。その時、目前で米国のマネジャーグループが同種の方式を

適用する提案が行われ実施された内容を見た。このような規定は、一種『性悪説』を用い

た規則であり、適用される側には厳しいが、組織の方針徹底や規則徹底のひとつの大きな

方式であることを､筆者は米国の地で学んだ。だが、一見厳しく見えるこの種の方式も、よ

く見るとサッカーなどスポーツの世界では、既に、常識的に行われている制度である。 
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図表5-1-6　６σなどに見るＣＳ対策と実施事項
事業目標設定

CS範囲の設定　→　品質設計　→　　生産～販売対応　→　顧客ｻｰﾋﾞｽと満足度

目標展開
　　　具体的活動

部門別の目標展開
　　～業務設計～改善の推進
　　　　　　　ﾌｫﾛｰｱｯﾌ゚～成果創出

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

セ
グ
メ
ン
ト
↓
戦
略

・業種や規模
・地域特性
・特定顧客の特質
・特別用途の把握

・企業戦略
　事業戦略の見直し
・ﾏ ｹーﾃｨﾝｸﾞ戦略
　づくり
・顧客が求める
　品質レベルの認知

・機　能
・品質ﾚﾍﾞﾙ
・RASという
　信頼性
　利便性
　安全性の
　理解
　　↓
・商品化対策
・生産設計　

・生産技術ﾚﾍﾞﾙの向上
・部品調達内容
・生産能力の向上と
　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ化対策
・生産設備最適化
・生産L/Tの短縮
・低コスト対応力強化　　

・製品の顧客評価
・価格設定の妥当性
・販売促進と顧客の
　受け入れ性
・販売業者のﾒﾘｯﾄ
　(付加価値）
・販売ﾁｬﾝﾈﾙ
・販売力/ﾗｲﾊﾞﾙ対応

・ｽﾋﾟｰﾄﾞ改善
・品質保証、A/S内容
・顧客への情報提供
・顧客からの信頼性
　（維持・向上）
・ｻｰﾋﾞｽ水準/差別化

流通上のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

・納入期間、ﾀｲﾐﾝｸﾞ
・配送網と在庫回転
・デポと供給状況
・流通費用

 

 
筆者は、「やがてこの方式も日本産業界に訪れてくるのではないだろうか？」と思ってい

た。すると、21 世紀に入る頃から、これより厳しい内容が“人件費削減のための首切り＝
リストラ”という言葉と共に日本で運用されるようになっている。 
ここまでに６δ 適用の徹底についてその要点を解説した。いずれにせよ GE は、この種
の内容を段階的、系統的に実施することで、生産～販売の全プロセスを顧客志向で変化対

応にしている点が、今や多くの企業で高く評価されている。昨今、米国の優良企業では「大

きな企業といえども、お客様のニーズや市場の変化に迅速に追従、変化出来ない企業はた

ちまち衰退する。」という認識であり、大手優良自動車会社 GM もコンピュータで有名な

HM も同種の取り組みを進めていることが多くの著書に紹介されている。また、生産・販

売の全プロセスの内容は大略、図表５－１－６のような内容が報じられている。このよう

な内容を見ても、GE社の取り組みは、新時代への対応をおこなった成功例であるというこ
とになる。いずれにせよ、ウエルチ氏が率いた GE は新時代へ向けた『市場直結型の対応
の必要性と取り組みの要点を、理論と実践で示す革新の好例』ということができる。 

 
（ロ）ブラザー工業の変革 
 海外大手企業の例から、今度は国内に目を移すことにする。ここで紹介する企業はブラ

ザー工業、前・安井義博社長のご努力である。ブラザー工業は歴史あるミシンづくり大手

企業である。安井社長はここを大きく変革させた。今や、ブラザー工業は、情報産業の旗

頭の一企業として活躍中であり、携帯電話の着メロまで行い、ハードからソフトへの変換
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を遂げ 2.7 次産業といわれる新時代への産業の対応を実務的に行ってきた先進企業のひと
つである。では、ここまで見事にブラザー工業を変革させた前・安井義博社長のご努力と、

その取り組みをここに紹介させていただくことにする。この内容は、既に NHK「ビジネス
塾」や、ご自身直筆による著書がある。また、多くの方々に知られる内容ではある。その

内容は、系統的に体質を新時代に合うように変貌させた例として産業界で注目を浴びてい

る。特に、若い社長として就任された安井社長が変革された歴史の中に多くの学ぶべき点

多々がある。では、以下に、その要点を紹介させていただくことにする。 
ブラザーは家庭用ミシンの訪問販売や予約販売で急成長していった有名企業である。し

かし、ミシン自体の市場が飽和状態になったこと、また、ブラザー工業とブラザー販売を

分離した会社の運営が相互の意思の疎通を欠くようになった結果、販売の低迷と収益悪化

傾向が強くなっていった。このような環境にあって、安井氏は社長になる前から、モノづ

くりにおいては、製品の企画・開発・製造の「つくる」部分と、流通・販売・サービスの

「売る」部分とを一貫させないと、事業経営そのものが成り立たないと考えてきたことが、

この変革の基盤となっていったそうである。 
安井社長は 1989年に社長に就任された。当時、ブラザー工業では、多角化と収益打開を
狙い、タイプライターなどの事務機、家電、工作機械などへと製品を多角化させてきたが、

業績は悪化の一途をたどる状況であった。安井社長は、「こうした事態を打開するためには、

マーケティング軸と技術開発軸を融合させ、新たな時代へ呼応する新製品の創出が必要

だ。」と考えられたそうである。そこで、経営資源を情報通信機器事業に特化して、これを

ブラザー工業の中心事業にする案をすすめることにした。また、このために、社長直属で

２１世紀委員会を創設、次のような切り口でプロジェクトを進めていった。 
５０歳代 ： 本業だったミシンへの回帰 
４０歳代 ： 将来性の高い OA機器の強化 
３０歳代 ： 異分野であるソフト事業への進出 
安井社長は“製造業は変化対応業”という考え方をベースに革新を進めた。ここでは、

次の７つの方針を立て、その対応と評価を明確化させた。 
【ブラザー工業 安井社長が示した７つの方針】 
 ①Ｉ＆Ｆの重視：経営資源をイメージ分野とファッション分野に集中する。 
  なお産業機器分野はＩ＆Ｆに次ぐ第三の柱として着実な強化・拡大策を図る。 
 ②利益の重視：いたずらに規模拡大をのみを追わず、むしろ利益を重視する。 
 ③「モノ創りの重視」：メーカーの原点に立ち、「モノ創り」を中心とする事業展開する。 
 ④顧客の重視：「顧客と共に生きるブラザー」を認識し、顧客に真の満足を提供すること

を行動の基準とする。 
 ⑤グループ経営の重視： ブラザー工業にとどまらず、グループ全体を視野に入れた経

営を行う。 
 ⑥人の重視：人を大切にし、育て、活かす経営を行う。 
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 ⑦合理性と競争原理の重視：合理的な意思決定と市場原理の追及・徹底を図る。 
単に方針を掲げるだけなら誰でも出来る。従って、ここからの実践が勝負となる。GEの
ウエルチ社長もそうであったが、この種の取り組みの正否は、経営戦略や方針がどれだけ

一般社員にまで浸透しているかが決めてとなる。そこで、安井社長は現場とのコミュニケ

ーションと直接の指導により方針の徹底と、方針の具体化を進めた。具体的には、商品企

画の現場、開発の現場、設計の現場、生産の現場、販売の現場、サービスの現場、修理の

現場へと出向いていった。その理由は、「ホワイ・トゥ・ドゥ」の部分で社員が納得して仕

事ができるようにするためと、その種の内容を直接話すという行動であった。 
 後に、多くの社員から「社長が現場に来て、自分たちの仕事を熱心に見てくれ、いろい

ろと話してくれたことが、とてもうれしかった。」とか、「社長がわれわれ現場の一般社員

にも目配りをしてくれていることがわかって、とてもやる気が出た」という手紙やメール

が社長のところへ寄せられたことを見ても、従業員と一体になって方針の実現に努力され

ていったことが判る。この種の対策は、実際に行動する社員一人ひとりが、それぞれ自分

のしている仕事に対した、「何をするのか」「なぜするのか」をきちんと納得していないと、

十分な力を発揮できない内容となってしまう危険性を拭払する取り組みであることを考え

ると、この内容には敬服すべき多くの内容が含まれている。 
 当時、ブラザー工業では新製品開発は国内でうまくいっていなかった。このため、米国

にターゲットをしぼり FAX の開発~販売戦略を展開に入った。その理由は、当時、米国で
は SOHO（Small Office Home Office）という形態が進んでいたからだった。この方式は、
個人が家庭や小さな事務所を持ち、FAX でお客様や雇用する会社と連絡をとりながら仕事
をする方式である。当時、米国では急速な広がりをしていた。ブラザー工業はこの市場を

狙うことを決め、顧客に対して購入希望価格を調査した。すると、「当時の販売価格の半値

で購入したい。」というのが顧客要求だった。そこで、この対策に集中、大変な努力の末、

＄399/台の FAXを世に出す改善を実現させた。このような価格の FAXを販売すると、これ
が顧客ニーズに適合し大ヒットとなった。また、この成功は米国内に留まらず、FAX を日
本上陸させるきっかけになった。ブラザー工業では、従来も家電品を開発したことがあっ

たが、過去は「大きな違いはメーカー発想で、差別化が製品競争力の柱である。」と考えて

新製品開発を行っていただけであった。だが、このような方式は全て不成功に終わってい

た。これに反し、この FAX開発戦略は大成功だった。極めて当たり前だが、誰が顧客かを
つかみ、ニーズが何であるかを調査し、明確にしてから製品開発を進めた点に成功のポイ

ントである。 
FAXの原価対策はVE手法の活用である。安井社長はここにも新たな発想を加えている。
Ｖ＝（Ｆ＋Ｓ＋Ｅ）／Ｃ×Ｑ」という数式の利用である。Ｓはスピードとかソリューショ

ン（問題の解決）、Ｅはエモーション（感動）、Ｑはクオリティーを意味する。この算式は、

例えば、コストをかけても、機能が高く、開発や問題解決のスピードが速く、感動を与え

る度合いが高く、なおかつ品質も高ければ、その商品はお客様にとって価値があるという
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考を示す評価式であり、製品開発のコンセプトや戦略を評価式と共に新製品に役立てる内

容である。 
その後、ブラザー工業は“TAKERU”という新製品を出した。この製品は 1980 年代半
ばにニューメディア関連の製品として、当時若手の技術者であった安友雄一さん（現ＮＩ

Ｄ開発部室長）などにより開発された製品である。内容はパソコンソフトの自動販売機で

あり、フロッピーディスクを持ちジュークポックスのような機械にお金を入れ、カラオケ

の曲を選ぶような方法だった。対象が販売を伸ばしつつあるゲームソフトがターゲットと

なる市場であり、顧客は買いたい対象を選びダウンロードする方式だった。即ち、ユーザ

ーが必要なソフトだけを選択して購入するという方式であり、近代的な商品だった。だが、

当時はソフトだけを販売するという販売はまだなかった。この製品は、現代 IT革命の先駆
者、米国ビルゲイツ氏も絶賛する内容ではあったが、当時としては余りにも時代が早かっ

た。このため、結局、全国で約 300 台しか普及しなかった。従って、この事業は事業とし
ては大失敗に終わった。だが、安井社長はこの取り組みを失敗としなかった。ソフト発信、

インターネットを活用したソフトの発信、販売というニュービジネスであり、やがてこの

ビジネスモデルは必ず市場から評価を受けると考えたからであった。当時、安井社長は次

のように語られている。 
「“TAKERU”という新製品は失敗に終わったものの、われわれは“TAKERU”の時に
考えた。コンテンツをデジタル信号化して、通信パイプラインを通じてプラットフォーム

に届けるというビジネスモデルには大きな自信を持っていた。“TAKERU”の失敗の最大の
原因は、要するに早すぎたことにあった。時代に先駆けて開発した需要創造型の製品だっ

たので、結果として非常に高いハードルとなってしまった。また、宣伝をする資金がなか

ったので、こういう便利な機械があることをお客様にお知らせすることもできなかった。

これらの責任はすべて経営者の私にある。私の判断が間違っていたということなのであっ

て、決して技術者の失敗ではないのである。」安井社長は関係者にこのように伝えたそうで

ある。同時に、この製品を担当されていた安友さんに「100億円市場になる製品をこの方式
を活用してつくれ！」と指示した。安友さんはこの対策に悩み、各種テーマを探していた

が、折よく町を車で走る中、幸運にも、当時はやり出したカラオケボックスを目に止めた。

また、その状況をチェックすると、そこに問題が多いことをつかんだ。すなわち、「ディス

クを切り替えるという当時の方式は、時間もかかるし、最新の曲を売るには新たなディス

クの購入、多くの曲の保管はスペースだけでなく、選曲のためのソフト修正など、多くの

手間も必要になる。それなら、必要な曲だけを配信すれば良い。」と考えたそうである。そ

こで、早速対策に入った。この視点で具体的商品化がなされたわけだが、製品が完成した

年に、その額は 200億円の売り上げにもなった。 
この成功に対し、安井社長は「これは私にとっても実に楽しいことだった。もともと技

術者というのは、世の中に役に立つような、あるいはお客様に喜んでいただけるような新

しい技術を自分で開発したいという夢や希望を持っている。若い技術者の場合はなおさら
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である。それがあるからこそ、日々の技術開発の過程で苦労があっても努力を続けられる

