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はじめに
本来、人を管理育成する手順書は時代が変わってもそれほど変化した内容を
必要としない。時に、現場管理対策には、妙薬やカリスマ法を示唆する向きが
あるが、この種の手練手管は人材育成に余り良い効果を生まない。だが、昨今、
産業界で問題が顕在化しつつある少子高齢化問題の対策に当たっては、そのス
ピード性と、魅力ある現場づくりに加え、入社した若者が 3 年で 37%が辞める
時代にあっては、コーチング技術の局面を強化した現場関係者の育成強化が必
要となるため、本書は 10 年前に記載した同種・書籍を改訂することにした。
ここで、筆者自身のつたない体験談を紹介したい。1988 から 3 年過ごした海
外赴任生活である。ここは、当初 5 年程度は赤字で苦しむと予想された 200 名
程のアルミ・ホイール生産工場だった。現地の方々は全員、全くアルミ製品の
生産の経験がなく、せいぜい、オハイオ州で数名、他社でサブ・リーダー程度
の方々が現場管理者として雇われ、生産が開始された。そこで、現場管理技術
の駆使となった。だが、何と、1.5 年で黒字体質を実現、同時に、品質、納期と
も日本で指導した工場に勝るとも劣らない技術を駆使する現場を実現させるこ
とができた。以降、筆者は企業指導の場で同じような対策を各社で繰り返して
きたが、この時、投入した国際的な現場管理技術は、期せずして、日産自動車
ゴーン社長早期立て直しに活用した内容や、過去、ウエルチ氏が GE を革新し
た内容などと、同種の、国際的手法だった。
『企業は人なり』という言がある。これは、良きリーダーとコーチング力を
技術知見として駆使する内容を意味するが、アウトプットを明確に定めた活動
に現場管理力を駆使すべき内容を意味する。要は、単に、やる気の高揚だけで
はなく、良き目標とコーチとなる現場管理監督者の存在を得て、5M+I（5M＝
人、物、設備、方法、I＝計測＋情報と管理）を対象に、管理技術を駆使した最
良の生産を実現することを狙いとした活動である。このような方法を、2007 年
に問題に入り、問題化する現場管理者の不足と現場力強化対策を、実務的に行
うため、数社の方々と技術・技能伝承研究会の中で進め、ここに、各社の事例
や演習題と共に、実務的な内容を本書にまとめた。筆者としては、本文を借り
て研究会の皆様に御礼申し上げると同時に、本書が、多くの製造現場管理者の
方々に役に立つことをお願いしたい。
平成 20 年夏
（社）日本能率協会 専任講師 中村 茂弘
【技術・技能伝承研究会参画企業】2007 年度活動
①山形スリーエム㈱、②㈱堀場製作所、③ヤマハメタニクス㈱、④オリンパス㈱、
⑤コカ・コーライーストジャパン㈱、⑥文化シャッター㈱福岡工場、⑦㈱トヨタケーラム、
⑧（社）日本能率協会関係者

第1章

少子高齢化時代における「現場管理力強化ニーズ」

１－１

生産・販売活動の基本と、製造現場管理力強化の必要性

本書では、最初に、まず、常識的ともいえる製造現場管理の基本事項を紹介
し、その後、現場力強化の要点に関する内容を紹介することにする。
（１）現場管理者の位置づけ
『企業は人なり』という言葉がある。資源の少ない日本産業は、昔から知恵
を駆使したモノづくりにより大きく支えられてきた。また、この中心になった
方々は、図 1-1 に示すように、第一線監督者といわれる現場管理者の方々が産
業の一翼を担って、人・モノづくりを進めてきた成果であり、このような方々
の活動無くして、人づくりを基盤としたものづくりの歴史は無かったといって
も過言ではない。だが、現在、問題は沈静化しているが、2007 年以降、団塊の
世代の方々が大量に産業界から名工や匠が定年退職を迎え、やがて現場管理者
の方々も不足するという実状があり、より高度な現場管理技術が求められる状
況である。このような職場では、現場で働く老若男女の方々が、仕事を通し、
夢とあこがれ、目標達成を通した仕事への誇りづくりがモノづくりの前に必要
になる。そこで、個々、製造現場という限られた条件下ではあるが、国際的に
も製造現場で主役を演じる方々が、このために必要な、実践的、
『国際的な現場
管理技術』について、順次、その要点を紹介することにする。

個人の価値

率先
垂範

製造現場
での活動
人・設備・もの
情報～金を
駆使して
最良の
アウトプットを
出す！

図1-1
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第一線現場管理者の位置づけと主要な役割
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（２）生産の 5M と管理について
モノづくりと管理の関係を簡単に示すと図 1-2 のようになる。ここで、5M が
重要になるが、5M とは、モノづくりの要素であり、管理とは P(計画)－D(実行)
－C(チェック)を図る機能であり、指揮・統制して目標通りの生産達成を図る要
素である。また、もし、ここに問題があれば改善、また、未来へ向けた各種の
継続的改善が望まれる活動の対象である。

生産の５Ｍ
生産の５Ｍ
物と設計:
Materials

設備:Machines

計測:Measurements
方法:Methods

I＝管理・情報
働く人:Men & Women
上記５Mがプロセス
で各種働きかけを
行い、モノづくりが
進む。管理は
P-D-Cで目標
達成を図る活動
を進める機能を
持つ

図1-2 モノづくりと５M
（３）「管理とは？」の理解について
管理については、過去、多くの名言が紹介されてきた。その理由は管理が多
くの局面を持つからだが、図 1-3 の左側に示したのは、国際的に審議～提示に
至った品質管理システムの体系であり、モノづくりを横軸とした場合、縦軸に
必要な管理の輪としてスパイラルアップすべき項目を示したものである（スパ
イラルアップの状況は図の右下に示す通り）。この内容は、モノづくりと管理活
動の基本を的確に示した例である。なお、この内容は血肉を備えた活動があっ
て意味をなす。そこで、ここでは、製造現場管理者に対する教育で活用される 3
種の例を紹介することにする。
①「価値の創造」：この解説は「管理とは限られた人、モノ、設備、・・・・時
間を駆使して最良のアウトプットを創出する活動である」とい内容を意味し、
ISO9000s で言う「資源の有効活用」を意味した内容である。例えば、野球で
は、あのダメ虎とまで言われた阪神を優勝に導いた例や、日産自動車ゴーン
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社長の短期赤字脱出例などは、同じ人、技術、時間で最良のアウトプット創
出を果たした例などがある。
②「金のなる木とムダのわかること」
：上杉鷹山が赤字で苦しむ米沢藩を立て直
す経過は先の米国・故ケネディ大統領が、米国蘇生のお手本にしたことでマ
ネジメント技術の基本となった。ここで重視された『火種論』は、伸びる人、
伸びる製品に重視した投資と教育を図った対策であり、ムダ排除の徹底と平
行した現場管理の基をなす対策のひつつである。その理由は「人づくりがモ
ノづくりの基盤」となるからである。
③「管理とは嫌な問題を取り上げ、面白おかしく化粧して解決へ向けること」：
この言は 1970 年代、日本成長の柱となった小集団活動（自主管理）で盛んに
使われた内容である。問題を顕在化して、問題解決に全員参画、ボトムアッ
プで部下が積極的に製造現場の問題解決に管理者の立場になって活動しても
らうように導くことで、次世代リーダーの育成と現場のレベルアップを効率
的に進めるガイドとして紹介された言葉である。

顧

顧
客

経営者の責任
客
資源の
運用管理

要
求
事
項

測定・分析
及び改善

製品実現

インプット

Plan.:顧客要求事項及び組織の方針
に沿った結果を出すために、必要
な目標及びﾌﾟﾛｾｽを設定する。
Do:それらのﾌﾟﾛｾｽを実行する。
Check:方針、目標，製品要求事項に
照らしてﾌﾟﾛｾｽ及び製品を監視し、
その結果を報告する。
Act:ﾌﾟﾛｾｽの実施状況を継続的に
改善するための処置をとる。

満
足

製品

超一流品質目標へ

アウトプット

P

図の構成はＰ－Ｄ－Ｃという管理の輪を回しなが
D
ら継続的改善を進め、超一流の製品実現努力を
D
C P
図る活動を示す。このためには、品質改善を
D
ｽﾊﾟｲﾗﾙ・ｱｯﾌﾟさせ、左に示すISO9000ｓにリンク
基本：計画通りの実行を
させる必要がある。
確認後,次の計画
に移る。

P
P
C
Act. C

図1-3 ISO9001:2000における継続的改善とＰＤＣＡ
（４）現場リーダーに必要なシップと責務について
管理の任に当たる書や文献には多くの解説がある。注意すべきは「理論無き実
践はマグレ、実践無き理論はウソ」とされている点である。この意味から、教
養的な内容は別として、実務に適用する内容は、我々は理論と実践を一体化さ
せた活動内容から、我々は学ぶべきである。
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以上の基本を基にすると「リーダー＝集団を引っ張る人」という用語を製造現
場にそのまま当てはめると「未来を造る実践者」ということになるが、この参
考となるのは、図 1-4 の人生訓が重視されることになる。要は、
「一人では何も
出来ない。だが、一人が始めなければ何も起きない」の言にあるように、製造
現場の夢を打ち立て、部下や関係者と共に実現へ向け実践的努力を図る方がリ
ーダーとなるわけだが、そこには、①責任は免れない。②部下育成、③P-D-C
の管理をスパイラルアップさせ定めた目標の達成～向上へ向ける三要素の実務
的活用が必要になる。