のである。」また、「経営というのは、結局は結果を出さなければいけないので、結果だけ

を評価する経営者が多いが、私は、特に技術の世界ではプロセスを評価することが大切だ

と思っている。プロセスを評価してやらないと、その技術が蓄積されて伝承されていかな

いし、伝承されなければ進歩も進化もしていかないからである。」と、著書やテレビ放映な

どで、当時の思いを語られていた。 
なお、この事業は余りにも従来のブラザー工業の製品の範疇から外れた内容になってい

る。このため、この事業の具体化に当たって、ベンチャー企業を設立、設立資金の 5 割弱
を出資し、通信ネットワーク構築のノウハウを持つ企業である「インテック」と共にこの

事業を進め、成功へつなげる展開を図っていった。この事業は成功と共に時代の流れに乗

った。そこで、この内容を前へすすめ、1992年にはベンチャー企業「エクシング（Xing）」
を設立し、通信カラオケ事業を本格的にスタートするきっかけをつくった。何と、現在、

この事業はブラザー工業の売り上げの 25%を占めるまでに成長しているそうである。 
以上がブラザー工業における安井社長時代のご努力の経過であるが、この成功の要点は、

トップ・ダウンの力がボトム・アップの力を実に見事に引き出すという内容である。同時

に、そのテーマは新時代に向け、企業体質を大きく変革させつつ新製品の創出と成功を収

めていった内容である。 
 
 
（３）米沢藩 上杉鷹山の変革 
 本書では、ここまで、たった 2例ではあるが、GE・ウエルチ前会長の取り組みと、ブラ
ザー工業・安井前社長の取り組みを記載した。他にも､同種一流優良企業の取り組みは多く

の書に紹介されているが、このような書を読むと、驚くことに、その内容には極めて似て

いる内容が多いことに気づく。その要点は 
① 現場主義、トップ・ダウンで方針を定め、 
② トップの決断という形で顧客志向のもと製品を精査した上で、各種革新方針とテーマ

を決めた後、 
③ 従業の持ち味を伸ばすため、現場に出向き、直接現場と話しをして、指導とフォロー

を繰り返しつつ各種の革新と成果創出を図っている。 
という 3 点である。この内容は全て実践に基づく理論の実践であり、他社の真似ではな
く、ご自身が考え、選択した内容を実践していっている点が、特に目立つ特徴点となって

いる。また、この種の革新対策の具体化に当たって、トップの行動には各種対策要素をバ

ランスよく展開して行く対策と信念を貫く取り組み、更には、人格や顧客や人を大切にす

るが、逆に、造反者には厳しく当たる勇断が要求される、という内容が必ず含まれる。こ

のような内容は、両極面の発展をする。もし、間違えば図表５－１－２で示した暴君的な

トップ活動となり悲劇へつながる方向。逆に、うまく展開すればウエルチ氏や安井氏に見
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た展開となる。この意味で、手法より人間性が大きくトップ・マネジメントを左右すると

いう局面が重要になってくる。多くの企業で悩みをお聞きすると、「トップ教育で多くの知

識や経験を積ませても、なかなか有能なトップが生まれない。」という悩みや、「同族系の

会社で二代目、三代目に企業倒産が生じる。」といった内容は正に、手法や教育でカバーで

きない内容を伝えているように思う。この種の対策の要点を本書でカバーすることは至難

の業である。だが、この面に少しでも役立つ内容のではないか、という内容を上杉鷹山の

活動から探ってみることにする。その理由は、かつて、故・米国ケネディ大統領がお手本

にしたという逸話があるからである。この話だが、かつて、故ケネディ大統領は大統領就

任に当たり、前もって、世界中から革新技術を調査したそうである。その結果、「上杉鷹山

が世界一とした。」だが、この話を聞いた日本の記者団は上杉鷹山の存在を全く知らなかっ

た。そこで記者達は大急ぎで調査した、その結果判ったが、「米沢藩立て直しを行った鷹山

の取り組みのすごさには驚嘆した。」という逸話が残っている。また、ウエルチ氏や安井氏

がこの話を参考にされたか否かは調査したことがないが、両氏行った内容の多くには、上

杉鷹山の活動の中に多くの共通点が多く含まれている。要は、国内外を問わず、多くの著

名な経営者がお手本にすべき点は共通項なのである。そこで、本書としては、要点のみだ

が、上杉鷹山が取り組んだ歴史的な取り組みと、経営革新に役立つ要点をまとめることに

する。 
まず、上杉鷹山の活動は後で一覧表にして示すが、鷹山は雇われ社長の形で米沢藩に赴

任し、米沢藩を大きく変革させた。では、この時の米沢藩の環境と、取り組んだ内容を略

説することにする。当時、鷹山が赴任した米沢藩の状況だが、米沢藩は上杉謙信のころ越

後地方で 200 万石を越える収入だったが、関が原の戦いの後、家康により 30 万石に減俸、
４代目から５代目になるとき相続上のミスから危うくお家取りつぶしになりかけた。鷹山

就任の時、辛うじて 15万石に減らされてお家存続を許されていたという状況だった。だが、
このように収入が減っても、従業員にあたる人員は 5000人、間接費に当たる藩士の給与が
13万石という状況であり、何とその額は収入の 90%にも登っていた。当然のことではある
が、米沢藩は大赤字の状態だった。このような状況でも鷹山は藩の収益を赤字から黒字へ

と、驚異的な変革を成功させたのである。その改革の要点は次のようになる。 
  (1)、制度の壁の排除 
  (2)、物理的な壁の排除 
  (3)、藩の方々に対する愛と信頼をベースとした意識（心、信頼）の壁の排除 
    （例）(ｲ)、情報の公開と共有化 
       (ﾛ)、職場での討論の活発化と合意事項の絶対尊重 
       (ﾊ)、現場を重視する対策 
  (4)、実現性のある夢、目標の提示 
  (5)、人材の起用と活かす対策 
     特に、「火種論」：やる気のあるものは自分の胸に火をつけ、身近な職場で火を
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他に移すと同時に、改革の火を大きくする活動は、周知の知る内容となっている。 
  (6)、厳しく統制すべき内容に対する英断（泣いて馬謖を切ることも辞さない対応） 
また、断行した内容の主な事例は次のようになる。 

(1)、間接費が 15万石の収入に対して 13万石（90%）のもなっていた。 
   このため、藩士の給与を２分の１から３分の１に減俸させた。 

(2)、禁止例の施行の例 
  ○ 京や江戸への訪問に扇子１本の土産も買ってはいけない。また、酒肴（き）を整

えて、他人に御馳走してはならない。更には、給与が出た時に、この時とばかり

妻子に衣装を買ったりしないことや、下級武士は平常時に絹の衣類を着用しない

ことを規制し、原価低減に全員参画で努力する対策を図った。当然であるが、 
  ○ 朋輩との寄り合いに御馳走を禁止する。親族縁者で止もう得ない祝儀・不祝儀が  

あっても一汁一菜に止めること。遊山・賭博は一切禁止する。若衆狂いし、酒を

飲む、女と戯れることを禁ずるという対策を範士達にも強いたが、自らも実践し

ていった。更に、 
  ○ 上からの指示に対してデタラメな噂をする、君臣の間を妨げる、というようなこ

とを言ってはならない。法律に背くようなものがいたら親子兄弟でもすぐに密告

することや、他の藩の者と交際してはならない。ましてや、他藩に米沢藩のこと

をとやかく言うことを禁止する、という行動の規制まで行っていった。また、 
  ○ 上級武士が下級武士をさげすむことや、逆に、自分より上の地位の者を誹っては 
    いけない。などの規則を定めて布告した。 
   ここまでは原価低減の内容ばかりであるが、鷹山自信が率先して倹約につとめた。

特に、「入り（収入）を計って、出る（支出）を制す。」という経済対策は現在も多く

の企業で参考にしている内容である。 
(3)、新製品開発対策を図った。 

  ○ 米沢藩は山地が多い、そこで、材木を生産～販売する対策を図った。このために、

間接業務に当たる範士の直接作業化に当たる対策、即ち、範士の中から林業へ移

るものを歓迎する策を展開していった。 
○ 池には鯉を飼って育て販売する。 
○ かつては、コウゾや三つ又という原料を山地で生産して販売することを行ってい

たが、これを生地として、更には、衣類という付加価値の高い製品に仕上げ販売

していった。後に、小千谷（おじやちじみ）の名で知られる製品となった。 
以上が主な対策であるが、この種の内容を協力に進めるため、プロジェクト・チーム編

成を図り、中期経営計画を策定する対策や、経理面に強力な人物を適用するなど、反対勢

力にあわや殺害されそうな危機を経験しながら物事を進めた内容は有名である。上杉鷹山

の活動の全てをここに記載できないが、上記の内容を含め、経営上で参考にすべき要点を

図表５－１－７にまとめたので、読者の方にはご参考願いたい。特に注目すべきは、多く
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の経営者が行ってきたほとんどの内容がここに網羅され、実践している点にある。また、

経営トップという形で鷹山の活動を見ると、革新には一番エネルギーを要するが、特に参

考とすべきは、管理者側の方々がお高く止まっていては出来ない『従業員の意識改革』に

注力している点であり、『従業員の幸せを自分の幸せに先行する行動の実践』である。また、

この点は先の GE のウエルチ氏、ブラザーの安井氏の行動と、全く共通した内容になって
いる。要は、これらの内容は鷹山を含め『人間の魅力の発揮』であって、イデオロギーや

手法の駆使だけでなせる技ではないように思う。 
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   図表５－１－７  上杉鷹山の活動分析 
No.     歴史的な活動      上杉鷹山の革新の要点 
１ 財政上の問題への解析 

① 米沢藩は山地であり、米作は不向きだ

が、米の生産中心の生産・経営だった。 

② 海・山とも交通要路を確保できない。 

③ 参勤交代に多大な経費を使っていた。 

④ 放漫経営に加え吉良上野介の要求する

無駄遣いに応えていた。 

⑤ 商人達からの借金が多大、返済不能で貸

し渋りの環境に困窮していた。 

 
① 採算性があり、山地でも付加価値の高い

新製品の創出に切り替える必要が高い

と判断した。 

② ムダ、価値を生まない経費は、過去の制

度にとらわれず、徹底して削減する。 

③ 経営実態（事実）を定量的に分析し、対

策を模索するベースデータとする対策

を早急に進める。 

２ 新任の藩主としての指針 
① 1664 年、奉還の話があったが、独力で

再起する方針で名家存続を願った。 

② 過去の改革の反省 

(1) 経営改革の目的がわからなかった。 

(2) 改革の推進が一部エリートにトップ

無管理のまま任されていた。 

(3) 改革策を出しても趣旨徹底が末端に

まで伝わることはなかった。 

(4) 情報公開が藩民に報じられることは

なく、押しつけの内容だけだった。 

(5) 徳川家康時代から、税負担が増加の一

途をたどっていた。 

③ 改革への具体策 

(1) 田沼への賄賂を断った。 

(2) 変革の種になる人材発掘を図った。 

(3) 藩主自らが、藩民に要請した経費節減

内容を実践した。 

(4) 藩主として行う主権在民説を断行の

ため、春日神社に誓文を提示した。 

 
① まず、名家を継ぐ意志をトップ（藩士）

として明確に打ち出した。 

② 改革を進めるために、正しい理論づくり

と現状の活動、体制、経費の活用に対し、

精細な分析を断行した。 

③ ムダな経費節減のため「入りを計って出

づるを制す」対策を実践に移した。 

④ 改革のキーマンづくりと、全員参画で改

革を進める内容を明らかにした。 

⑤ 神に誓う形で自らの行動を規制した。 

３ 当面の経費節減の断行 
① 側近の女性 10数名を一挙に９名とした。

中に尾張家からの女中がいたが削減した。 

② 1664年参勤交代の人数を 1000人以上の

しきたりを 1/10に減らした。 

 
① 藩民に節減を強いる前に、自ら率先し、

不便ながら節約の範を示した。 

② 管理部門のムダ排除には従来の慣習に

かかわらず大ナタをふるい改革した。 
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   図表５－１－７  上杉鷹山の活動分析（つづき） 
No.     歴史的な活動      上杉鷹山の革新の要点 
３ （つづき） 

③ 城勤の範士の仕事は毎日登城しても仕事

があるわけではない。時間つぶしが多いの

で不要の登城（仕事が無いとき）は登城を

控えさせた。 

④ 形式的な祝事、行事は止めさせた。 

⑤ 範士は必要経費 1,500両をもらえること

になっていたが 209両とし、必要経費も最

小化した。 

 
③ 経費は徹底的に内容をチェック、検討

し、削減すべきものはトップ権限で強行

に削減していった。藩士の必要経費など

慣習的、固定費として支払っていたもの

なども、英断し大幅削減している。 

４ 改革内容の情報公開 
① 木村丈八始め、若手、問題児達を編成し、

藩を改革する企画案をつくらせた。 

② 米沢藩に入る旅の途中、暖を取る残り火

の灰にある火種を見つけ、これを育て燃

やし藩の改革の柱にする思いを持った。 

④ 藩改革の内容がまとまると、足軽を含め

集め、全員に内容を伝えた。同時に、藩

の財政を含め現状を正確に伝え、全員に

問い、改革への参画を伝え賛同を得た。 

・取箇帳（財政状態）を一般家臣に公開 

・身分の上下にかかわらず藩の改革の討論

を進めさせ、具体策を募った。これによ

り、水田に鯉を飼うとフンが肥料になる

し鯉も売れる。温泉の湯から塩をつく

る。米沢織りを売る。・・・の案を得た。 

 
① 中期革新計画を問題意識の高い若手を

プロジェクト・チームとして下々まで納

得の行く内容を専従で作らせた。 

② 改革の士を“火種論”という新たなキー

ワードで形づくり鷹山の賛同者増強の

柱とした。 

③ 誰のため、何のための改革か？を全員に

同時に、情報公開し、質疑を含め、トッ

プ直接討論で理解を得た（情報公開）。 

④ ボトムアップ改善案を得て具体化させ

ていった。要は、有言実行の実を大切に

し、改善文化を成功・具体例と共に藩民

に示していった。 

５ 苦言を入れトップが実状を知る対策 
① 蚊帳の中で鷹山が本を読む時、蚊が入っ

てきたので佐藤文四郎という足軽に追い

払うよう言うと、佐藤は鷹山を下層武士の

家屋を見せにいった。ここで、賃仕事を蚊

にかまれながら進める実態を見て、鷹山は

自分の発言に反省し、佐藤を誉めた。 

② 現場視察の中で、下級武士は生活困窮の

中で刀や武具を売る、という実態を見て、

 
① 部下の言と現実は正しく見ることに終

始する取り組みが下層階級の信頼と理

解、より具体的な真実、生の情報を得る

内容にまで発展して言った。この対処は

人柄、人格そのものを示す（見せかけで

出来る内容ではない）。 

②部下の実態をつかむ中で、国の存亡につ

ながる内容は制度を再整備してでも対処 
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  図表５－１－７  上杉鷹山の活動分析（つづき） 
No.     歴史的な活動      上杉鷹山の革新の要点 
５ （つづき） 

これは藩存亡策につながるので禁止した。

なお、そのために金を貸す制度を運用。 
③ 農民を巡視する中で「農民が何を鷹山に

進言するかわからない。ということで口封

じしている実態を把握した。これに対し布

命を出し、禁じた。 

④青そという布地販売に商人が一手販売を

貰えば賦課金を出す提案をしたが断った。 

 
するという行動を、厳しいが断行する勇

気を示した。これで威信を保つことにな

った。 

③ 下層階級から自由に意見をもらうため

には、人を責めるのではなく、制度、管

理システムを改める方策が有効であり、

その策を下していった。 

④ 目先の利益や大衆の信頼を得ない不正

行為は断固打破する姿勢・行動を示した。 

６ 改革のキーマン育成 
① 漆苗を藩士が栽培する策はなかなか進ま

なかった。竹俣当綱はこの道に詳しい農民

を「漆苗ぶせ方頭取」として取り立て、苗

を植える人には奨励金を出した。 

② 漆を植えたり繭から絹糸を紡ぎ出す労

働者不足を訴える人々には「お前たちに

は家族がいる。」と言い説得した。 

③ ある時、鷹山は改革反対の藩士６名に部

屋へ閉じこめられ、中止しなければ殺害す

る、という状況になったことがあった。お

りよく、同室していた柏木伊賀はこの危機

を救い鷹山は命を救われた。反対者には厳

しい処罰、柏木には恩顧を与えた。 

 
① 方針通り物事を進める人々を強化する

ため、新規の地位、報償制度を採った。 

② 新たな方策の着手には各種問題の発生

がつきものであるが、制約条件の打破や、

あらゆる手を使って対策を考えるべきこ

とを漆や絹糸紡ぎという具体例を使って

障害除去の方策を指導し、方針の徹底具

体化を示した。 

③ 方針を通すためには命を狙う程の反対

者に断罪という厳しい処置で排除を図

る。逆に、方針を守る者は厚くかかえる

という差を明確にして、人選と見方とな

るキーマン育成を進めた。 

７ 中期経営計画策定の具体化 
① 鷹山は問題児としてレッテルを貼られて

きた藩士に改革案を作らせた。改革案を見

て「誰が言っているかより、何をどうした

いか？」を自分は重視することを伝え、作

成した内容に感謝を述べた。 

② 革新内容は①理念と目標設定、②限界の

認識と障害の確認、可能性の追求をベース

とした内容だった。 

③ 中期経営革新の策定を見て、生まれたば 

 
①トップ直轄によるプロジェクト・チーム

に自ら最適、と考える人選を選定し、改

革案の策定に当たらせた。特に、人の評

判より企画の内容を重視した評価の態度

はトップの意思を伝える大きな要素とな

っている（アウトプットの明確化） 

② 革新内容は具体的、また、抵抗勢力の反

対や制約条件を配慮した（リスク対策）内

容を鷹山は高く評価していった。 
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  図表５－１－７  上杉鷹山の活動分析（つづき） 
No.     歴史的な活動      上杉鷹山の革新の要点 
７ （つづき） 

ばかりの赤ん坊を間引きすることを禁止、

他国より技術導入してでも付加価値の高

い小千谷（おじや）縮を青そという原料製

品から製品化を図る対策を具体化させた。

また、米は国の大切な宝であり、新規に開

墾した田畑にはしばらくは無税、災害時の

備蓄、城の肥沃な土地は黒井忠寄を専従、

一切を権限委譲して任せ、水利面の改善を

図らせた。以上の活動に対し、予算制度の

実施により借金の削減などを進めた。 

 
③ 中期計画の実践はトップが企画書を受

け取り、公開し、トップ自らが進める対応

を図った。 

④ 改革の断行には思い切った対策が必要

になる。この対策のひとつとして、新規開

墾の田畑には無税、人口増強に間引きの禁

止など、長期の対策も困窮するなかで、当

面の収入に関係なくトップ判断を行った。 

③ 黒井忠寄のような信頼できる藩士には

権限をすべて一任する形で開拓地の改

良を進めた。 

８ 改革に対する反抗勢力には厳しい対処 
① 改革案を藩士に示すと「江戸へ左遷され

た者が現地の藩士に復讐のために改革を

利用している・・・」のうわさが出た。こ

れに対し、即座に、鷹山は付加価値を産む

漆、桑、楮、藍の生産と利益向上策の具体

的内容を示し、うわさの内容を否定した。 

②1773 年洪水で福田橋という要路が流され

た。それを藩士の有志が修理し、鷹山は橋

を渡るとき、感謝と労をねぎらいの意を込

め馬から降りて渡った。しかし、須田満主

はこの行為を止めたけだなく、鷹山を「新

しい藩士は小藩の生まれで大家の格式を

知らない、・・・」と批判した。だが鷹山

は実施して、藩士達に感謝した。 

③同年、米沢藩の住職、千坂高敦ら７名が、

「改革案は藩士全体が反対」と言い方針変

更を迫り鷹山を一室に閉じこめ改革案の

中止を迫るだけでなく、変えなければ殺害

おも狙った。折りよく部屋にいた佐藤文四

郎の助けで部屋を逃れた、その後、鷹山は

藩士全員を集め、本当に藩士全員が反対か 

 
① 鷹山は火種論を重視し、藩改革案の策定

は若く、改善の必要性、問題意識、アイ

デアを持つ藩士を選んで行った。それが

たまたま、反乱分子と噂される者達だっ

ただけのことであった。改革案は内容が

重要、そこで、内容重視の意図を事例紹

介の形で示した。 

② 過去の因習、地位や身分に関係なく、藩

民のために尽くした善意には報いる行動

を示した。 

 

 

 
③ 反乱分子を鷹山の意思だけで処分する

のではなく、藩士全員の意思を公明正大、

公式の場で確かめた後、藩と藩民のため

にならない行動、即ち、改革を阻止する

藩士を民衆の的という形で断罪するとい

う行動をとり、改革の合意、これに反抗

するものにはトップは断固として鉄槌を

下す厳しさを示した。 
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図表５－１－７  上杉鷹山の活動分析（つづき） 
No.     歴史的な活動      上杉鷹山の革新の要点 
８ （つづき） 

否かを聞く会議を開催した。だが、“正”

となった。このような手続きを経て、先の

７名は嘘を明確化の後、断罪とした。 

④ 権力は魔物である、竹俣当綱ほどのもの

でも富豪の商人の誘いには勝てなかっ

た「一度位いならよいだろう」というこ

とが重なり贅沢三昧、財政の私物化をす

るに至った。このため多くの経過を経た

が処罰となった。 

⑤ 自然も改革の反抗のひとつである。1771

年、米沢藩も日照りによる飢饉に見舞わ

れた。この時、自ら天に念じ雨乞いを行

った。願いが天に通じ、雨が「・・・こ

れは私というよりも、米沢藩領民の願い

が通じた雨」とした。 

 
 
 
 
④ 竹俣ほどの功労者でも、鷹山は「泣いて

馬謖を斬る」という行動を取らざるを得

なかった。 

 

 

 
⑤重要課題には自らの身を投じて行動す

る、という行為が天や運おも動かすとい

う結果に通じた。 

９ 人材・実学教育 
① 1772年農民の教育に対しても、郷村教導

出役 12名、廻村横目 6名を置き教導を開

始した。この方々は、年２回、鷹山と直接

意見交換し、天道を敬う、父母の孝行、家

族むつまじく親類親しむこと、百姓が国の

宝であること、お上を恐れ尊ぶよう詳細教

育内容を決め、その趣旨徹底を図った。 

② 鷹山は実の学を重んじた。このため自信

の師、細井平州を高齢にもかかわらず招

き、学問所をつくり教育を図った。 

③ まだ西洋医学が一般に信じられていない

頃から進んで杉田玄白から学ばせた。 

 
① 国の宝である農民をいたわり、また、直

接に藩の意思を伝える教育を行った。 

 

 

 

 

 
②実学を重視した。単なる教養は無意味で

あることを強調、徹底した。 

 
③ 同上 
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５－２，プロジェクトＸ的な革新活動のあり方 

 
ＮＨＫでプロジェクトＸの放映が開始されてから数年になる。筆者を含め多くの方々が

感動と共に、企業活動の上で、多くの内容を役立てる内容をいただいているのではないだ

ろうか。そこには、道なき道を切り開いた内容と、従来は不可能と思われるような発想と、

目標達成努力がその中に見て取れる。また、この中には本書を執筆の時に行われている‘04
年夏のギリシャ・オリンピック関係する内容も含まれている。柔道はプロジェクトＸで欧

米に対応する苦労が既に報じられた。「各種対策が’04 年のオリンピックで成果の多数創出
という形で現実になった。」という内容であった。オリンピック放映前に、NHK で男子柔
道復活劇が放映されたが、国際化した柔道に対して、日本柔道の復活へつなげる解析と取

り組みには、多くの苦難と開発の努力があったことを知ったのは、筆者だけではないと思

う。これを示すかのように、2004年のオリンピックは、まず、谷亮子さんの柔道女子金メ
ダルに始まった。続いて、男女を含め、柔道の快進撃はゴールド（金）メダル・ラッシュ

の先端を切った。その後、水泳 100ｍ、200ｍで２つの金を取得した北島選手がいたが、こ
の快挙の影には 5 名のコーチの存在が紹介された。中心となってコーチを行う平井伯昌氏
に加えて、映像分析担当の河合正治氏はビデオを撮り定量的、科学的解析を行うコーチが

いた。肉体改造には必要な筋肉トレーニングのコーチを田村尚之氏が担当、疲れを早く取

り、精神集中を高める指導をするコンディショニングのコーチは小沢邦彦氏、運動生理学

と戦略分析担当には岩原文彦氏という 5 名が活躍された。ちなみに、この方々の多くは人
生をかけた内容だがボランティアだそうである。メインコーチである平井コーチによると、

「北島選手は体が固くメダルに挑戦するには無理があると思った。だが、たちまち注意点

を修正、記録を伸ばす。」と話されたが、北島選手の目の輝きと努力を見て、コーチは北島

さん宅を訪れ、「コーチをさせて欲しい。」「メダル取得のプロジェクトを開始したい。」と

いう内容を伝え、コーチ陣と共に北島選手の育成強化が開始され、相互の努力で今回の栄

誉を得たそうである。この種の内容は長田渚左氏の著書「北島康介プロジェクト」（文藝春

秋社）などに伝えるところであるが、多分、この努力も NHK：プロジェクトＸで取り上げ
られるのではないだろうか？筆者としては期待している。 
男子体操も見事な快挙であった。ここには、金メダル取得の陰に 28年もの努力の経過が
報じられたが、日本の特技とまで言われた体操が復活した影には幼少時代から体操選手を