夢なければ方針立たず
方針なければ理想立てず

Ｐ
計画

理想立てねば、目標作らず
目標なければ計画作らず
Ｃ
確認

計画立てずば行動取らず
行動せねば成果なし

Ｄ
行動

計画なければ
管理なし！

成果なければ喜びなし！
喜びなければ次の目標立てず

図1-4

人生訓にいる“夢→・・・P-D-C”活動まで

【参考例】実践の学の大切さ
多くの著名な実践体験者は、「米国のビジネス・スクールとして有名な機関
MBA（経営学修士）では、経営のリーダーシップの研修やリーダーシップ訓練
が行われている。だが、注意すべきは、MBA はあくまで経営センスという物の
見方や考え方を学ぶものであって、リーダーシップは現場の実践で鍛える以外
に実力向上はない」と言い切っている点にある。日本でも一橋大学や慶応大学
ビジネス・スクールで同種内容の研修や訓練を行い、多くのリーダーを輩出し
てきた。だが、成功者は、学んだことを実践で使い、基本を基に自分なりの技
術を高めた方だけが成功を納めているという実情である。なお、この種の教育
内容を、皆様は、多くの現場管理者研修で行われている内容と類似した内容と
お考え願いたい。
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（５）QWL について（部下と自分の人生の理解に関する事項）
どのように自動化された企業、過去、どのような成果をあげてきた企業も人
の活動が無ければ何も出来なかったはずである。このため、過去、QWL が重視
された（図 1-5 はその状況を簡明に示した図の例である）。この QWL は、
「個人
の人生の貴重な時間を使う企業生活そのものを人生と一体化して価値ある形を
創造する」点を示した方式だったことに、大きな意義を持つ。

個人的に
価値ある
内容
見通し？

人生模様

社会貢献？
業績と
個人の育成

QWL
Quality oｆ Working Life
仕事を通して過ごす
価値ある人生づくり

社会人生活

入学

幼少期 → 転機

管理者の
仕事は
気づきを
誘発する
ガイド役！

→

転機

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

図1-5 個人と、技能伝承の戦略展開
（６）知っておくべき「カリスマ管理」について
産業界ではカリスマ性を話題にすることがある。カリスマという語源はドイ
ツ語の「神から与えられた無償の贈り物」という語源とされ、
「有名なマックス・
ウエーバー氏が企業など支配的に管理する方々に対し「カリスマ的支配」とい
う言葉を適用したことから産業界で用いられるようになった」とされている。
ヒトラーに代表されるように、支配的リーダーは関係者から熱狂的な支持を得
る。また、日本でも、織田信長や豊臣秀吉の末期に見る独断的、誤った行動に
対して部下が意見を何も言わなくなった結果、あらぬ方法に集団を持って行く
例があり、一面、問題視する管理方式の代名詞として使われるようになってき
た。カリスマ支配には､確かに有用な点がある。例えば、①一つの方向に向かっ
て集中的、迅速な活動がなされる。②組織の活動の一体化が急速になされる。
③全ての情報に対しトップ判断で行われるので、部下はトップの方針に従って
行動すれば良く、その集団の中では高い評価も得られるし、その面では人が成

5

長するからである。だが、(1)部下は命令を待つだけであり、自主性が損なわれ
る。(2)トップにゴマをする方々が高く評価されるため、意見があっても言わな
い。(3)問題の提言や問題になり責任がかかるテーマを隠すという問題が生じる。
要は、上司の存在は目立つが、部下は見せかけの積極的行動をとり、中身は体
制論的な消極論と言い訳社会になって行く点が大きな欠点である。
ここで注意すべきは「上司と部下の関係は同僚や先輩と後輩の関係では無い」
という点である。上司である第一線監督者の方々は、このことを知って行動す
べきである。管理者指導で有名な天理大の原田教授によると「部下が川を渡る
時、一緒になって語り、教えながら渉るのが同僚と先輩、これに対して、部下
が自ら苦労しながらも渡って来るようし向けるのが上司と部下の関係である」
といっておられるが、この言は正に上司と部下の立場を明確に示す内容である。
上司、即ち、現場管理者は部下の同胞や仲間ではなく、上司であり、責務があ
ることを的確に示しているからである。
【参考事項】『北風と太陽』
おとぎ話に、『北風と太陽』という有名な話しがある。「ある旅人の着ている
服を脱がす競争を北風と太陽が行った話しである。北風は強い風を口から吹き、
何とか旅人の着ている服を脱がそうとした。やっきになって強い風を吹いた。
だが、旅人は着ている服を押さえ、身をかがめて衣類をはがされるのを防いだ
だけだった。結局は「服を脱がすことは出来ない」ということで、北風はこの
努力を止めた。その後、太陽の出番となった。太陽はゆっくり、しかも、暖か
い日差しを旅人に送った。カッとした激しい暑さではない。人をいつくしむよ
うな暖かさだった。北風は「そんな手ぬるいことで旅人は服を脱ぐはずはない」
と言って眺めていた。しかし、旅人が旅を進める内に、1 枚 2 枚と服を脱ぎ、汗
を拭う行動と共に、やがて、北風と約束したレベルまで服を脱いでいった。こ
れで、太陽がこの勝負に勝った！」という話しである。この話しは、
「強制して
何かをやらせる管理方式ではなく、ゆっくりと導く管理方式の方が、相手の気
づきを促し、自主的な行動となる」という内容をうまく表現しているため、40
年も前から、製造現場の管理者研修で使われてきた。そして、現在、この種の
内容はコーチングという形で体系化した内容に置き換わり、具体的技術手段と
して活用可能な管理技術のひとつとなっている。
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おさらい

次の事項をおさらの形で整理してください。

１，「生産の 5M とは何を意味するか？」項目と対象を記載して下さい。

２，管理に関する要点を解説して下さい。
①「価値の創造」について

②「金のなる木とムダのわかること」について

③ 「管理とは嫌な問題を取り上げ、面白おかしく化粧して解決へ向けるこ
と」について
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【おさらいの要点】おさらいを通して、今後に役立てていただきたい事項
１，生産の 5M について
対象

解

説

人

Men & Women：モノづくりは人づくり、レベルアップが重要

方法

Methods：仕事の方法を意味する。標準化は改善の結果として
モノづくりには重要な要素である。

計測

Measurement：計測値を決めて不良を出さない内容に加えて、
治具やポカヨケ利用により仕事の軽減化を含む

設備

Machines：設備でモノづくりを図る。自動化推進を意味する

物

Materials：物は資材面の管理、改善と共に、設計段階からの改
善への参画（デザイン・イン対策を含む）

その他

管理と情報（Information）を含めると 6 要素となる

２，管理に関する要点の解説について。
①「価値の創造」について
現場では、限られた時間や資源、お金や人材を育成～強化して最大・最良
の成果創出が必要だが、日々発生する問題の解決から、指揮、統制、レベル
アップやなどが第一線監督者と呼ばれる現場管理者の責務となる

②「金のなる木とムダのわかること」について
人や職場の欠点解消の方法に「良い点（特長）を伸ばした結果、欠点を解
消する」という方法がある。このために、火種論にある優秀な人材、つちか
った歴史や文化で得た良い点を伸ばす対策法は有効な例が多い。

③ 「管理とは嫌な問題を取り上げ、面白おかしく化粧して解決へ向けるこ
と」について
製造現場管理者は、困った問題を隠すのではなく、顕在化して皆の知恵を
集めて解決する技術を活用することが求められる。小集団活動や提案制度の
活用、目で見る管理やカードに問題をあげて対策する手法などを効果的に活
用願うため、多くの現場管理者研修が行われてきた。

8

１－２

国際競争的な現場力強化の必要性

（１）グローバル化の状況の理解について
現在、日本産業はグローバル化の真っ直中にある。図 1-6 に見るように、今
や国際化を意識しない企業や製造現場はほとんど無い状況を示している。ご覧
のように、海外へ工場を建設～運営している企業は 2002 年で 30%大手、中小製
造業は 10%だが、輸出を含めると海外依存度は 40%となるデータ状況である。
さらに、昨今、特に食品などは、
「日本の食料受給率がたった 39%だった」とい
う問題が問いただされている事例もある。