育てる長期のプロジェクトがあった。その内容は、過去、旧ソビエトに教えた体操に対し、

日本が負け始めた頃、旧ソ連の幼少年訓練のビデオが送られてきたことがきっかけとなっ

ていた。競技指導者達が「このビデオ見て、体操関係者が愕然とした。」と、報じていた。

その理由は過去、日本が旧ソ連に教えた体操の基本、柔軟体操を子供に訓練している様子

が映っていた。基本、しかも、足先まで美しい形を求める内容に反省、「単にウルトラＣを

狙うだけでは金メダルは取れない。」という反省から、基本練習内容をシステム化させた結
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果が今回の栄光につなげていったそうである。オリンピック金メダルに至る練習アプロー

チは、全て系統的であり、論理性と実証データにもとづく解析は、過去、精神論を主体と

した取り組みとは、その内容を大きく異にする内容だった。 
企業でもビデオ解析は多くの場で用いられてきた。顧客が製品の活用する実態や問題、

ニーズ発掘、また、製造現場の作業改善や設備の作動改善、各種の製品開発の場で研究の

基礎データ収集への活用である。この手法は事実分析の有効な武器のひとつであり、利用

の仕方によって、製品開発や仕事の革新に的確な解析データを与えてくれるわけだが、そ

の影に人づくりのドラマが必ずある。この種の内容は、スポーツと産業という場は違って

も同じような内容が必ず存在する。従って、産業人は、オリンピックを始め、各種スポー

ツの取り組みに注目し、そこから何かをつかみとり、仕事に活かす工夫をする。 
オリンピックと仕事や製品革新の関連はこの程度の内容として、ここで、市場直結型・

ものづくりに関する内容に話を戻すことにする。産業界にも金メダルこそ出ないが、日本

産業を大きくリードした内容があり、その内容の多くがプロジェクトＸで簡明にまとめら

れている。そこで、筆者達が企業の方々と放映内容を見て感激し、多くを語ってきた内容

の一部を図表５－２－１に紹介し、ここに存在する企業革新の要点を整理することにする。

なお、ここに記載する内容は、筆者が放映を見て得た点をコメント欄に記載した。だが、

その内容は必ずしも NHKで放映された趣旨に一致しているとは思わない、本書の目的に合
う内容を抽出し、ひとつの解釈として記載したものである。従って、皆様が放映内容をご

覧いただくと、解釈が変わる例や、違う局面に興味や解釈が行く例が多いと考える。要は、

筆者の独断と偏見的な解析で内容を解析しているかも知れない。この点はご理解願いつつ、

本書の目的に役立つ内容を抽出し、以下に解説して行くことにする。 

図表5-2-1　産業界の取り組みを例としたＮＨＫ・プロジェクトＸ放映例

戦後、瓦礫の山の中集まった技術者が復興にブルドーザーの開発を考えた。だが、
焼いた、とされた図面を地中から取り出し、山本達は開発に努力。現場提案を入れ、
米国技術に対応技術差をつめた。この時、米国カリフォルニアで大河氾濫、援助を
かけ対応、過酷な現場の中で改良品は活躍、高い評価を得、以降、一流化へ発展

2004年
　1月　
　20日

小松製作所　　　
「日米ブルドーザー
対決」

　７

米国でレジャー用に開発された船外機は使用寿命が10時間、浮遊木などに当たる
と運転者にも大きな危険が及ぶ機械だった。寿命、衝撃対策に加え、インドで嵐の

中で魚をとる危険な方式に対し、日本の漁法を調査・提供し漁民を救う対策を展開

2004年
　　2月
　　3日

ヤマハ

「海の革命ｴﾝｼﾞﾝ
嵐の出漁」

　６

ゼロックスが600件もの特許をがんじがらめに持つ中で田中宏氏を中心に国産複
写機を独自開発した。1件でも特許侵害していれば製品化が危ぶまれる中で国際
特許裁判に入る。1973年イギリスで勝訴、模造ではない独自方式を世に出した。

2002年
　11月
　　5日

キヤノン「突破せ
よ最強特許網新
コピー機誕生」

　５

1974年日本製大型ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰM-190、世界で最も早い国産ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを実現させた。
この成功は、資金の少ない中で大規模LSIの搭載に挑んだ。池田敏雄氏達の努力
によるものであった。当時、まだ、IBMには絶対追いつけない、と考える時代だった。

2002年
　4月
　29日

富士通　「国産ｺ
ﾝﾋﾟｭｰﾀ　ｾﾞﾛから
の大逆転」

　４

日本のものづくりが、まだ「メイドイン・ｼﾞｬﾊﾟﾝは粗悪品」といわれる中で、創業を開
始のソニーがトランジスターラジオを開発、「持ち運び可能な商品は市場をも創造
する。」という思想の基、下請け大量注文を断念し、市場創造を具体化させた。

2000年
　12月
　12日

ソニー

「町工場世界へ
翔ぶ」

　３

1970年米国マスキー法排ガス規制１/10化に対し、ＣＶＣＣエンジンを開発1972年世
界発の製品化を示した。「若手たちは企業の立場ではなく、」社会のためにやった。」
努力談を聞き、本田宗一郎氏は内部志向を反省し、退任を決めた。

2004年
　4月
　25日

本田技研工業

「世界を驚かせ
た1台の車」

　２

1970年ＶＴＲ事業に乗り出す。高野氏以下3名の極秘（本社報告なし）のプロジェクト
を開始した。4年の努力に平行してソニーのベーターが伸びる中、惜しげもなく技術
を他社へ公開、ライバルと協力、利益度外視の中から国際規格化をも実現させた。

2004年
4月4日

日本ビクター

「窓際族が世界
規格を作った」

　１

　　　　　　　多くの産業人が感銘を受けた内容（例として）放映

年月日

企業名・放映名Ｎｏ．
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図表5-2-1　つづき

関西経済復興に電力不足の対策のため社運をかけた難工事が開始された。工事

は難攻を極めた、この中で2700mの立山にブルドーザーを持ち込む計画を実施、
零下20ºCの黒部に越冬隊を置くなど、工事の技術開発管理を総合化～成功させた。

2000年
　　6月
　 27日

間組　　「厳冬　

黒四ダムに挑む」

１４

1973年、電卓に初めて液晶を搭載した製品を世に出した。開発に当たったのは新
入社員グループ、リーダーの和田富夫はかつて壁掛けテレビの開発の当たり、挫

折の中にあったが、電卓に液晶ディスプレイの適用を図り成功させた。

2001年
　　4月
　 17日

シャープ　　　　　
「液晶　執念の対

決」

１３

1950年トヨタ自動車は倒産の危機にある中で現場主任・中村健也氏に自動車生産
の未来が託された。氏は家庭に図書館をつくりつつ勉強、海外との提携無しで2万
点にものぼる部品を精査、国産技術車、車名「クラウン」を生み出した。

2004年
　　2月
　 17日

トヨタ自動車　　　
「われら茨の道を
行く」

１２

1976年、大口輸送を中心とする運輸会社にあって経営危機の中で二代目社長小
倉昌男氏はとりまく社内役員の反対がある中で小口配送宅急便を開始した。国の
許可も郵便法を破る中で取得、雪国への配送も従業員の努力で果たしていった。

2001年
　　5月
　29日

ヤマト運輸　　　　
「腕と度胸のトラッ
ク便」

１１

1960年、米国の製品を真似て開発した食洗機は水の大量使用、汚れが完全に落
ちないという欠陥があった。この問題は解決したが売れない。製造現場関係者が家

庭の台所を実態調査したが、置き場所が無いことで、小型化に努力した。40年にも
渡る製品開発、省水化対策も実り、四国での水飢饉では県も設置を推奨した。

2003年
　10月
　　7日

松下電器産業　
「食洗機１００万

台への死闘」

１０

1971年銀座・歩道者天国で試作販売したカップラーメンは4時間で２万食を完売した。
この裏には、安藤百福社長の努力の歴史があった。当初、油であげる家庭用即席
ラーメンをフリーズドライ、容器付販売というヒントを米国、丼のないところで発掘、
日本でははやらない、という業者の反対、麺の処理に苦心の末の製品化だった。

2001年
　10月
　16日

日清食品　「魔法
のラーメン82億
食の奇跡」

　９

1978年、晴海データーショ ーで初の日本語ワープロが発表された。異音同義語変
換に20秒かかるなどの問題があり、開発に中止命令がかかる中で、技術者がアン
グラで開発、一度限りの性能テストに努力、現在のパソコンのソフトを具体化した。

2002年
9月3日

東芝　　　　　　
「運命の最終　　
　　　テスト」

　８

　　　　　　　多くの産業人が感銘を受けた内容（例として）放映

年月日

企業名・放映名Ｎｏ．

 

 
では、先のような趣旨で、特にこの中から３件を取り出し、本書の目的と関連する、『市

場直結型の生産・販売努力』の要素を整理することにしたい。 
 
（１） ソニーに見る「市場直結型の生産・販売努力」 
 ソニーが現在に至った歴史の発端は、既に多くの書が伝えるところとなっている。既

に多くの著書や文献が伝えるように、ことは、1945年、井深氏と盛田氏が中心になり「東
京通信工業㈱」を設立したことに端を発する。敗戦直後の時代である。ここでは、「あり

合わせの部品で短波通信を柱とする機器の立ち上げを行った｡」とされている。この状態

で、ソニーは磁気録音機やテープレコーダーの開発に努力し 1950年発売に成功した。ま
た、ラジオなどが普及するなかでトランジスター・ラジオの成功を果たした。それが後

生になって知られるウオークマンなど、持ち歩きでき、戸外で聞ける音響機器開発とい

う新たな文化を創造していった。プロジェクトＸが伝える成功のドラマは別にして、こ

の成功を「市場直結型の生産・販売」という局面から要点を拾うと図表５－２－２のよ

うになる。 
 この種の商品はレジャーだけの使用ではなく、ラジオ機能があるものは災害時の情報

収集用、ビジネスマン達が外国語を修得する道具としても活用されている。また、この

成功談をプロジェクト X が伝えてくれるが、ここで、興味がある内容は、図表５－２－
２に示した市場直結型の生産・販売の局面である。 
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図表５－２－２ 創世記のソニー、トランジスター（TR）・ラジオに見る活動の要点 
No. 環境と対策内容 努力と成功の要点（市場直結型の生産・販売の局面を中心として） 
１ 当時の日本製品

に対する評価 
① 当時の人気コメディアン、ボブ・ホープの演技の中にもピスト
ルの引き金を引くが玉が出ない。「あっ、やはり日本製！」と

いう程に日本製品は“粗悪品”のそしりが高い状況だった。 
② 当時の TRラジオは雑音が多い状況の中で、真空管さえつくっ
たことのないソニーは TRラジオ生産を決めた。 

２ 技術開発 ① TR のライセンスを持つ WE（ｳｴｽﾀﾝ・ｴﾚｸﾄﾘｯｸ）は TR ライセ
ンスの使用は認めたが補聴器の製造を示唆、通産省は特許取得

に反対。このため、独学で製造だが不良率 95%状況だった。 
② 1955ようやく TR－52型なる小型小電力ラジオを完成させた。
この成功と販売上、企業名も音を意味する SONYとした。 

③ 国際商品として認められる内容に高めるため TRラジオは米国
で販売を決めたが、参入に苦心、しかし、品質は良く、ブロー

社が OEMで販売をする契約を提示したが、断って独自販売を
決めた。オランダという小国でフィリップス社が世界で評価を

受け立派に電器製品販売に成功して例を参考にした。 
３ 米国販売対策と 

不良対策 
①当時の SONY は名も知られない会社だったが、とにかく人を探
し 1960年から米国独自販売に奔走した。戦略はブランド製品とし
て売る。「家庭から戸外へ持ち出すラジオ市場を新たに創造する」 
方針で活動、結果米国で評価を受け販売が軌道に乗った。 

② 販売が進む中で不良によるクレームが殺到した。対応のため若き
修理部隊が渡米対応したが、修理に追われる中で、日本では起き

ない問題は赤道を通る際にコンデンサーが変質する問題をつか

み対策、この対策が実り、品質面でも高い評価を得て市場を確立 
③ 1961 年、当時、最高品質を誇るドイツ市場を狙い活動苦戦した
が、見本市で SONY を見て入手を希望するメルヒャー氏の言を
入れ高級店で販売を開始、学生を中心に若者の市場を新しくつく

り市場を創造した。「SONYは高級・有用・小型携帯ラジオ」の
イメージまで得たことで、世界に日本品質は一流の評価も得た。 

 
この取り組みで、特に参考になる事項は以下の 3点となる。 
① 新製品売り込みの努力が世界に通じる製品を日本でつくれることの証明を果たした。 
② 新しい人類の好み、幸せを果たす製品こそ世の中に必要であると考え、全員が一丸

になって取り組んできた姿があった。 
③ 現地の意見を聞き、顧客重視で商品の販売を広げた。 
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 このような努力が中心になり、井深氏達ソニーの方々が取り組んだ血の出るようなご努

力に加え、ソニーという企業と共に、正解が新しい文化や社会生活、平和を目的とした内

容までを全世界に広げた内容がここに示されている（なお、ここには市場直結型の生産・

販売の取り組みに対する要点だけをまとめた）。 
 
（２）小松製作所のブルドーザー開発 
 一般家庭の方々を含め、今やブルドーザーと言えば“小松”と言われる程、有名な内

容である。この取り組みは戦後、焼け野原だった東京の復興を思う方々の集まりがきっ

かけになったそうである。筆者が感じた放映内容の要点を図表５－２－２に示すことに

する。ここには米国キャタピラー社との技術差をつめる努力を始め、国産技術で品質を

諸外国並に持って行く努力から始まり、世界最高の品質にまで高めて行く努力がその焦

点であった。ここでも、また、市場直結型の生産・販売活動という局面に限り、しぼり

要点をまとめると、次の点が特筆すべき点となる。 
 

図表5-2-3　小松製作所のブル開発に見る取り組み

１９４０年戦後の日本
復興にブルドーザーが
絶対必要！

有志がボランティア
で集まった

ところが、戦争中、
図面の存在を恐れ
燃やす社命があった

しかし、担当者が
こっそり、工場の林に

埋めていた！

ブルドーザー製作
大きく社会貢献！

米国Ｋ社との差に
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18台販売したが、クレーム
修理のプロが解析～発掘

 

 
① ブルドーザーをつくろうと決めたきっかけは、焼け野原を人手で片づける状況を見た
ことがきっかけとなっている。「戦後の日本の復興を、シャベルとツルハシで行って

いては何 10 年もかかる。第一、この仕事を行う方々の負担も絶大なので機械化した
い。」と考えたからであった。だが、 

② 戦後統制の中、軍事に関与しそうな製品を製造する小松製作所は GHQの統制を危険
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視した結果、ブルドーザーの図面を焼却することにした。しかし、ボランティア的に

東京に集まった技術の一人が焼却炉の近くにある林の地中に図面を埋め、焼却してい

なかったことを明かした。早速、図面を取り出し、アイロンで乾かしブルドーザーの

製作に入ることになる。一種規則違反的なこの行為は、技術を残したい、という技術

者の意思であった。 
③ 戦後復興に大きく貢献したブルドーザーは役にたった。だが米国キャタピラー社は

5000時間の寿命、小松のブルはキャタピラー社にはとても及ばない製品だった。しか
も、3年後に輸入自由化で日本販売が始まる。そこで、対抗を決断し、設計部門は現場
を含め全社から改善案を求めた。ここで、大多くの提案を活かす取り組みが進んだ。

特に寿命が問題だったのは大きな歯車であり、歯の部分の焼入れだった。これには社

員の給与 1000人分がかかるが、企業としては乗るかそるかの課題に投資を行い、この
キー技術を実現させていった。 
④ 「製品は世界に評価されなければ意味がない。」というトップの考えで、米国に 18
台販売しが、トラブルが発生、評価が低迷する中で、今度はメンテナンスのプロ（河

合正二氏）を米国に送りこんだ。この方が苦心惨憺、努力の結果、歯車にかむ物質が

ベアリングのコロ破壊したものが関係することをつかめた。対策後、品質は飛躍的に

向上した。だが、先の品質問題が関与し、対策後も小松のブルドーザーの評価は米国

で低いままであった。 
⑤ このような時、米国ロサンゼルスで集中水害による水害が発生した。そこで、支援

を目的に小松はブルドーザー8台とトラック数台の交換部品と共に投入した。８台のブ
ルドーザーが活動する中で、突然１台が蒸気を吹いた。だが、早速、トラブル発生時

にメンテナンスのプロがかけつけた。正にやけどしそうな状況で機械に首を入れ原因

を探ったが、単なる蒸気パイプの不良であることが判った。対策は即座に終了した。

なお、これ以外は全く問題無い状況で災害地の復旧は終了した。無償で米国復旧に努

力した功績は大きかったが、その後、これがきっかけで品質の高さが米国に知られる

ことになり、販売も伸ばす結果となった。 
以上が小松製作所のブルドーザー開発の経緯と、活動の要点である。国の復興を早める。

世界一流の品質の具体化のため、設計者が頭を下げ現場のあらゆる智恵を集める。また、

米国の災害にも利益より復旧援助に努力するという取り組みが、結果として小松のブルの

誕生～高い評価につながっている。特に注目すべきは、ここまでに示した『何のために製

品が存在し、ものづくりと企業の存在があるのか？』を示した点である。 
 
（３）ヤマハマリーンの船外機 
船外機はボートなどに装着し、レジャーを中心に活用されてきた機器である。図表５

－２－４に要点をまとめたが、市場直結型の生産・販売活動、という局面から内容を見

ると、ヤマハはこの製品を改良し、マーケティングの基本ともいうべき素晴らしい展開
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を図ってきた。その内容は顧客の利用法の調査・研究だった。特に、遠洋的な漁法とい

う形でインドにおける現地の方々問題解決ソフトを提供し、インドの漁業を革新した内

容は高く評価される。その内容は次のようになる。インドでは、過去、漁業関係者が嵐

の時に危険を犯しながら漁業に行く業法しかなかった。従って、漁で命を落とすという

問題があった。ヤマハの対策はこのような問題から現地の方々を開放するに至る内容を

具体的に提示した点にある。以下、要点を列記することにする。 
 

図表5-2-4　ヤマハ船外機の開発
昭和４８年頃　損害機部署と言われた頃
・　エンジンの焼き付き
・　金属が溶ける
・　衝撃で船から水中へ船外機が落ち水没する
【人材投入】　　
　安川　力氏：三菱重工で航空機製作
　鈴木　勉氏：バイクのエンジン担当者　投入

ベアリング対策　→　500時間
・オイルシャワー式を改良

・屋外暴風雨下でも実験続行

市場開拓
　インド　インド担当：綱本貫一氏
　　オルーという手こぎボートで嵐の中でも
　出漁の実態、しかも、魚は取れない状況
　だった。投網漁法、死者も出る状況
　従って、宗教性の高い船の改造は困難
　だった。　
　日本在住だったﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾋﾟー ﾙｽ氏が現地
で説得に当たる中、漁師ｳｭﾅﾄﾞｳ･ﾀﾞﾅﾘ氏
がテストに協力（息子二人を漁で亡くしていた）
　　　　　　　　　　　↓
　出漁と共に、今まで取れない沖合の魚を
取って帰った。船外機は売れたが、漁法が
貧弱で、その後、取れない実態が続いた
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ブラジル、アマゾン川の事故
船外機が突然吹っ飛ぶ事故の原因は流木
そこで、調査、１トンの衝撃に対応させる
努力に入る。

支持部を強化

だが失敗！

ブレーカーを

見て衝撃吸収
方式にて成功！

 

 
① 当初、船外機が持つ問題は寿命が短い、という問題があった。この種の問題はどの企
業も製品開発の苦労談として取り組んでおり、その内容には他社の内容と比較しても大

差は無いように思う。だが、次の問題の対処はヤマハならでの内容となる。すなわち、

船外機を着けた船が高速で走る中、水中に浮遊する流木に当たると、船外機が船から吹

っ飛んでしまうという対策を実現させたからである。最初､ヤマハでも、取り付け部の

強化が図られた。だが、逆に、ここを強くすると今度は船が前倒しになり人が水中に投

げ出される。これだけなら船の事故だが、もし船が人に覆いかぶさると死亡事故は必至

である。このような製品評価、顧客の使用条件に悩む技術陣が考案したのが、家庭で使

用するブレーカーをヒントにした内容であった。実現すれば実に見事な内容である。流

木に当たれば船外機の支持部が一旦は外れ復帰する機構を完成させたからであった。こ

の対策以降、アマゾンのような流木の覆いところでも船外機の活用が可能になった。 
② このような船外機を今度はインドの漁場に適用してもらおうという取り組みがあった。

 388



インドでは嵐の時に近海に寄ってきた魚を捕るため手こぎの船を出すが死者を伴うとい

う危険な漁法だった。このため、船外機を装着する位置に安全を守る神を代表するお守

りが着けられていた。だが、これを取らないと船外機は装着が出来ない。従って、当然、

船外機は売れない。このような中、息子 3 名を無くした漁師が船外機装着を申し出た。
まず、この方が、船外機をつけ漁に出た。すると、嵐に関係なく、平常、安全な状態で

今まで捕れなかった魚を多数とって戻ってきた。このため、船外機が売れ始めた。だが、

遠洋と近海の漁法がことなるため、その後、結局、船外機は売れたが魚はとれない状況

が続いた。 
③ このニュースが日本のヤマハに告げられた。そこで、釣りづきの営業マンが対応するこ
とになった。お金と個人の時間に関係なく、彼は必至になって全国の漁協を廻り、事情

を話し、漁師の舟に乗り近海、遠洋の漁法すべてを体験、視察した後に、英文でインド

に合う漁法マニュアルを作成した。この努力にインド政府も動き、漁法を日本で学ぶ対

策も進んだ。その結果、嵐に漁に出なくても魚が十分捕れる方式が今も行われている。 
 筆者は、テレビ放映で見たプロジェクトＸの内容だけではなく、その後、この面で活躍

されたヤマハの関係者の方々にお会いする機会があった。その方のお話によると、「イン

ドを始め、諸外国では、漁に使うこの種の船外機は、日本のように船に着けっぱなしで

はなく、毎回外し、整備して自宅の上席に置き、共に寝泊まりをさせる程大切にしてい

る。」とのお話だった。単に、高価な品という内容ではなく、生活と安全を支える神様的

な内容になっているからである。ここに至る内容は、単に製品を売る、一部の企業とは､

顧客重視という面で大きな差がある。また、ここに示されたヤマハの取り組みこそが顧

客志向を示す実務的な取り組みの代表例ということができる。 
 以上、本書の目的に合う例だけ、しかも、3例だけの要点のみの紹介であるが、ものづく
りや市場対応の立場から評価すると、その多くが、単なる『市場直結型の生産・販売活動』

という領域を越えた内容であり、人類の平和につなげるものづくりと販売や顧客志向を先

頭に置き、その下位概念として多くの特徴的な活動がなされてきた内容ばかりである。ま

た、このような内容が多くの産業人をプロジェクトＸにひきつける点になっていると考え

る。毎回放映される NHKの：ロジェクトＸの多くは「道なき道を開拓してきた」という内
容である。今後もこのような活動は多くの企業で続くであろう。また、同種の活動が産業

人として天命を感じ全うする、産業に属する方々の活動基盤だと信じる。 
ここまでプロジェクト X に集中した内容だけを紹介したが、ここで、一例で恐縮だが、
プロジェクトＸの放映の題材にはなっていないが、同じような取り組みをされてきた農業

における革新事例を紹介させていただくことにする。 
 【参考事例】『顧客ニーズ直結型の米づくり~販売の革新』 
 日本は食種によっては 85%もの比率で輸出される状況である。また、企業化が進む中、
農業から産業分野へと大きく人の移動がなされた。このため、農業離れの現象が進み、農

家は高齢者問題で悩む状況である。これに反し、フリターが 417 万人、NEET(Not in 
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Employment Education Training )という言葉で代表される目的もなく、就業の意志も全く
なく、教育レベルも問題である、過去、“ぐうたら”といった人たちが 57 万人もの数にな
っているそうである。日本は過去の歴史にない飽食・経済大国、この問題も、この種の産

物かも知れない。だが、NEET の問題は個人的問題であり、就職の心配は、ご本人の気づ
きに期待することにしたいが、ここで、ひとつ提案させていただくことにしたい。企業で

はリストラが進み、建設・土木などでは構造改革を含めた社会情勢の変化もあって、農業

へ人をシフトする対策が“グリーン・インダストリー”の名のもとで進みつつあるが、日

本の食料調達の現状を考えると、この種の方々が農業の産業化に力をお貸しいただくこと

に、個人的ながら、筆者としては大きな期待を持つ次第である。 
ここで、NEET に「ツメの垢を煎じて・・・」というわけではないが、必死になり、農
業の企業化と顧客直結で米づくりを進めてこられた先駆者の事例を紹介することにする。

この内容は、まだプロジェクト X の対象ではない。だが、同種内容を含んでいて、ここま
でに紹介した内容と同じ趣旨を持つという理由から､以下に内容を紹介させていただくこ

とにする。 
 紹介する対象は涌井徹氏の取り組みである。涌井氏は八郎潟（秋田県大潟村）で“あき

たこまち”という種類の米を生産する農家である。現在、“あきたこまち生産者協会”をつ

くり 2004年現在、63億円/年、50,000件 7000社の顧客に米を直接販売する体制で活動し
ているリーダーである。涌井氏はこの地に 21 歳で入植した。だが､時は減反政策の最中だ
った。八郎潟は沼地を埋め立て、米づくりを目的の造成した地なので、米づくり以外は何