35

グローバリゼーションを示す例
大企業
中小製造業
中小企業全体

30
25
％

20
15

【資料】経済産業省
「企業実態調査」

10

（注釈）
海外における出資比率
２０％以上の関係会社を
海外小会社として集計

5
0
92 95 96 97 98 99

0

1

2

図1-6 海外子会社を保有している企業割合
海外生産の目的に「安い人件費を求めて」という例がある。2002 年頃、バブ
ル崩壊の不況対策や、中国へ大手企業がフィーバーして工場を移す事業展開が
その例だが、現在、人件費の上昇と共に、海外生産のメリットが出なくなり撤
退を余儀なくされる企業が多くなってきた。加えて、新製品を出してもライフ
サイクルが極めて短い日本の市場では、変化に対応した生産を図るため国内回
帰現象が起きている。中国は一人っ子政策の影響が 2015 年頃に顕在化すると言
われ、現在、インドからアフリカへ生産がシフト傾向にある。このような動き
も生産現場を管理する関係者は「よく知って将来の対応を考えるべき時代とな
った」という注意が、現在、最小限知っておくべきグローバル化対策面で重要
項目のひとつである。
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（２）現在、短・製品ライフサイクル品に関する「国内回帰」について
過去、6/3/3 制は小学校~高等学校までの修学システムを代表する言葉だったが、
今や専業界の製品ライフサイクルに適用する言葉となっている。その理由は、
人と資金を投じて行う新製品開発までの努力が 6 ヶ月、製品が世に出てピーク
までが 3 ヶ月、その後、市場から消えるまでが 3 ヶ月という状況だからである。
このため、仕掛りを持っていて売れ残れば棚卸資産滅却となる恐れがあり、今
や、産業界では、
「無駄な仕掛り＝死にかかり」在庫は汗水流して製造したもの
を廃却する恐れがあるので、無駄な在庫＝罪庫（罪を倉庫にためる意味）とい
う言い方をするようになった。事実、図 1-7 に示すように、海外生産で原価を
安くつくる目的で日本から中国やフィリピンに生産の主力を移した T 社は大き
く収益を下げる状況を露呈した例がある。

7000

500
400

6000

ＰＣ周辺機器営業利益（
億円）

300

ＰＣ売上高（
億円）

8000

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。

PCの利益

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。

200
100
0
-100
-200
-300

１９９８年

１９９９年

2000年

２００１年

【引き金】
ヒューレット・パッカーの
安値競争に対応した
充分なコストダウンに
対応できなかった。

２００２年

２００３年

中国／フィリピン／日本
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

営業赤字
２６５億円

図1-7 過去最悪の赤字に陥ったＴ社のパソコン事業
この例では、海外生産で原価は一時的に安くしたが、新製品の販売状況を量販
店経由、20 日締めで把握して、それから海外生産に注力する方式だが、船便で
1.5 ヶ月、その後に店頭に製品を出すシステムとなっていた。だが、これでは世
の中の変化に追従出来ないため図のような赤字を生むことになる。特に、PC な
ど、この種の製品は、売れる新製品が出ると、強力な他社が、売れる市場へた
ちまち追従して、値下げ攻勢をかけて販売してくるという状況である。この環
境下で、T 社では、ようやく 2.5 ヶ月で安価な海外生産を行い、製品を揃え販売
戦略に対応していったわけだが、この時点では、既に後半の在庫処分期間 3 ヶ
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月に入っている。そうなると、市場と製品の関係は、もはや「腐ったトマトや
バナナを市場に持ち出し販売する状況」となり、収益悪下に陥ったわけだった。
これに対し、この時、SCM で有名なデルはサーバー部門で 2005 年には、世界
一位の状況を占めた。ちなみに、デル社は PC 製造販売で有名な企業だが、この
企業は米国の学生時に注文を受けて製造・販売を短期間で行うことを､当時はま
だ大学生だったマイケル・デルさんという個人が始めた企業である。現在、デ
ル社は IBM やマッキントッシュ、ヒューレットパッカーなど米国大手企業はも
とより、いならぶ日本パソコンメーカーを凌ぐ成長と収益を得る状況だが、こ
の背景に SCM の存在の大きさがわかる。業種は異なるが、これに似た形、短納
期生産で､同種の成果をあげてきた企業は日本にも多くあるが、この種の例を参
考に、第一線監督者の方々には、短納期対策の重要性をご理解願いたい。
なお、仕掛り在庫低減の意味は、経理が事後的にまとめる原価計算では出てこ
ない。図 1-8 のように仕掛かりの影響を記載すれば判るが、経理の原価集計に
記載されるのは、守りの原価対策として有名な『不要資産滅却』という事後計
算結果だけである。すなわち、在庫したが売れない、仕掛かった部品がモデル
チェンジで使えなくなって廃棄処理するコストだけが損益計算書に出てくるが、
後の 2 件、
『攻めの原価』といわれる内容は、一般に原価表には、計上されない。
これは、売上増に関する内容であり、別名『機会損出』と名が付けられている
対象である。生産~販売期間の短縮が大きいと、変化が激しい時代にあっては、
お客様が､注文を出す寸前まで売れ筋を見ることができる。頼めばすぐ、しかも、
今必要なものだけを注文するので在庫処分はない。だから短納期の企業を選ん
で注文を出すことになるのである。すなわち、変化の激しい時代にあっては、
製品だけでなく、部品など、すぐ入手できる場合は、売れるものだけに限って
市場に提供すればよく、これが JIT や SCM で実現すれば、在庫も、その管理も
不要となり、注文切れで販売のタイミングを失うこともない。従って、売上高
を確実に確保できる対策に関与するとことである。
更に、3 番目の項目だが、これも売上増に大きく関与する対策である。仕掛り
がなく、生産リードタイムが短いということは、製品に問題があれば、即座に
製造もとにフィードバックできることを示す。仮に、不良対策に多くの手を打
った場合、その良否が直ぐに手元に帰ってくる。このことで、品質面の対策の
妥当性が早急に判別され、不良対策は早急に進む。加えて、過去、多くの企業
にあったように、新製品開発部門が、
「在庫を売り切ってから新製品を投入しよ
う」としていた内容が、
「お客様が、今、欲しい製品がすぐ入手できる開発とな
る」ことを意味する。このことは、メーカーにとっては、ニーズの高いものに
次々と新製品をタイムリーに出すことができる体制を示す。この成功例はデル
社の PC 製作～販売や、コンビニのひとつであるセブンイレブン社の高収益に代
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表される。目に見えないこの種の対策は顧客ニーズをとらえた新製品開発～提
供に大きく関与する事項である。なお、原価分析については後で詳しく述べる
が、現場管理者の皆様は、納期短縮がここに述べたような大きな経営的意義を
持っていることを、読者の皆様に、まず、ご理解願いたい。

国内回帰ニーズを示す状況

品切れ

大量に
生産

販売
マレーシア

売れ残り
海外生産でJIT化出来ない弊害は？

１，不要資産滅却損
２，売れるものが無い→売れない＝機会損出
３，仕掛かりがQTATと次期新製品の投入の傷害！
図1-8 国内回帰が必要な製品の状況
（３）海外指導に伴う『国内空洞化問題』について
空洞化という言葉は 1990 年頃、海外生産が盛んになり問題視された事象であ
るが、モノづくりに関与する問題を例示すことにする。
① モノづくりに支障が出たケース：数年前、中国生産が盛んになり、ある大手
複写機メーカー（K 社）が大半を中国生産に移行する中で SARS という風土
病が発生したことがあった。K 社は急遽、日本生産側で対応しようとしたが、
日本側に人も技術も失われていたことが顕在化したため国内回帰を進めた。
② 段階的に進める新製品開発に支障が出たケース：コスト削減の切り札という
ことでアジア生産に 95%をシフトした結果、過去、現場提案を受けて新製品
が創出されるデザイン・インの機能が失われ、やがて、研究所中心の新製品
開発だけでは、他社や海外に遅れを取り、次々と新製品を出す状況に支障を
きたした企業が多発している例が報告されている。
③ 海外指導に優秀な人材を投入した結果、国内が手薄になったケース：技術進
展に必要な人材不足で、国内が多忙となり、仕事の消化が出来ず、新製品開
発や技術伝承に支障をきたしている例も多数報告されている。
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（４）海外現地指導という仕事が生じた時、知っておくと有効な内容について
企業の命を受けて海外現地指導の任に当たる現場関係者が解決できる問題ば
かりではないが、離職率の高い海外生産で、何をすべきか？を判断する要素の
一例として常識的な内容を紹介することにする。
① 海外の方々の働く意欲に関する内容
海外で働く方々の目的の多くは(1)大きな収入を得る。(2)日本企業に働き、
地位を得る。(3)転職する際に得た内容が役に立つ、という意図を持った方が
大半である。この点を勘違いして、愛社心や浪花節的な人情感を相手に押しつ
けた教育をすることは、海外指導に行った方にとって満足感はあっても、実際
問題として現地に技術伝承～定着～現地独自の進展に、結びつかない。
図 1-9 はその種の例を紹介したものであり、欧米企業の定着率との差を例示
したものである。すなわち、これは、中国生産の例だが、先に記載した内容が
背景にあることを意識して、「日本だけが島国で特別」という意識で教育訓練
に当たるべきことを示唆した例である。
欧米企業