もできない。「米をつくるな！」ということに従うことは、企業で言うなら倒産を宣言され

たことと同じことになる。そこで、当時としては未だ新しい取り組みであった直販を企画

した。一般に、米づくりを行う農家は農家→農協→米問屋→小売り→消費者というルート

をたどって米の販売を行うが、これに対し、農家→消費者という直販ルートを形成したわ

けであった。当然ではあるが、このための米の品質は一流化へ近づけなければならない。

加えて、直販に反対する関係者からヤミ販売のそしりを受ける対策にも対抗しなければな

らなかった。米の搬送手段は宅急便販売だったが、開始当時、近くの農家の方々による宅

急便のトラック配送を開始したが、仲間が阻止という抵抗がある中で涌井氏は直販を進め

ていった。 
直販システムを実施した結果、良いお米に対する顧客の評価は高まっていった。それを

示すかのように 1987年には米生産を会社組織にした。しかし、ここに至るには多くの苦心
があった。涌井氏が米の販売先を探すのであれば従来の取り組みに戻ってしまう。そこで、

生産→加工→販売までを農家が直接行うこと、お客様を訪ね販売（営業）可能な顧客を開

拓すること、『農家がつくりお客様に直接売る米』という内容を明確に打ち出す策などを決

め、実施していった。また、顧客とのネットワーク化が必要なのでコールセンターを設立、

お客様の声を米づくりに直接反映する対策や、農薬なしの安全な米（品質）を PRする戦略
を展開した。この種の思想だけなら他の米の販売協会でも対応可能である。だが、涌井氏
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は、自力で残留農薬分析装置を導入し、安全な米づくりをデータと共に証明する取り組み

まで進めていった。 
 コールセンターの活動を始めると、手紙や電話で「米を購入された顧客にお声を頂戴す

る。」という活動を重視していった。涌井氏は昔、コシヒカリをつくる農家で働いていた。

当時、コシヒカリは超ブランド米だった。だが、まだ、“あきたこまち”はそうではない、

と涌井氏は考えた。また、負けないためには同等の付加価値をつけなければならない。そ

こで、先の顧客サービスに加え、八郎潟の農家 162 件をネットワーク化した。同時に、涌
井氏の協会で定めた高い基準をクリアーした農家の米は、涌井氏の会社がこの地の販売単

価の 1~3 割増し、しかも、生産米は全量この値段で買い取るというルールを運用すること
にした。当然ではあるが、この基準は厳しい。評価は 16項目が定め、涌井氏の会社では全
ての基準をクリアーした米でないと購入しないことにした。この項目の中には、除草剤が

使えないという項目がある。この規定を守るためには、農家が人手で除草を朝から晩まで

行うということを強いられることになる。涌井氏ご自身も先頭に立ってこの厳しい基準を

守る米づくりに努力された。だが、この契約を進める農家で、草取りが厳しい農家の中に

離脱するところがあった。この農家は除草剤や農薬使用にもどる。だが米を農協へ提供す

ると、それでも一等を取る、という事例があったそうである。この内容を見ても涌井氏の

進める米評価の基準がいかに厳しいかが解る。 
 米の品質維持と直販する事例の一部を紹介すると次のようになる。例えば、中華店に米

を販売する場合、農家から中華店に定期訪問する。そこでは米を炊く相談だけでなく、厨

房へ出向き、米を試食しながら炊き方の指導をして、料理に合わせた最高の炊き方を指導

することを行っている。また、このためには、当然、評価技術が必要になるが、涌井氏達

は、お客様が持つ全てのメーカーの炊飯器を加工工場に設置し、実際に米を炊き、試食と

炊き方を研究した上で、データを持ち､お客様を訪問して炊き方を指導しながら各種ニーズ

と味を相談することを行っている。水温、水と米の配合、炊き方など、詳細に研究してき

た内容を顧客に提供して、直販した米の良さを充分に引き出す、という努力をしていった。

このような生産地と顧客のコンタクトが評価され、その後、顧客間では口コミで広がり、

現在、レストラン、病院、個人へと広い顧客ネットを構成している。 
 なお、現在、涌井氏の米づくりは、減反に対する国の規制緩和が解けると同時に、全国

の農家のお手本となっている。なお、米の袋には米づくりの経過が印刷され、顧客に農家

の努力を伝える内容まで付加されている。また、健康と安全、地球環境問題を考え、CS（顧
客満足）と VOC(Voice of Customers)の内容を品質維持・向上対策と共に工業化の領域にま
で高めていることが、今、全国で注目を浴びている理由となっている。特筆すべき点は、

減反政策という規制の中にあって、顧客中心 SCM的な展開を農業の面で具体化された努力
には大いに敬服する内容がある。筆者は、この面に何の援助もできない。だが、かつて農

業離れが主流だった農家の状況を、涌井氏の事例が大きく変革させて行くのではないだろ

うか？筆者は大きな期待を持っている。また、この取り組みには大きなエールを送りたい。 
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以上、プロジェクト X だけでなく、各種、顧客直結のものづくりに対する事例と、その
取り組みを示したが、多分、皆様の近くにも、ここに紹介したような類似例があるのでは

ないだろうか。現在の日本においては、差し迫る問題として、高齢化、グローバル化や環

境問題がある。問題の程度は大きくなる一方である。このような産業環境の中にあって、

これから、日本における新規の課題と取り組みをどのように展開すべきであろうかという

ことが課題になっている。このような課題対して、ここまでに示したプロジェクトＸ的ア

プローチは、ひとつのテーマや切り口などを与えてくれているように思う。そこで、図表

５－２－５に、筆者なりの考えで、問題と対策の方向を例示させていただいた。また、皆

様には、是非、プロジェクトＸなどに見た要点を、これからの技術や新製品開発の場で新・

プロジェクトＸという形で産業界で展開されることをお願いしたい。ものづくりの要点は

儲けだけではない。儲けは企業に関与する方々の販売・製造の努力と顧客の評価で得た結

果である。かつて、「“儲け”という文字は“信＋者”の合成語であり、お客様や市民に信

頼を得た方々（者）の集まりで創造される文字であり、企業内の“人”が儲かると“言”

っている利益偏重側の“者”＝人＋言＋者の合成後ではない！」と教えられたことがあっ

たが、ここに示した内容は正にその内容を示す例ばかりである。従って、そこには関与す

る方々の人生観、使命感という内容のバックアップが関与するが、この面に対し、ここま

でに示したプロジェクト X的な事例は大きな示唆を与えてくれるように思う。 
 

図表5-2-5　各種、日本の問題へ技術的対処（案）

　 製品の精選
量から質へ、心とゆとり
（政府が重視する産業）
　①燃料電池、②ロボット

　③情報家電、④バイオ
　⑤環境機器サービス
　⑥アニメなどのコンテンツ

海外生産の現製品日本生産の現製品

10年後の日本で
生産する「製品」

絞り込み

　　問題
・少子高齢化
　（労働力不足）
・グローバル化
・環境問題と
　　資源の枯渇

　知的産業対応
高付加価値、ソフト重視

　　【考えられる課題】
①　知的産業分野の生産性
②　新製品開発と立ち上げ
　　スピード化（高付加価値
　　製品の早期実現＋VOC
　　（Voice of Customers)
③　産学協同・知的産業
　　ネットワーク化対策

2004年産業化リーディング市場
　①IT+通信、②物流＋流通、
　③グローバル化、④リサイクル
　⑤少子高齢化、⑤安全・テロ対策

　生産高度効率化対応
　IT活用ソフト化、ロボット化
　人にやさしい省力技術

　　【考えられる課題】
①　ローコスト自動
②　変化対応に応じた
　　早期育成法
③　新トップマネージャー
　　教育による短期収益力
　　創出プログラム
（少数精鋭、高収益マネジメント）

　海外労働者活用
適任者チャーター/評価法
早期戦力化対策～犯罪対策

　　【考えられる課題】
①　人材評価/抽出システム
②　国際コミュニケーション
　　システム（言葉、文化の
　　障害除去対策）
③　グローバル戦略評価
　　とリスク対策システム
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５－３、ブレークスルーを含めたマネジメント革新のあり方 

 本書は『市場直結型の生産・販売』にひとつでもお役に立てていただく内容として、ま

ず、その基盤となるハード・ウエアとなる工場と製品を顧客に提供するための物流最適化

の内容を示した｡次に、これに上乗せする内容として、そのハード・ウエアを最適制御する

ための管理システムの最適化対策をソフト･ウエアとして示した。そして、最後に、ハート・

ウエアについて紹介し、ハード＋ソフトウエアを駆使して各種目標を具体化して行く内容

を多くの切り口や、産業人として取り組む考え方と共に示した｡以上、ここまでに３つの切

り口と、その具体化策を紹介してきたわけであったが、一応、ここまでに示した紹介は、

過去から現在まで最良・最先端とされている内容までの紹介である。なお、本書では、特

に、日本における『人・ものづくり』を中心の取り組みに対しその具体論を事例と共に紹

介させていただいた。また、紙面の関係上、その進め方についてはごく少ない成功事例を

紹介したに過ぎない。だが、ここまで解説した内容の多くは、過去、取り組んだ方々にと

っては、道なき道を切り開いてきた多くの事例や手法であり、今後もこのような取り組み

が進むことは間違えがないと信じる。その意味で過去の事例の整理は価値がある。 
だが、ここまでの内容に対し、全体を振り返ると、書物としては、過去の事例を基に、

各種テーマの展開方法や切り口とアイデア、そして、チェック・ポイントやリスク対策を

紹介したに過ぎない。未来の取り組みに対しては、その内容を何も紹介してこなかった。

そこで、この種の内容をブレークスルーという内容で案内することにした。筆者の能力で

は、未来の課題や対策を全てをここで解くことなどはとても出来ないが、過去から未来へ

の橋渡しとして、以下に示すまとめが今後の展開にお役立つことを願うわけである。 
 
（１） ブレークスルーと革新へ向けての創造 
 ‘04 年のオリンピック金メダル取得、プロジェクトＸにみる各種企業、本書でも示した
SCMではデルの活動やダン社の靴下販売の取り組みを見ると、そこには未来へ向け活動し
た共通点が多数ある。たとえば、問題解決や夢の実現への努力がその要点となる。また、

ここには自然体ではあるが、当然のことのようにして、世界的には最先端となる技術手段

を編成、駆使しており、その結果は、今までは制約とされてきた組織や市場、技術の壁を

破り新しい取り組みになり、新時代をリードする事例と内容を形成した内容となっている

例が多い。このようなことを考えているとき、偶然だがテレビで今日の日本アニメ映画が

世界で評価を受ける経緯を紹介した内容を見る機会を得た。現在、日本のアニメは世界に

名だたるソフトである。テレビで紹介された内容は、「過去、海外のアニメはウオルト・デ

ズニー社を中心とする動画だった。また、当時はこれに勝る方法は無かった。この手法は

人が活動した体の動きをフィルムに撮り、１枚づつフィルムのコマを机状の板に映し出し、

その上にフィルムを置くなどして体の輪郭を書き、中に絵を入れて行く手法である。この

手法は、今も活用されているアニメ制作の代表的手法だが、日本でも、かつてアニメ映画
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をつくる絵師達がこのキットを購入した。だが、日本のアニメ具体化の目的にどうしても

この技術を活用・具体化できなかった。」という内容だった。また、「このため、関係者達

は原点からものごとを考える。要は、猿まねを捨て自由に発想し目的を具体化する。とい

う取り組み行動を進めることにした結果、現在､日本を支えるいくつかのアニメ映画作成技

術が出来上がった。」という内容を伝えていた。この例として、写楽の絵の構図を組み入れ

た手法で制作した『白蛇伝』という映画が例示された。そこには、空中で戦いを演じる、

という当時としては発想すらしなかったアニメの世界を新たに世界に提供した技術や、輪

郭線のないアニメ映画を具体化させ、動きないは動線を組み入れた画法で実に活動的や、

今までに見られない動画の世界を実現させていた。また、「この手法の開発が日本のアニメ

を世界に名だたる内容にしたきっかけだった。」とされていた。 
この種の原点的思考の取り組みは、他の産業界にも多くの成功例がある。21 世紀に入る
前、ホンダが 2 足ロボットをつくった例も、類似の例である。この例は、居並ぶ高歴学者
陣が「2足ロボットの実現は不可能！」という学説をつくり議論する中で、本田技研は見事
に２足歩行ロボットを完成させた話である。この研究に当たり､本田技研の研究者は、歩く

という原点に立ち戻り、人の歩行を、特に、交通事故などで障害、リハビリに努力する方々

の動きをまでを徹底的に分析する中から具体化させていったそうである。だが、このよう

なブレークスルーの後、今や、２足ロボットは技術レベルを示す試金石であるかのように

多くの企業や大学などが研究していて、どこでも当たり前のように実現させている。 
一般論だが、今まで実現不可能とされていたものを実現して行くこの種の取り組みを、

産業界では『ブレークスルー』という。この言葉の定義は「壁を破る」という程度の内容

であるが、従来の学説や慣習、権威者や有名な手法にかかわらず、今までに無い取り組み

と手法の概念を大きく破って行く内容である。だが、ブレークスルーされた結果を見ると、

実に、納得の行く自然な内容であり、そこには、「だれもが、始めからやっておくべきだっ

た。」という内容がほとんどである。例えば、トヨタ生産方式に見る、シングル段取り（10
分、10 秒以内、シングルの時間で製品変更に伴う段取りを済ませる改善手段）もその種の
例である。1970年頃、JITに見る内容は、産業界では衝撃的な内容とされた。だが､今は産
業界の常識となっている。マイケル・デル氏が開発した SCM も然りである。「確かに、IT
の進展はあったが、今になると、こんな当たり前で簡単な内容をなぜ最初からやっていな