日系の企業との差異

失業率の比較

現場とオペレーター
技術者を重視

管理者重視
とキーパーソンを重視

勤務年数を重視する
人事制度：年功序列

アウトプット重視による
実力主義評価を運営

OJTによる仕事の推進
日本人監視による
教育と生産遂行

海外研修を含めた
人材育成と、高い給与
18
16
日系 14
12
20.9 10
8
31.2
6
4
11.8
2
8.1 0

内訳
欧米
一般従業員

15.1

専門/技術者

8.2

主任/
上級技術者

3.0

中間管理者

3.7

欧米系
離職率＝平均6.3%
日系
離職率＝平均15.2%
欧米

企業

日系

企業

平
ア太
アジ

洋系

図1-9 中国進出企業に見る課題と対策例
なお、中国生産の場合、既に 2001 年～2006 年の間で人件費が 3.2 倍、2015
年には人口減少が始まる。都市と農村部の賃金格差が 2008 年現在 3.3 倍とい
う報告があり、多くの企業がインドからアフリカといった低賃金国へのシフト
を始めているが、この種の傾向は今後展開を計画する低賃金国でも同じ現象と
なって現れた内容と解釈すべきである。そうなると、高い日本の賃金でもモノ
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づくりが出来る製品、すなわち、国際的に高付加価値、国際競争力の高い製品
生産対象品に、日本の現場力を集中して行く人と技術の錬磨が重点とすべき、
となる例もある。この種の意志決定は現場管理者の及ぶ範囲ではないが、現場
管理者としてはこのための情報収集と人材育成を配慮した現場力増強計画を
腹に持って日々活動を進めるべきことに変化はない。
② 教えた方が辞めることを選定に技術伝承教育体系を運用する。
海外指導に当たる場合、教える方はやがて辞めることを念頭に置いた教育
が必要である。このため、現地の方が（被技術・技能伝承者）が辞めても残
る技能・技術伝承を図る必要が生じる。この対策の例として、つたない筆者
の海外赴任経験だが、伝承に当たっては、(1)教える内容は相手がマニュアル
を作る方式を運用する（図 1-10）
。(2)現地の方が作成した教育マニュアルの
良否は、新人に適用してスピードの程度を評価するが、賞金をかけてでも、
スピード性の高い内容か否かを評価する。賞金をかけて、マニュアル化する
対策で被習得者も熱心に習得内容をレビューする結果を得る。(3)現地、現物
教育のため、見える化を図り（図 1-11）、製造現場の必要な場所へ仕事の原
理や手順、注意点や禁止事項を示す対策を実施した。さらに、日本ではやっ
ていないが、現地では、達成に応じたレベルを明確にして達成給とリンクさ
せる制度を取り入れた結果、習得者の実力向上が大きくなされた。なお、注
意点だが、マニュアルを日本側で作成して渡す方式は、現地人が自宅に持ち
帰るため機密漏洩の危険を含むためご注意願いたい。
③ 日本技術陣から指導を受ける現地化技術展開対策
この種の対策に妙手は無いが、図 1-13 に筆者が体験した例を紹介するこ
とにする。この対象は鋳造機を制御するノウハウの固まりともいえる対象だ
った。日本技術陣の間では当たり前のノウハウを(1)まず、筆者が教育者に習
得依頼次に、(2)筆者自身が学びマニュアル化した、これを(3)現地化して目
で見る標準化と共に現地で出来るセット化へ向けた。現場管理者の行動には
率先垂範が大切とされているが、その事例を例示する形となった例である。
このような対策の結果、製造技術を関係者が現地語で自らまとめた標準化が
なされ、定着率が低い現地でも、短期間でモノづくりすることができた。
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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

特に重要な点をまとめてワンペーパー
標準書にする

異常処理、特殊処理は
別の標準書にする。

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

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

コピーマシン方式

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

維持・定着

図1-10 スピード素人→ベテラン化、自主教育法

図1-12 コピーマシンに「見る見える化・標準」の例
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【問題】 ・日本では当たり前になっているメーカーのサービスが米国では自由に
ならない。
・日本からきた指導者は知っているつもりだったが知らず、出来ない。
方針の決定 ： ① 問題発生の毎に米国にメーカーを呼べない→技術入手が必要
② お金を出して、全てを学び習得する → 英訳し伝承する。

③現場で修理
内容確認
？

標準化

②質疑内容をメモ
マニュアルの整備
マニュアルだけで
作業可能な体制づくり

実践と
マニュアルへ
蓄積

英訳

①マニュアル
事前準備
～教育

鋳造
制御機
コントロール
兼
修理台車
セット
・調整用ＣＲＴ
・工具＋マニュアル
・部品と評価機器
・責任者・習得者名

図1-13 米国における鋳造技術マニュアル化対策
（５）現場管理者の海外指導項目の紹介について
海外現地指導に当たって多くの企業が行っている方式に、半年、1 年と期限を
先に決めて行う方式が多い。だが、海外現地に効果的、効率的な伝承が可能な
ら、何も、この期限に限らず、早く帰国して日本で新技術や新製品対応を図る
方式の方をお勧めしたい。先に「空洞化」の問題を示したが、海外に長期滞在
していることは、日本で腕を磨く期間を短くすることを意味するばかりか、現
地では優秀な教育者で通っても、日本では使い物にならない人材になってしま
う恐れを含むからである。これは、多少、きつい言い方かも知れないが、事実、
「日本における技術、製品革新サイクルにリンクした形で海外指導も効率化と
有効性を考え、いかに短時間で所定の技術伝承を図るかが重要である」という
企業が昨今多くなってきたからである。表 1-1 はアウトプット重視の海外現地、
現場指導者の項目を列挙したものだが、先の設問 1～3 を組み入れる形で、海外
現地指導に当たる現場関係者の参考にしていただければ幸いである（更に、海
外生産ではタッグを組んでしごをすることが多いスタッフの方々が重視する項
目を参考に表 1-2 に、また、トップクラスの方々が重視すべき呼応目を表 1-3
に例示しておくので、ご参考に願いたい。更に、参考図として海外に指導に行
く前には、現地の方々の事情をよく知って、スムーズな展開につなげるための
参考事項を例示しておくので、この種の仕事に関連を持つ方は、参考になれば
幸いである。
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表1-1 A社における海外工場指導項目の例
支援・指導期間設定の前に、アウトプット明確化・技術移転をスピ－ディ－に行う
策の準備が必要（P-D-C管理）

現場Ｓ／Ｖ（管理者）の育成（具体的技術伝承～定着対策）
１、方針管理と役割と具体的な活動への展開内容の理解
２、労務管理：離職率リスク対策／スピ－ディ－に仕事の管理が出来る要点の理解と習得
／スキル・アップのコツと管理／査定（ボ－ナス・ペナルテイ制度）

３、生産管理：Ｐ－Ｄ－Ｃの理解／計画－実績差異のスピ－ディ－な対処
４、原価管理：１個いくらの理解、￥／分の理解と活用、目標未達事項の予知対策、
問題発生時の即時対策

５、品質管理：不良・ヒヤットの減／指示書の作り方と運用／標準化対策
６、設備管理：
設備の点検・整備／トラブル・シュ－ティングの進め方（標準化、フロ－チャ－ト）

７、現場管理の方法と現場診断：
現場管理項目の実践内容とレベルの時間管理（日報管理）／異常発生時の対策

８、語学力対策：日本語／現地語の対比表準備
９、現地文化の理解：現地赴任時の日本人向けマニュアルとチェックリスト作成
１０、現場実務伝承について：
項目／内容／計画／実績／承認（本人／被研修者／現地マネジャ－）

１１、その他

表1-2 A社における海外工場指導マニュアル・項目設定例
支援・指導期間設定の前に、アウトプット明確化・技術移転をスピ－ディ－に行う
策の準備が必要（P-D-C管理）

技術スタッフマニュアル（具体的技術伝承～定着対策）
１、技術スタッフ育成の目的：
ＴＱＭにおける役割と機能、投入技術手段の位置づけの明確化とトラブルシュ－ティ
ングの的確・スピ－ド化

２、技術移転：
赴任社のアウトプットを決め、海外赴任とする。なお、本人／教えられたスタッフ／
現地マネ－ジャ－の承認を得て技術移転を完了とする。

３、技術問題：
死亡診断的な対策は適用しないで、スピ－ディ－な問題解決とレベル向上を主体と
した方式を投入する。ＩＥ／ＱＣ／ＶＥの総合的活用を図る。
４、現地設備導入：立ち上げチェックリスト

５、技術レベル達成評価と苦心談（適用の要点、問題と対策）
文化、習慣の違い、生活に関するノウハウ書作成

６、現場への技術移管Ｐ－Ｄ－Ｃの内容と管理表、終了承認書
７、日本から持ち込んだ設備の立ち上げ－軌道に乗りメンテナンス出来るまでの
用件
８、その他
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表1-3 A社における海外工場指導マニュアル・項目設定例
支援・指導期間設定の前に、アウトプット明確化が必要！

トップ・マネジャー指導・管理項目
１、ＴＱＭ（顧客志向の文化、弛みなく改善を進める方式）思想と実践内容を明示する
２、工場管理、運営について：
ＣＳ（顧客志向の意義と用件）／継続的改善の意義と用件／全員参画のための方針展開
をベンチ・マ－クと共に示す。
３、工場運営の要点：管理、改善項目の内容、運用、評価について
４、品質管理と改善：ＣＳ／他社比較と動向／日本優良他社（異業種を含む）との比較
５、コスト分析と改善の要点：
損益分析／経済計算（Ｂ／Ｓ、Ｐ／Ｌ分析）／評価項目／管理資料とその機能（様式の
設定と活用）／Ｐ－Ｄ－Ｃ管理の要点／中期経営計画策定法とチェックポイント
６、納期改善対策と生産管理
生産計画と評価法／工場内生産管理システムと運営の要点／協力工場運営／異常処理
７、人材育成と教育：体系－アウトプット－能力評価－カバ－率
８、コミュニケ－ション：会議／問題解決手法の活用／コミュニケ－ション手段と効果
９、人事と組織（責任体制）
１０、安全と環境対策
１１、日本人に対する現地のトラブル・不満の事前解消対策
１２、その他
【注意事項】 項目に重要度をつけ、アウトプット明確化の後対象項目を選択することが重要。