かったのであろうか？」という内容である。だが、ここで注意すべきは「この種のブレー

クスルーと名付けられた新手法の多くは、先訓例を学んでいたのでは創出されていない。」、

という点である。 
剣道、茶道など、“道”と名のつくものには､必ず教えの中に『修・破・離』という内容

がある。この言はブレークスルーを促す内容として関係者には知られた言葉である。剣豪

は負けない剣術開発に常に努力してきた。“修”は「最初、その道に入って基本を学べ」と

いう内容を意味する。茶道にも「形から入る」という言葉があるが、同じ意味とされてい

る。だが、ある程度の段階になったら“破”となる。この意味は「一旦、基本を習得した
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ら、今までの方法破ることを考えなさい！」という教えである。また、「更に、進めば、今

までの方法や取り組みから“離”れ、新たな発想で新しい取り組みをしなければ、師を超

えることはない。」という教えである。 
正に、日本の産業界の革新を見るとこの連続であった。過去、日本の産業界は『サル真

似』のそしりを諸外国から受けていた。この時代は“修の時代”だった。だが、離の時代

に入った。この段階に入ると、先進諸国から「教えると技を盗まれるので、日本には簡単

に技術を見せるな！」ということが起きた。欧米諸国は「日本の技術が急進展し、同等の

実力に近づいたので技術流出を驚異に感じた。」という時代である。また、この内容を示す

ように 1980年代にはジャパン・バッシングが米国で起き、不況、失業者が多い中で、日本
から米国へ輸入される乗用車を持ってきて、穴を掘ってタタキ壊して埋めるという実態ま

で発生した。その結果、自動車産業においては GMとトヨタの合弁会社 NUMIなる会社を
つくり、米国に JIT を教えることになった。また、これが米国自動車産業を大きく救った
内容のひとつとなった。 
そして、今は、中国を初めとする多くの国々から追撃を受ける段階にある。従って、日

本産業は“離”に入るべき産業分野が多くなっている。このような意味からか、独自技術、

否、米国が夢としてきたフロンティア精神を具体化したとも思われるような取り組みと事

例が多く見られるようになってきた。先の例を含め、野球のピッチャー野茂選手、バッタ

ーのイチロー選手や松井秀樹選手など、産業界だけではなく、スポーツ、映画などを含め、

従来では考えられない考え方の壁を破って行く例が多数日本で創出されている。その多く

は、師や他社や先輩、先進企業の真似ではない。産業界だけでなく、スポーツや文化の面

でも日本は“離”の時代にあることに我々は心すべき時代となっている。要は、過去、日

本で言われてきた『サル真似』的取り組みや、『護送船団方式』『他社の先例を見てから自

社プロジェクトに入る』という取り組みから脱皮し、従来の枠や概念、手法にとらわれず

に、世界平和や人類の幸せ、永続に貢献する技術や産業の開拓という道があるという内容

である。また、先に紹介したプロジェクト X 型アプローチはその種の内容を期待する例で
ある。要は、個性ある産業、世界に評価される独自性を柱とした産業へ､新たな発想や視点

で立ち向かい。結果として変革のお手本を現出させるという内容がブレークスルーという

ことになる。以上、くどくど述べたが、今後のひとつの問題解決アプローチということで

ここにブレークスルーに関する方法論をまとめることにする。 
 まず、ブレークスルーの入り口に当たる、『発想を得る。』という内容について解説を加

えることにする。また、この内容を図表５－３－１に示すことにする。天才の方々が問題

や課題解決には偶然めぐり合う、とか、偶然思いつくという例がある。だが、そのような

内容も、そのメカニズムを調べると、努力を重ねる内に人に神のささやきや天使の恵みの

ようなものが目先に現れ、その内容を即座に感じ取り、実務に活かすという所作がなされ

ていった例がほとんどである。 
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図表5-3-1　各種のブレイクスルー・アプローチ
無為型アプローチ：宗教的考え方、点の恵みで努力しているうちにめぐり合う問題解決法
偶然型アプローチ：偶然の変化が大きな変革の種を与えるという例
感性型アプローチ：人間特有の予知、感情による生じる問題解決案
合理的アプローチ：

　　　①　実証主義：科学的手順による問題解決法
　　　　②　還元主義：細分化して行くことで分析的に問題を探りか解決の方策を探る方法
　　　　③　専門崇拝主義：その道の権威者を見つけ、その言に従うことによる問題解決法

　　　　④　決定論：事実情報を収集し、答えを論理的実証内容から結論を出して行く

ブレークスルー・アプローチ：「目的を精査した後、あらゆる手段を求める。」
【求める行動の姿】
　①　初めて問題に近づくとき、他の問題の類似性よりも、その問題の特徴やユニーク“差”を認識
　　　するように努力する。
　②　問題を検討するとき、しいて結論を先に出さないで、理想的な打開を考える。特に、制約を一度
　　　打破して物事を考え、てっとりやすい解決策に飛びつかない。
　③　問題を提示する人々がもっている仮定に対し、明言されたものにも、合意されたものにも疑問を
　　　もつ。
　これにより、①解決策が場、ニーズに合った内容になる可能性が高まる。②総合的に効率、納得性
の高い解決策を得る幅を広げる。③今までに得にくいものの見方やアイデアを得るチャンスが高まる。

 

  
 そうなると、この種の行動にひとつの法則があるはずである。図表５－３－１の上部は

過去、問題解決に成果を得た内容である。ここでは、目的を精査し、あらゆる手段の中か

ら最適の目的を絞る。また、問題解決に当たって、その目的をもとに最適解を追求すると

いう内容となるが、その行動様式の要点は次のような項目となる。 
① 初めて問題に近づくとき、他の問題の類似性よりも、その問題の特徴やユニーク“差”

を認識するように努力する。 
 ② 問題を検討するとき、強いて結論を先に出さないで、理想的な打開を考える。特に、

制約を一度打破して物事を考え、てっとりやすい解決策に飛びつかない。 
 ③ 問題を提示する人々がもっている仮定に対し、明言されたものにも、合意されたも

のにも疑問をもつ。 
このような内容はブレークスルー体験者の多くのが語った内容であり、ワーク・デザイ

ンの発案者ナドラーなど、多くのブレークスルー研究者が紹介する重要な考え方を示すチ

ェック・ポイントと同じである。 
次に示す図表５－３－２もブレークスルー関係者達が示す内容である。これは図表の下

枠に示したような、「世間やライバル比較に相当する過去から行われてきた一般的な満足で

はなく、図表の上枠に示した目的をとことん追求した結果得られる満足でなければ、個性

的、差異化（他とことなる特徴、差異を示すことにより差別化を図る対策）にはつながら

ない。」という考え方を示すものである。 
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図表5-3-2　目的把握の例

①　困窮する民族の救済
　　　【一般的な救済】　衣類・住居・食料援助
　　　【本質的な救済】　「海に近い民族の救済には網を与え漁法を教えなさい。」
　　　　　　　　　　　　　　「山や海に住む住民には、種をあげ、治水工事などを援助して農業か林業で
　　　　　　　　　　　　　　　価値を生む仕事を教えなさい。」式の本質的、継続的幸福が得られる対策を
　　　　　　　　　　　　　　　図ることが大切である。

②　ホテルの改善
　　　【一般的な対策法】　宿泊の提供、料理の提供、ｻｰﾋﾞｽの提供、くつろぎの提供、・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　顧客の満足が得られるレベルまで改善を図る対策を進める。
　　　【本質的な対策法】　「満足を提供するところではなく、感動を提供する場である。・・・」

価値観のとらえ方：「価値がなければ不満足もなく、従って問題もない。」従って、
　　　　　　　　　　　　　　　　価値観の調査と研究、確認が問題解決の出発点となる。
　ロバート・ニスベットによる価値が反映する内容
　①過去を大切に思う。　②経済的・技術的進歩は良いことである。　③理性を信じ、理性から生まれ
てきた科学的・学問的知識を信じる。　④絶対的重要性の存在を信じる。　⑤この地球上での生命の
尊厳を信じる。

　これを基に、①効率性を高めたい。　②生活の質をより高めたい。　③人間の尊敬を強化して
行きたい。　④個人をより向上したい、という内容で価値観は歴史を通して、内容の変化、追加が
図られてきた。

 

 
 では、我々に身近な例でブレークスルー活用の例を紹介することにする。よくある話だ

が、食料などで困窮国を救う方法に、「かわいそうだから、衣類や食料を送る。」という方

法がある。災害などの場合、一時救済策はこの方法が有効である。だが、長期に援助が渡

る場合、この方法だけで救済が果たせるだろうか？と考えると、最良な策と考えてきた答

えが変化することがある。例えば、『その国の方々が自力回復する努力を助けることが本来

の支援である。』という考え方の方が、この場合には、現地の方々にとって、より的確な答

えになる。この考え方は。「魚の捕れる国であれば、衣類や食料を送るのなら網を送り魚の

取り方を教えよ！」という内容に代表される考え方である。この種の考え方を小子高齢化

対策に利用する例がある。高齢者の対策に当たって、確かに老人養護用にリハビリ施設や

医療整備も大切である。だが、この種の対策だけでは、一種『居心地のよい、死ぬまで暮

らす棺桶の提供』という内容になってしまうのではないだろうか、それより、『体力や体の

機能増強の施設や強化ソフトの提供をして、老人でも技術ややりがいを持つ方々を集めて

仕事をしていただく』という考え方がある。この仕事の対象としては、「例えば、再生すれ

ば使用可能な製品の再生、故障した各種機器の修理、更には、アフターサービスなどの提

供者への資金投入方式の補完策併用の方が、老人への単なる年金の補充策より老人相互の

交流や生き甲斐づくりにつながるのではないだろうか？」この種の課題は筆者達も検討を

進め、既に、特許・リサイクル対策研究会で提案~実施に移している例を持つ内容であるが、
高齢者の幸せと生き甲斐づくり、という目的から見れば有効な策であると考える。470万人
ものフリーター対策も然りであろう、国家的視野と食料、食品の安全問題の対策を考える
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ならば、公共事業で、不要な道路やダム、鉄道の整備を進めるよりも、農作物や林業の高

齢化問題を工業化という観点から進める策の法が良い。また、風力発電など、各種ベンチ

ャー対策を進めることに国費を活用することの方が、地球温暖化（炭酸ガス規制）やグリ

ーン・インダストリーに伴う自然復興と海の再生、漁獲量の増強に役立つのではないだろ

うか？このように、目的を徹底的につめて行くと、多くの問題の解決と小子高齢化対策、

人口低下の問題解決に貢献する案が見つかる例が多々ある。以上、簡単な例だが、ブレー

クスルー思想応用の分野の例を紹介した。なお、この種の考え方は、今までの制約で課題

解決を求める方法とは異なる案を創出するアプローチの例であり、更に、その内容を紹介

することにする。 
 かつてマッキンゼーの報告に『企業のライフサイクルは 30年』という学説が出されたこ
とがあった。当時、産業界はこの学説をショック的にとらえたが、その後、「この内容は一

面の真理を伝える内容である。」ということになった。その理由は、日本産業を支えてきた

繊維、造船、鉄鋼、家電、自動車、IT 関連の順に産業が発展途上国やアジア諸国に生産の
主流が移行し、日本における産業構造も時代と共に大きく変革していったからである。そ

して、現在、発展途上国と言われた国々が実力を高め、日本産業のレベルに肉薄している。

この中には、既に、もう日本を越える競争力を持つ例のもある。では、このような環境下

で日本産業がどちらへ向いて行くべきか？ということになるが、日本の産業としては、こ

の答えを見いだすには、まだ多くの時間を要するのではないだろうか、筆者は、当面、少

なくとも､量を追う時代から特徴ある顧客志向の新規課題にいかに変質すべきか？という

産業が栄えて行くのではないだろかと考えている。この考えは、アンケートでも示されて

いる。例として、中小企業に対して行った内容も筆者の考えに似た内容を紹介している。 
このアンケートは日経 BP社がWEBを通して得た情報である（2004年 8月号「日経もの
づくり誌」）。過去、徹底したコスト低減を活動目標にしてきた企業が 50%強あったものが、
将来は 1.1%に低下、逆に、他にない技術開発を指向する企業が 3.9%だったものが 40.3%
となっている。このアンケートを参考にするならば、将来は、単に、安いものを量産し、

価格競争に終始するだけでは日本で産業の生き残りは考えにくい、ということに 95%を占
める中小企業も気づき、対策に努力する方向で動きつつある状況を示しているように思う。