【参考事項】 日本サイドから支援する前に
トップダウン＋ボトムアップ融合法
【手順１】 「会社＋個人の育成」をテーマに
自由な意見をメモでもらう
（具体的問題、希望、強化すべき点など）
【手順２】 「カードが語る」方式で、「名詞＋
動詞」で要求をつかみ名札カード
をつける。・・・・・繰り返し
【手順３】 類似の要求をまとめ、グループ
要求内容に「名詞＋動詞」の
グループカードをつける。・・・
繰り返し
【手順４】 ５~６件の島になったら、関連図化
し、全体を広げ、大きな図にする。

あるべき企業の活動
理念、目標、行動指針など

総合目標

①製品革新、②製造革新
③収益・財務の革新計画
~人材育成・評価思想
最適問題解決手法

各工程の課題と
目標~実行担当

ボトムアップ要求・見える化

【手順５】 図に、①直ぐ出来るもの
②将来計画で検討
③不可能の区分を付ける
全員に示し、思想と実施内容を明確化する
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１－３

アウトソース活用を含めた定着率強化対策

（１）アウトソース活用、その全般的な理解について
変化対応の時代、多くの社会問題を抱える中で、アウトソースの活用が各社
で盛んになっている。この一例を図 1-14 に示すが、製造業全体としては 2008
年現在で 24%という報告がなされていて、組み立て産業や食品産業ではアウト
ソースの方々の比率が 60～70%となっている例もあり、現場管理者としては、
正社員だけの管理・育成だけに集中すべきでは無い状況にある。

派遣労働者：派遣会社と雇用関係を持ち、そこから派遣された先の企業の指揮・命令で
仕事する。指揮・命令を雇用関係のある業務請負会社から受ける請負労働
者（請負社員）とは異なる。労働派遣法の改正で０４年、自動車の組立ライン
など製造現場への派遣が最長１年の制限（０７年からは３年間）つきで解禁
された

6

生産変動の調整弁的
機能が増大してきた

5

千万人

派遣・契約・請負
など
パート・アルバイ
ト
正社員

4
3
2

労働の重層化が進む
状況である。

1
0
９０年

００年

０１年

０２年

０３年

０４年

図1-14 労働省 ：増加する非正社員
ここで、各社の事情や問題の対策に触れるスペースは無いが、マクロ的だが、
製造現場を管理する管理者として知り、対処すべき重要な点だけを整理するこ
とにする。まず、アウトソース活用のニーズを整理すると、①短期間の業務量
の変動に対応するため、②新製品などの開発・立ち上げ期間を短縮するため、
③人件費を削減するため、といった項目が各社にアンケートすると大半を占め
る。しかし、反面、優秀な人材が長期に渡って企業に定着していただくという
条件に問題を抱えるため、①教育に多くの時間を費やされる。また、②定着率
が低いため技術伝承面でムダが多く発生する。③昨今、少子高齢化、並びに、
社会制度の改定に伴い、人員確保だけでなく、費用面でも（年金・保険などを
含めて）アウトソース活用に多くの課題が報告されてきた。
この種の社会制度や体制という問題を背景に、
「製造現場で、アウトソース問
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題が実務的な面でどのようになっているか？」という内容を JMA・中部 F 大会
で会場にアンケートした内容を図 1-15 に示した。このアンケートは自由に記述
する方式であり、当日、会場には 150 名の参加者があったが、78 名の方が「現
在、現場管理を直接行う中で抱え、問題解決へ向けたい重要課題を 3 点挙げて
下さい」という質問形式に応える方式だった。なお、スタッフや現場管理教育
関係者も多く参加した大会だったことを考えると、このアンケートの中身は、
中部地区の現場管理者の方々が抱える本音が、かなり高い回収率で公開された
状況ということになり、ご覧のように、アウトソース問題への対応が一位、業
務が多忙化する中で、人材育成面で苦労されている状況が明確に示されている。
特に、品質と、部下育成・現場管理面で多くの苦心談を訴える内容だったため、
この面で先進的な取り組みを進めてきたパネラーの方々が、本音と、実践内容
を紹介することで、F 大会で多くの討論がなされたという内容が、筆者が司会を
担当させていただいた。なお、その要点は、①効果的な教育方法の活用、②マ
ン・ツー・マン＋OJT 教育を進めることが可能な部下教育にコーチング手法を
知って、使える力量をつける必要性、③被教育者に、たとえ、短時間の援助で
も、教育レベル達成内容を具体的に示し、目標管理と共に、達成の喜びを持っ
ていただくコミュニケーション・システムを適用すべきという内容であり、単
なる応援者ということで、人間無視の対応は避けるべきことが強調された。

現場管理者が持つ課題という形でアンケートした結果

アウトソース対応

２３

業務多忙に伴う各種対策

１３

変化する中での人材教育など

８

世代交代に伴う技術伝承対策

８

品質問題・不良対策

７

関係者とのコミュニケーション

７

部下育成・現場管理

７

製品海外移管に伴う減産対応
自主的活動をしていただく
ための各種対策

全７９名

４
２
0

5

10

15

20

図1-15 JMA・中部F大会で会場からのアンケート結果
（2005年1月27日）
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25

（２）現場管理関係者がアウトソース対応に苦慮する項目について
この種の対策に正解は無い。だが、多くの調査がなされているので、その中
から第一線監督者の皆様に役立つ内容を抽出して紹介することにする。
まず、調査例のひとつとして、2005 年にある業界誌の一つに紹介されたアン
ケートによると、52 社の調査では、アウトソース活用 77%、過去に活用した企
業したことがある企業 16%、他によるアンケート結果で一番大きな内容は①「短
期的変動の対応に正社員を増やすことが出来ない」と答えた比率が 33.8%あり、
かかえている問題は、②教育訓練の負担に対する問題を 40.2％、技術伝承の難
しさを 39.1%の方が悩みとしていた。では、
「教育を進めた結果どうなったか？」
という設問に対し、③アウトソースの方々の欠勤や離職に悩む例が 40.6%とな
り、OJT 研修を進める 73%の対処を進めるだけでは、教育～戦力化には大きな
悩みを訴える実情が紹介されていた。なお、一通りの仕事がこなせるまでの教
育については、①32%が数週間程度、②数ヶ月程度 26%、③人により異なる 12%
程度に続き、④1 週間程度 10%、⑤数日程度 8%という数字を見ると、短期変動
対応とは言っても、人材育成はそう簡単ではなく、製造現場関係者にとっては
大きな負担であることがわかる。この種の内容はどのアンケートを見ても似た
ような結果を示している。ちなみに、図 1-16 は筆者自身が 2007 年の JMA・中
部 F 大会で会場にアンケートし、パネルディスカッションの題材とした内容を
示したが、ここにも、同じような内容が示されている。

57

１，時間不足
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２，人材教育（含むビジョン）

14
14

３，技術伝承・多能化対策
４，品質・能率課題対応
５，５Sを含めたモチベーション

8
7
6
5
4
4

６，他部門・交代勤務・アウトソース対応
７，アウトソースの入れ替わり対応
８，現場管理者としての指導力
９，指示待ちの方のやる気対策
10、人間特性に対応した指示・指導

約150名の方から
いただいた問題
設問「現場教育で
困っている内容は？」
16

11、その他

0

20

40

当日のディスカッション・テーマ： ①時間活用の工夫で努力された点は？
②効果があがる効率的部下育成方法は？
③ 職場の領域を超えた問題の対処は？

図1-16 2007年1月JMA・中部F大会で得た会場アンケート
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すなわち、このアンケートでも、時間不足に悩む現場管理者の方々が、どう
しても必要な人材育成教育に悩む問題が示され、技術伝承・多能化対策、品質・
能率課題という点に集中していることがわかる。
（３）アウトソースの活用を図る際に用いられる判断基準について
この種の判断は、企業個々に条件に関与し、正解は無い。だが、多くの企業
の方が苦心の末に作成した判定ガイドを図 1-17 に紹介するので参考に願いたい。

アウトソース活用の必要性？
避ける必要性が無い
社員と外部の管理の混在
を避けたい？

外部人材に仕事上の
指示や連絡を頻繁に
行う必要性がないか？

避けたい
１年を越える期間
（2007年３月以降は3年）
業務の継続が見込まれるか？

NO

ＹＥＳ

NO
YES
ＹＥＳ

請負やOEM化

派遣社員の活用

期間制限への
対策が可能？

NO

自社雇用社員

図1-17 アウトソース活用の判定経路の例
（４）契約社員・請負企業のレベルアップ対策について
現在、多くの企業で実力主義制度が取り上げられている。実力主義の要点は、
①仕事の成果と努力、②将来性を何らかの形で評価して、③その人材育成と仕
事の成果増大を図る点にある。従って、単に仕事の結果評価だけを行い、人の
努力や能力をお金だけで図るべきではない。このような評価だけを用いた実力
主義導入で失敗例が多く紹介される現実がある。本来、働くという人生の意義
は、図 1-17 のような要素を何らかの方達でバランスよく現場管理面で整理して
現場管理に生かす点にあり、実力主義評価システムは、単に、この種の要件を
関係者に理解しやすい内容として示した例に過ぎない。従って、アウトソース
の方々に対し、実力主義が各社で取り入れる背景に、短期間の応援的仕事では
あるが、第一戦監督者の方々は、①同じ職場で仕事を共にする中で、人材育成
を願い、良い仕事をして人より高い報酬を得る。②持てる実力を高め、他社や

22

他職場へ行っても、高き評価と賃金を得るチャンスを、現在の職場で高める。
③出来れば、再度、同じ職場で、再度の仕事願う場合、短期間に所定の実力を
発揮願うという考えでアウトソースの方々に接するべきであり、単なる、一時
的、安価な人件費対策と考えないでいただきたい。
職場で働く方は従業員もアウトソースの方々も人であり、仲間である。その
制度は、企業体制や企業間の規則が関与して、現場管理者ひとりの力ではどう
にもならないわけだが、一応は、ここに記載した内容を知って、意見を求めら
れた場合、ご自身で意見を述べることが重要になる。一般に、産業界ではアウ
トソースの方々の離職率が高い傾向が問題視されている。その理由はいろいろ
あるが、現場で実務に当たる第一線監督者の方々に対し、
「少なくとも次のよう
な項目は配慮すべき」と、されてきたので、この種の環境で仕事される方々に
は、一応は次に示す内容のチェックをお願いしたい。①アウトソースの方々は
生活の維持・向上という理由から、より高い収入も求め、転職する傾向が強い。
②給与が多少なくても、将来性、実力向上により、自分の未来の姿が見込める
仕事を希望する。③上司や関係者が自分の仕事の努力を正しく金額評価してく
れることを重視する。時に、この評価が適正で無い場合、感情的な不満となる、
などといった項目である。
生き甲斐
（働きがい）
① 人生の目標との整合性
② 競争：先輩、一流人
③ 課題の達成とセルフチック
① 目標達成率
② 役割と責任
貢献度の自覚と認知
③ 上司からの信頼
④ 意見具申と了承～発動
⑤ 家庭や世間的レベル
と仕事への誇りなど
人生観と仕事の価値＝伸びているという
のつながり
安心と将来性

評価として
認められる事項

人生は夢と
感性が85%
と言われる
理由を図化

賃金、地位、名誉
① 仲間が貢献しているという
お礼や感情
② 褒められたと感じる時
③ 期待されていると感じた時
④ 自己成長を感じる時
⑤ 特徴あり、他と違う味を
出しつつあると感じる時
⑥ その他
①自分で考え（目標を持ち）
② 行動して
③ 評価する 自己責任

図1-17 働きがいの構造（究極は個人）
ここで、つたない筆者の体験だが、ある企業で行った例を紹介することにす
る。A 社ではアウトソースの方は業種により均一給与だった。このため、従業
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員に隠れた不満があり、生産性も、士気も余りあがらない状況だった。しかも、
定着率は低く、教育する時間も費用も大きなムダになっていた。そこで、定着
率を今の 2 倍に高めた場合の金額を計算すると、10%全員の給与をあげても十
分に見合う計算になる状況だったので、まず、アウトソースの方々に意見を聞
いた。すると、会社を辞めた方の不満は「この会社は問題だ、一生懸命仕事し
ても評価してもらえない。努力して生産性をあげても、努力しないで仕事する
方と給与は同じ。不良を出すと教育や注意はするが、不良を出さず、仕事も優
秀、生産性も高い人も給与は同じ。オリンピックでも金・銀・銅とメダルがあ
り、基準に満たない人は出場停止の判断があるのに、ここでは、その種の制度
が無い。プロ野球でも成果に応じた年俸の上下の差がある。だが、ここにはこ
のような制度も無い。また、仕事に追われるだけで、我々は奴隷のようなもの
だ。短期間のピンチヒッター的な仕事でこの会社へ来ていることは知っている。
正社員との給与の差があることも知っている。だが、長い期間働いても、次の
会社で仕事するなどの時に、何かためになる内容が何もない。だから辞める」
というものだった。この内容を話した方も「今の生活で仕方なく働いてきたが、
同じ気持ちであり、良い仕事があったら、そちらへ移りたい」と話した。そこ
で、A 社で、
「この職場に限りテスト的に」ということで、次のような対策を進
めた。①仕事の成果と努力に応じた給与評価を行う。②仕事の難易度評価と共
に、達成基準を設けて公開する。③高いレベル仕事を達成してもらうため、各
人に目標を定めた目標管理を実施していただき、教育・訓練時間を仕事以外に
設けて実施する。達成に応じてボーナスを出す、という制度を試行した。その
結果、この企業では、この制度運用の後、3 ヶ月で、定着率は 5 倍、不良はゼロ
接近、生産性は 2 倍となった。なお、
「テストとして」という形で 2 年この制度
を続け、細かな問題を対策して制度の中に組み入れ改善したわけだったが、3 年
後には A 社の制度として他の部門にも広がり、この制度はこの企業で定着して
いった。加えて、この企業では、
「よく考えると、アウトソースの方々は一時的
に企業にピンチヒッターの形で参画願うが、企業を離れてからは顧客となる
方々ばかりである」という解析を行った。そこで、
「当社を修練の場として職場
を利用願う」という方式を運営したが、アウトソースの方々の高い評価を得た。
すなわち、他社へ移っても、役立つ方式だが、この方式の運用で、この企業は、
この地区で大きく企業評価をあげた。この例が、読者の皆様の参考になれば幸
いである。
以上は筆者の体験の一例だが、図 1-18 に示した半導体生産ラインを請負企業
として受け持つ日本ハイムでは、既にここまで記載した内容を企業の制度とし
て実施している、という報告がある。そこで、ここで、アウトソースの方々の
定着率＋実力向上対策の参考例として、ここに紹介した。
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おさらい アウトソース活用に関する判定と接し方について
各種変動の多い中でアウトソースを活用すべきか？OEM 化すべきか？など
国内生産において判定が必要な場合、下の図の菱形（◇）の部分ででのような
判定内容を入れるか？検討すべき判定内容を記載して下さい。

アウトソース活用の判定経路の例
アウトソース活用の必要性？
避ける必要性が無い
避けたい
NO

ＹＥＳ

NO
YES
ＹＥＳ

請負やOEM化

派遣社員の活用
NO

自社雇用社員

また、ある工程を専門的に請負専業メーカーに依頼する場合（工程やライン
請負）、その企業のレベルアップの必要性など、アウトソースの方々に接する上
で、注意すべき人間関係について整理して下さい。
記載欄
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【おさらいの要点】アウトソース活用に関する判定と接し方について
おさらいを通して、今後に役立てていただきたい事項の前半だが、この解の
例は、先に示した図 1-17 となる（再度の解説になるので省略）。この図に内容
を入れるだけでなく、第一線監督者の皆様は次のような内容を評価して、各種
問題の対策に当たることをお勧めしたい。
① 内部、正社員の強化：外部の力を借りて仕事をすることは、企業として、
変種変量の時代にやむを得ない状況だが、教育の手間、品質への影響、定
着率などを考えると、まず、固定的に働く部下、すなわち、内部の人材強
化をまず考え、この強化を図るべきである（図 1-18 もご参考下さい）
。自
動化もこの対処の一例だが、この対策により、アウトソースにからむ問題
は対象人員の縮減と共に軽減されるからである。
② 部下育成とアウトソース：現場で働く人間は感性が 85%と言われる。要は、
認められ、頼りにされ、正しい評価と共に、自己育成に役立つ仕事か？を
主体的に考えて行動することを意味するが、給与だけでなく、第一戦監督
者の部下の方々がアウトソースの方々と接する場合、この面の指導が重要
になる例が多いので、この面に関係されるには、ご配慮をお願いしたい。
③ 下請的な仕事の扱い：海外労働者問題の一つに、「正社員の多くは、下請
け的、勉強にならない仕事ばかりを押しつける」という内容があり、トラ
ブルの基にされる例が多い。むしろ、この種の仕事は正社員が行い改善を
加える対象となる例が多いので、事前にチェックをお願いしたい。

日本の半導体産業を支える「技能的機能集団」を創出し、人材派遣として難しい仕事を
請け負う企業として活動してきた。

社内での運用
① ジョブ・グレード制度
・ 製造現場でのスキルを定量化する。
・ 働いている人に何をすればスキルが
上がるかを明確にする。
・ 上がったスキルに対し賃金を明確に示す。

② 業績評価制度
・ 「理解判断」「企画表現」「管理」「態度」
「技能」の６項目に対し、満たすべき
能力を定めている。

③ 研修システム
・ 始めてのクリーンルーム労働の基礎知識
・ 安全管理 ・ 品質管理 ・ 生産管理
・ 半導体プロセス ・ 電気基礎、コンピュータ
基礎、真空基礎、メカトロ（センサー）環境
教育など、e-ﾗｰﾆﾝｸﾞも駆使して教育

ラインを
一括任せる
高度なスキル修得要員
【ＪＱレベル】の一部
ＪＱ５ ・装置不具合改善に関し装置技術者へ
改善提言ができる
・ ｴﾘｱ全体の生産管理を主体的に指揮
および実施できる。 など