このアンケートに同期する形で、今後の行く末を論じるなら、日本産業は独自技術を伸ば

し、変化する経済・技術環境の中でいかに高付加価値製品の実現を次々と創出して行くか

が産業を担う日本企業の今後のたどる道ということになるのではないだろうか。 
 
（２） 参考になる、ブレークスルーの考え方を参考にした企業活動のあり方 
 企業発展の要点の要因を探るには、『継続的に伸びてきた企業と、成長が止まった企業』

の活動の差異を分析することが有効である。図表５－３－３はそのような内容を調査して

要点をまとめたものである。この解析は一般的な分析である。では、このような内容を決

めるのは何か？ということになる。この問いに全ての答えを得ることは難しいが、誰もが
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判る内容のひとつに、『組織を率いるリーダーの存在』と、いう内容がある。ここに加わる

形で『トップの方針や理念を基に、人生をかけて目標の実現に努力する従業員の存在』が

発生するとこの問題をブレークスルーする一本の道が開けることがある。時々、野球やサ

ッカーなどチーム競技に見る内容は活動の結果がこのドラマとなって紹介される例が多い。 
 

図表5-3-3　企業が伸びる原理

優良企業が発展してきた内容を分析すると継続的に発展してきた企業

成長が止まっている企業

「企業の将来がどのようになているか？」というイメージを広げられるかにかかっている。
　①　一人の人生、企業の将来に対する良いイメージをつくり出すことなしに、
　　　優れた企業を育てて行くことはできない！
　②　継続的に発展する企業には、ビジョン、目標、人材育成を具体的に行うシステムの
　　　活動がある。
　③　トップが代わっても、目先の収益や立場より、方針の徹底に執着する。また、この内容の具体化
　　に時間も人も、調査も教育もかけるゆとりを持ち活動している、という実態がある。

簡単に理念を捨てる傾向が強い：理想の実現に一貫性がない。
　そこに含まれる問題？
　①　目的が明確に考えられていない（関係者が真剣、時間もかけ、よくもんで決めた目標ではない。）
　②　システムをどのように運用してゆくかという計画がない。
　③　どのように決断を下して行くかという現実的な手順と評価基準がない。
　　理念を定めても、お題目程度になっているだけであり、①～③の内容と具体的に結びついて
　おらず、また、日々の活動とはなんら関係ないし、行動規範にもなっていない
　（上から下まで　“火の用心”式であり、日頃、理念と行動の接点がない。

この対比から判る実情：　①　優れたリーダーの存在（企業活動はトップダウン、リーダーの行動で決まる）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②　中・長期の目標、哲学、理念や価値観が各種プロジェクトの将来を決める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ③　あるべき姿を達成するストーリーを示し、常に見直し達成を制御・努力する。

 

図表5-3-4　トップ・ダウン＋ボトム・アップのあるべき融合

理解とチャレンジブルな活動

納得行くまで　　　　　　　　　　　貢献度、
意義、成果を　　　　　　　　　　　　　責務
話し合う　　　　　　　　　　　　　　　相互の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理解と協力
　１＋１→２になり３になる！

　【活動意義・その１ 】

お客様と企業の将来のため

トップダウン要請

仲間と良い職場づくりのため
　　①　各種の問題解決
　　②　働きやすい職場づくり＋チームワーク
　　③　仕事を通した人材の育成

良い品
良い生産・販売
　~　従業員が
　満足を得る
　雇用の存続

ボトムアップ
　要請と活動

評価
　と
成果

職業観と
存在意義
　①自己育成と
　　　人生の価値
　②生活確保
　③夢実現への
　　　努力

自分の
ため＋
組織的
　活動
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これに類似する形で企業の将来が、ある有能なリーダーに任される例がある。国の存亡

にも似た歴史がある。そのような考え方から図表５－３－４にその体系を示すことにする。 
だが、どのような優秀なトップや監督がいても、その方一人の存在や力量だけでは何も

出来ない。また、逆に、どのように優秀、一流の選手や従業員がいても活動のベクトルが

集中しなければ良い結果は得られない。この例を示す例は多数存在するが、登山チームに

例をとり、この種のテーマを解説することにしたい。 
 田部井淳子さんを始めとする女性の登山家チームが女性、しかも、最低金額でエベレス

ト登頂を果たした功績は、大きな尊敬と共に、既に衆知の知るところである。プロジェク

トＸでの放映だけでなく、田部井さんが関与する著書でも、また、筆者も講演会でお聞き

した内容も、全て、正に人生をかけた取り組みであり、人に人生は１回しか無いことを考

えるならば、エベレスト登頂の思いと技術を持つ方々のご努力に感激を覚えない人はいな

いと思う。だが、この成功とは裏腹の失敗例がある。その数年前、一流登山家を集めエベ

レスト登頂がなされた例である。この例では、エベレスト登頂は残念な理由で失敗に終わ

っている。また、その年は田部井さん達が登頂した年よりはるかに天候に恵まれ、資金も

多い登山だった。登頂失敗の理由は、リーダーの主権を争うメンバー達のいさかいが関与

したという内容である。全員が登頂を希望する（栄誉だけが欲しい）という欲と、各人が、

過去の栄光が関与し、各々の立場を堅持し、重要な意志決定や協力すべき場で意見がまと

まらなかったわけであった。例えば、全員が登頂の栄誉を得たい。「下支えの登山チーム活

動は嫌だ！・・・」というものが多くなり、登山活動は進まず、結局、数十年待っても得

られないという気象状況もとで、このチームの登山は途中で断念となった。これは田部井

さん達の登頂の頃、盛んにテレビ放映された内容である。要は、図表５－３－５に示した

内容の全てが雲散霧消した例である。 
ブレークスルーを実現させた事例を見ると、活動されたトップという個人を採っても、

また、目標達成に賛同された方々の属する集団を見ても、そこには信念と人生観、思いを

実現するために宗教的ともいえる努力（具体的活動）がある。このような内容がベクトル

として一体化すると、田部井さん達がエベレスト登頂を成功させた内容に似た、不可能と

思われる内容が実現する例が生まれる。人の一生は一度しかない。自分たちが見つけた職

業にあらゆる知恵と努力を傾注する。抵抗があっても突き破って夢を貫通する、という活

動がそこにあるわけだが、これも、人はブレークスルーという。そうなると、先の図表５

－３－４に追加する形で図表５－３－５の内容に追加する必要が必要になる。要は、アウ

トプットを先験的に決め、インプットを精査し、インプットを効率よくアウトプットに変

換する地図を作製する活動をここに組み込む対策である。なお、この地図はマイナス影響

をプラスに変換するアイデアで満たさなければならない。今までの常識ではアウトプット

の実現に多くの障害があることが判っているからである。となると、ブレークスルーとは

言っても、アウトプットを実現できるイメージやアイデア、問題解決能力がブレークスル

ー実現の大きな精神面のバックアップ条件になってくるのではないだろうか？ということ
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になる。 
つぎに、ブレークスルーが起こらない各種活動事例と、この内容を比較し、ブレークス

ルー実現の要因を探ることにする。ブレークスルーが起きない企業や活動を見ると、その

多くは、他社の真似をすることを目的としたものや、定年や任期満了まで波風を立てずに

仕事を済ませたい、ただ単に現状の永続を願うだけで財産を食いつぶすだけを行動規範に

持つ、といった内容となる。要は、多くの方々が企業内でアリバイづくりの活動を進めて

いるだけであり、独自性のない活動を続ける企業例である。また、常識的に見て、この種

の思想や本音を持つ方々にチャレンジ的な内容を請求しても事を起こす気持ちは無いから

何も起きない。ここでは、抵抗勢力が活動すると即座に前向きな活動を停止してしまうか

らである。この種の方々に共通する行動様式は、他社に成功事例がない限り、また、体制

や環境が新たな方向にならない限り、無理して新たな方向へ向かう活動はしない、という

行動方式を採っている。要は、口では変革をとなえても、実際にその場や環境が来ると､個

人的に負担や障害が出るので変化に協力しない行動を取るケースである。ブレークスルー

の取り組みには、人間性や勘、意思やたゆみない努力が要求される例が多いが、我々はこ

のような対処に、ここで示したような“人生論”や“天命”とも言うべき水面下に位置す

る人の行動が大きく関与することが判る。 
 

図表5-3-5　変革に当たって、巻き込み（全員参画）の大切さ
【変革に対する抵抗】　
　ミネソタ大学アンディ・バァン教授（社会科学者）
　人々が変化を受け入れたくない、と思う内容
　　①　変化の内容が理解できないとき
　　②　押しつけられるとき、
　　③　驚異に思えるとき、
　　④　その潜在的利益よりリスクが大きいとき
　　⑤　他の優先事項と競合するとき、

　変革は他人からの押しつけで

すすめるものではなく、自己変革
の必要性を自分の言葉と、仲間
との対話で確認した後、行動を

起こさせるようにすべきである。
ここには貢献内容と役割の設定

が大切になる。

【組織的活動におけるブレーク・スルーへの巻き込み】
　①　技術面と人間的側面の２面を考える必要がある。
　　　　従来：優秀なスタッフや専門家が解決策をつくり
　　　　　　　　提言すれば、人々はそれを受け入れる。
　　　　あるべき方法：技術的に難解と思われる内容でも
　　　　　　　　最初から巻き込み、理解と参画を得る。
　②　企画・計画・問題解決に当たって、リーダーは
　　　様々な分野の知識を持った人々と相談すべである。
　③　行動の基盤に、必ず「顧客志向」を重視した内容
　　　と評価が組み入れられるべきおと
　④　人々は人生の意義を常に求めている。このような
　　　事情、環境の配慮が人間同士のかかわりの中で
　　　確かめたい、と思って日々行動していることに、
　　　リーダーは配慮が必要である。
⑤　人は仕事や活動を通し成長するのであるから、この活路を高める工夫と配慮が必要である。

創造的で革新的な

企画の創出・提示
　　　　＋
解決策の素早い実現

　　　　＋
変革の大部分は以前

から組織が活用して
きた指針やプログラム
と異なる内容を必要と

する傾向が強い。また、

適用が効果的である。　

 

 
つぎに必要な要素として、ブレークスルーを誘発する『洞察力』に話を移すことにする。

図表３－５－６はそのような内容を示したものである。ブレークスルーを探求する方々は､
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特にトップ、また、その下で担うリーダー達も、成功のイメージを具体化へ持ち込むため

には、この洞察力が必要となる。そして、ここには、アウトプット実現のために必要なイ

ンプット、また、インプットをアウトプット変換に効率よく進めるために行うプロセスの

進め方が、各種の目的や目標達成には必要になる。このために、少なくとも、氷山の一角

の下にある問題と対策をマトリックス化させた地図、更には、問題解決のための情報収集

活動のあり方に各種整備と納得の行く対策が必要になる。 
 

図表5-3-6　問題の解決法に当たっての原則
　問題や解決策は「氷山のようなもの」最初に目につく状態に注意するだけでなく、水面下の問題や
背景、問題に至った条件にも注意を払うべきである。

システムとは？

インプット アウトプット

相互関係を持つ複数の集まり

インプットをアウトプットに変換する

　解決には、何らかのマトリックスを作成し、
各種要素の関連と問題、対策を網羅的に
つかむことが必要である。

重要な要素の見落としを防ぐ
要素巻の関係、相互依存性
などを明確にする。

マトリックス
を満たして
行くことは
対話を進める
ことに似ている！

新しい、違う局面からの
見方、考え方！・・・・

ヒントやアイデア

 

  
これを一般用語では『含蓄』という。『含蓄』は情報を持ち、必要に応じて活用する技術

だが、まず、情報の集め方と活用については、本田技研の社長だった故・本田宗一郎氏が

的確なお話を残されている。図表３－５－７にその要点を示すことにする。いずれにせよ、

ブレークスルーの実践に当たっては、この種の考えを網羅し、アウトプットをはっきり定

め、どのような障害や批判にあっても目的を成し遂げる、また、必要に応じて蓄積した情

報を活用しながら目標を達成する行動力が必ず必要になる。 
以上、ほんの片鱗ではあるが、ここまでブレークスルーに関する内容を多くの解析事例

から抽出し、筆者が知る要点を整理させていただいた。この分野は、今後、多くの研究を

待つ領域であるが、今、日本産業は変革の時代の渦中にあり、技術・政治・行政改革を含

め、各種ブレークスルーを待っている。要は、『世界に今までなかった取り組みと創造』を

切望する時代にある。このような時代と場にあって、ここまでに記載した各種要素がお役

に立ち、多くの企業でそれぞれのブレークスルー事例が創出されることを願いたいわけで
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ある。なお、ここまでの内容が、いくばくか、その一助になれば幸いである。 
 

図表5-3-7　データー収集の注意点
本田宗一郎氏の言：「組み立てライン改善に当たってデータ収集時」注意した逸話から

基本　：　目的を持ってデーターを集めよ。
　①　データーは状況理解の手段に過ぎないのに、

　　　方便たるべきデーターに振り回される危険！
　②　データーの要るものと、要らないものをごちゃごちゃにする危険！
　③　データーの結果は同じでも、よってくる原因が違うが、

　　　　そこを見落としてしまう危険！
　④　書類を作ると、何かができたような自己暗示にかかる。

　⑤　データーをとっているだけで偉いような気がしてくる危険！

　　　データーを取り、いじくり回していると解決ができるような錯覚に陥り、
　また、安心してしまう。　要は、データーを取り、検討を繰り返すことが

　自分にとって害になっていることに気がつかない！
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