ＪＱ３ ・ 担当工程の標準書作成ができる。
・ 複数のｴﾘｱ内の仕事ができ、日常作業
のOJTができる。・・・・など

ＪＱ１ ・ 定型化された始業点検ができる。

技術修得が個人の収入になる！

・ 上司の指示を受け作業を進めること可能

図1-18 日本エイムの技術伝承
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１－４

少子高齢化問題とスピード教育の必要性

（１）技術伝承問題のとらえ方について
かつて「2007 年問題」と言われた少子高齢化問題が製造現場に与える影響は
かなり大きい。図 1-19 に示したように、モノづくりに若者が集まらない状況に
加え、図 1-20 の右下に示す状況が発生するためである。
大卒新人離職率の推移（厚生労働省）

業種別就業者の推移

3年目
2年目
1年目

40
1700

サービス業

1600

卸・小売業・飲食店

30

1500

製造業

25

35

1400

20

1300

15

1200

若者の産業離れ

1100

5

1000
99

出所：総務省

【若手教育上、懸念される問題】

2000

97

1999

95

1998

93

1997

91

1996

89

1995

87

1994

85

1993

0
83

1992

81
19

10

過去多かったの
コミュニケーション

① バブルの時代にリストラや
就職を控えたため30～40代の
指導者クラスが少ない。
② 大量に退職するベテランの
ノウハウが消失する懸念
③ グローバル化で優秀な人材が
海外に赴任されている

現在多い
孤立化業務

図1-19 若者の産業離れと新入社員離職の実情
【変化】

① 高度成長期に採用した熟練技能者があと数年でリタイアする状況！
② 問題の先送りをしてきたことでつけが廻ってくる危機！
③ 人件費の圧縮、海外への技術移転、自動化依存、アウトソースへ
逃げる風潮が支障をきたしつつある現実が発生しつつある。

小子高齢化
が問題を加速

心配点
心配点
１，団塊の世代による
１，団塊の世代による
技能者の退任
技能者の退任
２，少子高齢化による
２，少子高齢化による
伝承対象者の減
伝承対象者の減
３，ゆとり教育の弊害
３，ゆとり教育の弊害

日本の人口構成の変化

この仕事が
できる人が
いないので
物ができない！

訓練により脳を鍛える、
訓練により脳を鍛える、
競争を避けることを若年
競争を避けることを若年
の時にしていない方々
の時にしていない方々
への教育への工夫？
への教育への工夫？

図1-20 2007年問題と現場における重要問題
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図 1-21 が示す、JMA のアンケートによると、生産分野の経営課題の第一位
が技術伝承問題であるが、技術伝承にからむ内容は、①技術伝承がスムーズに
進まないことによりモノづくりに支障を来す問題と、②今後の日本の発展に、
生産技術力向上が必須だが、この基盤としても技術伝承問題が大きく関与する。
さらに、③グローバル化に伴い、マザー（母）工場という名で海外指導を進め、
発展途上国よりはるかな技術や技能を高めなければならない日本側の現場力低
下が、日本産業の衰退、すなわち、国際競争力低下につながるという大きな問
題となるため、各社が大きな関心を図 1-21 の上部 3 項目に寄せているわけであ
る。この 3 項目は、個々に独立した項目では無い点に読者の皆様はご注目願い
たい。

質問：「生産領域で特に重視している課題は？」
37.8

技術・技能の伝承

27.6
37.5
31.5

生産技術力の向上

29.8

グローバルでの
生産拠点の最適化

17.7
28.4

人材育成・意識
改革の徹底

44.7
26.3

効果的な生産方式
の導入・定着

2 0 0 6 年 (n = 3 7 3 )

17.7

2 0 0 5 年 (n = 5 1 4 )
23.9

品質・環境などマネジメント
システムのレベル向上

23.3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

図1-21 ２００６年１０月 JMA経営課題実態調査の結果
「モノづくりは人づくり」と言われるが、モノづくりの腕を持った人がいな
ければ、どのような優秀な設備や、開発・設計者が優秀な新製品を図面化して
も製品実現は出来ない。要は、単に人数を集めてもモノづくりの技術や技能が
無ければ生産はで出来ない。
「社内に人がいなければアウトソースを」と考える
方がおられるかも知れないが、少子高齢化時代に入ると、社内はともかく、外
部にも人がいなくなる恐れが生じる。このような意味から、目で見てわかる図
化を用い、地震対策で用意して問題発生を予防するハザード MAP を作成し、対
策を進めることと、人の早期確保という面利用する対策が必要になる。
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（２）少子高齢化問題が関与する生産現場に対する具体的な影響について
技術・技能伝承問題をマクロ的にとらえると、図 1-22 のようになる。一例と
して、厚労省は重大災害が 1968 年に 480 件を各社で対策、1985 年に 141 件と
したが、2005 年には 265 件となっており、ベテラン作業者の減少と OJT 欠如
の問題を掲げている。特に、この種の問題は時間を追って問題が顕在化すると
いう局面があるが、日本を支える新製品開発ひとつを取っても、図 1-22 の右側
に示したように、グローバル化で競争が激しいモノづくりの中で、過去、
「日本
のモノづくりは、優秀な研究開発者や生産技術者と優秀な製造現場の方々との
協業で発達を遂げてきた」という歴史的基盤に支障が出ることが懸念されてい
る。要は、どのように立派な理論や設計図面があっても、現場でモノづくりす
る方がいなければ、絵に描いた餅となる。加えて、3 年で 37%が会社を辞める
若者登場の時代に、長年、手をかけ、辛抱して暗黙知の技能を習得する関係者
を得ることに多くの支障の発生が出始めている。すなわち、腕を持った技能者
がいなければモノづくりが出来ない。
「それならアウトソ－スに頼れば良いので
は」という意見はあるが、先に解説したように、アウトソースも人がいなくな
る時代となる。事実、ある造船分野では現在、注文が殺到しても、技能者が船
舶の鉄板を匠の技で曲げる仕事をする孫受け企業に人がいなくなり、造船に支
障が出ている例が発生していることを考えると、製造現場では、早くこの種の
問題を取り上げ、早急な対策が望まれる状況にある。
重要問題

① 高度成長期に採用した熟練技能者
があと数年でリタイアする状況！
② 問題の先送りをしてきたことでつけが
廻ってくる危機！
③ 人件費の圧縮、海外への技術移転、
自動化依存、アウトソースへ逃げる風潮
が支障をきたしつつある。
働くつもりはない
11.4%

技術革新
技能の進展

定年後同じ職場で働き
ますか？
現在と同じ職場で
働きたい
38.8%

働き続けたいが
具体的には考え
ていない
25.2%

過去、日本が成長してきた
シナジー（相互作用）効果
の状況
技能の進展

技能の進展

技術革新
技術革新

技能の進展
技術革新

独立・開業を考え
ている
8.7%

技能の進展
現在とは異なる職
場で働き続けたい
15.9%

定年退職者のアンケートの例
日経新聞他

技術革新
技能の進展

図1-22 2007年問題と現場における重要問題
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今後求められる課題

（３）製造現場の人材確保対策について
製造現場の人員確保は図 1-23 に示したようになる。現場の名工や匠が注意す
るように、どのような優秀な図面や学者、技術者がいても、現場で油や汗にま
みれた技能者というものづくりの実務を担当するものがいなければ、製品実現
はない。このため、現在、図 1-24 のような内容が、重視されている。
知的産業対応

生産高度効率化対応

高付加価値、ソフト重視

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 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

【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

対応する
① 若手の確保
しかし、低い定着率と
困難で時間がかかる
技術・ノウハウ伝承問
題をどうするかが課題

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

人的確保の課題

② 定年退職者の
再雇用対策

③ 海外労働者
受け入れ？

しかし、約半分の方々
しか残らず、期限付き
であることを知るべき

しかし、既にヨーロッパ
で国内に国際問題を
抱える問題が発生！

図1-23 日本の人口問題へ技術的対処（案として）
インターシップ制度：就業体験を学生時代に行い、ものづくりへの興味と定着を図る方策
厚生労働省が中心となり推進05年度（４月～９月）には8,400人の
希望に対し2,800人を受け入れた。まだ、受け入れ企業が少ない
という問題を抱えている（東京経営者協会）。
（人）
40,000

30,000

大学生
短期大学
高等専門学校

25,000

０５年の問題

35,000

20,000
15,000
10,000
5,000
0

０２年

０３年

０４年

今後の目玉となる可能性！

① 中小企業は
まだ関心が薄い
② ‘97年当時に
旧文部省・通産省
労務省が基本的な
確認をしたが、その
後、国の足並みが
揃ってない。
③このため委託事業
の稼働が充分でない

【適用事例と成果】
プレス金型メーカー
ナガラ（名古屋）
TEL：052-362-6066
早瀬氏の言
「毎年１５～２０名程度
を受け入れてきた。
夏休みを利用した２週
間の実習でモノづくり
の達成感を体験する
内容だが、４～５人が
入社、仕事の心構え
短期間で金型職人の
レベルになる状況

2006年１月４日日刊工業新聞：大分商工会議所、広島県NPOビジネスサポート、埼玉県・人間シルバー
人材センターなどでは、一度企業を退いた方を生き甲斐づくりを兼ねて派遣する制度を運用中と特集

図1-24 インターシップ制度の必要性と対策内容
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１－５

現場管理、６大能力強化の必要性

（１）現場管理者に必要な 6 大能力強化の必要性について
生産現場を受け持つ管理者の責務は、先に解説した通り、①責任を受け持ち、
使命を果たす。②部下育成（権限委譲できる次期リーダーの育成を含む）。③
P-D-C で示された管理の輪を回し、理想とするモノづくり現場へ向け率先垂範
の活動と実績を示す、となる。また、ここまで述べてきた内容の多くは現場管
理者が持つ能力によって、その結果が大きく左右される例が多い。また、この
ために、『6 大能力』の駆使が必要になる。
『6 大能力；』は図 1-25 に示す①表
現力、②傾聴力、③説得力、④管理力、⑤改善力、⑥企画力だが、各能力項目
に対し 10 項目があり、自己評価で国際的なレベルを念頭に置き、◎○△で達成
内容を評価した上で、現状の評価から力量向上へ向けた努力の題材にするとい
う使い方をする。人には個性と特徴がある。従って、点数で評価し、レーダー
チャートで表現した内容を見て、全ての能力を向上させることが目的ではない。
むしろ、個性に合わせた能力育成対策を図ることが重要である。では、まず、
表 1-2-①～⑥を評価願い、その活用法を例示することにする（まず、評価して、
その後、解説を利用した見直しをお願いしたい）。

⑥企画力

①表現力
20
15
10
5
0

⑤改善力

国際レベルで
国際レベルで
自己評価～育成
自己評価～育成
②傾聴力
過去
現在
将来
③説得力
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！

④管理力

No.

評価・育成項目（チェックポイント）
評価
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

１

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。

２

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。

３

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。

４

小さなアイデアの積み重ねが大きな成果につながる・・・・・・・

５

図1-25 現場管理者に必要な６大能力
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国際的な力量の
高いフォアマン

表現力自己チェックリスト
□内に◎、○、△を入れてください
（◎：十分であり、自信がある

○：普通

△：改善を要する）

↓

１．話す内容が抽象的ではなく、具体的事実や具体性をもった内容で示
すことができる。
２．絵や図を用いて上手に物事を伝える手段を学び、自由に活用するこ
とができる。
３．人に話すとき、相手に理解が得られるよう、相手が興味あるテーマ、
環境条件、場を考えることができる。
４．話し、伝えるとき、相手に内容が（知りたい内容が）早く正しく伝
わる工夫、方法を知っていて使うことができる。
５．必要なとき、必要な情報を必要なだけ伝える工夫をすることができ
る。このための準備が十分できる。
６．相手の理解が得にくいとき、相手が興味を持つ例え話を例にとり説
明ができる。
７．人の資料、ニュース解説や発表会を参考に、上手に早く意思を伝え
る方式や様式を集め活用できる工夫をしている。
８．話し方教室による訓練を学び、短時間に必要事項を上手に伝えるこ
とができる。日頃も心がけている。
９．事実を言うことと、自分の推論を言うときにははっきり区別してい
る。
10．自分の表現力が不十分なとき、他の人の力や資料などを用いてでも
意を正しく示すことができる。
◎：２点×

件＝

点
合計点

○：１点×

件＝

△：０点×

件

点

まとめ
〔自己の良い点〕

〔今後、改善強化すべき点〕
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傾聴力
□内に◎、○、△を入れてください
（◎：十分であり、自信がある

○：普通

△：改善を要する）

↓

１．人に面談するときは、事前に状況をつかみ、準備してから対応する
ことに努力している。
２．話をメモにとり、相手の話を正確にとらえる努力を必ず行なう習慣
づけを行なっている。
３．相手の目を見て、話に相づちを打ちつつ、本音を上手に引き出すこ
とに努力している。
４．分からないことがあると、必ず確認し、話を誤解しない努力を払っ
ている。
５．相手の話を途中からさえぎって、自分が一人で話し続けるようなこ
とはしない（相手の言わんとすることを正しくつかんでから話すよ
うにしている。
６．話を聞き終わったら、要点と個々の関連を整理し、確認する。
７．相手が話しやすくなる環境、場、時間などの配慮に心がけている。
８．言外の言については発言し、相手が本当に話したいことを引き出す
ことができる。
９．カウンセリングの技術を知っていて、状況に応じて、活用できる。
10．話を聞くときは先入観や自分の主張、意見を持たず、冷静に相手の
言うことを聞く努力を常に心がけている（相手の立場に立って物事
を考えることができる）
。
◎：２点×

件＝

点
合計点

○：１点×

件＝

△：０点×

件

点

まとめ
〔自己の良い点〕

〔今後、改善強化すべき点〕

33

説得力
□内に二重○,白丸,参画を入れてください
（◎：十分であり、自信がある

○：普通

△：改善を要する）

↓

１．人を説得する技術的な手段は知っていて使える。
２．自分が信ずる内容を部下に示し、短時間に自分と同じ考えや、気持
ち、知識レベルになり納得を得られることができる。
３．日頃の行動、信頼関係より、自分の意見を受け入れてくれる環境づ
くりが部下、まわりとの関連でできている。
４．上司に対し、自分の意見を伝え、了解がすぐ得られる準備条件が整
っている。
５．上司に対し、自信をもって自分の意を伝え、短時間に了解を得る自
信がある。
６．提案に当たっては的確に内容を文書に示し、正しい理解を得ること
ができる。
７．人を説得するとき、相手の目、態度を見て、その反応より説得の方
法を変えたりしても説得し切ることができる。
８．一方的に説得を進めるのではなく、説得した内容を確認しながら自
分の考えを正しく伝え、納得を得ることができる。特に、相手の立
場を配慮した説得に努力している。
９．異なる条件が出たりしても、自分の正しい考えを貫き、相手を説得
する信念、情報の準備、パワーがある。
10．説得される相手が、説得された事項を喜んで支え、実行してくれる
内容と配慮に自信がある。
◎：２点×

件＝

点
合計点

○：１点×

件＝

△：０点×

件

点

まとめ
〔自己の良い点〕

〔今後、改善強化すべき点〕
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管理力
□内に◎、○、△を入れてください
（◎：十分であり、自信がある

○：普通

△：改善を要する）

↓

１．毎日、仕事を行なうに当たって、何をやるべきかを決め、事前にス
ケジュールをつくって、仕事に当たっている。
２．仕事の遂行に当たっては、アウトプットを考え、投入工数や時間の
活用を配慮することにしている。
３．仕事のウエートづけが正しくできる。また、問題を予知し、事前対
策することに努力を払っている。
４．部下に任せる仕事、他社で実施したほうがよい仕事は上手に権限を
委譲するが、予定どおり進んでいるか否かをフォローして、仕上げ
ることができる。
５．トラブル発生時、３現主義（現場へ出て、現実を見て、現場で対策
する）方式を用い、具体的、スピーディーに問題を処理することが
できる。
６．意思決定に当たっては、評価方法、決定後の心配事などを配慮しつ
つ、短時間で相手に納得のいく結論を導くことができる。
７．Ｐ－Ｄ－Ｃの管理の輪を回し、計画どおり仕事を進める仕組みを活
用し、計画／実績の達成度を上げる努力に集中している。
８．自分の責任となる業務は、必ず成果をあげるまで努力している。
９．上司より、自分の仕事が任され、信頼を受けているという自信があ
る。
10．自分ができない困難な問題は他部署に依頼しながらも、上手に進め
てもらう働きかけができる。
◎：２点×

件＝

点
合計点

○：１点×

件＝

△：０点×

件

点

まとめ
〔自己の良い点〕

〔今後、改善強化すべき点〕
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改善力
□内に◎、○、△を入れてください
（◎：十分であり、自信がある

○：普通

△：改善を要する）

↓

１．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している。
２．改善とは忙しいときほど種が見つけやすい。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。
３．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。
４．小さなアイデアの積み重ねが、大きな成果になるという考えから、
日々、生産の中で改善を自ら進め、部下を指導するというお手本的
活動に努力している。
５．現場の困った点、やりにくい点、不幸、上司やまわりの方々からの
要求、クレームも改善のテーマとしている。
６．改善が楽しく、早く進む工夫を、目で見る管理などの方法を用いて
進めている。
７．問題解決手法（ＩＥ、ＱＣ、ＶＥ、ＪＩＴ、５Ｓなど）を勉強し、
人より上手に使え、教えることができる。
８．改善した内容は標準化し守る努力を図っている。
９．改善の種探しに、勉強会、発表会、見学会などに積極的に参加して
いる。
10．自分の頭は軟らかく、常にワクにはまらずに情報を集めている。
◎：２点×

件＝

点
合計点

○：１点×

件＝

△：０点×

件

点

まとめ
〔自己の良い点〕

〔今後、改善強化すべき点〕
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企画力
□内に◎、○、△を入れてください
（◎：十分であり、自信がある

○：普通

△：改善を要する）

↓

１．一つの目的、テーマを決めるとき、いろいろな角度から物の見方、
意見を集めることを心がけている。
２．常に問題意識（原価・品質の改善、技術レベル向上、時間面の改善）
を持ち、テーマをメモにしてためる努力を払っている。
３．発表会、上司のサゼッション、新聞や人の話で学んだ内容の中に、
常に着手すべきアイデアを求める努力をしている。
４．何事に対しても目標を持ち、より高める努力を払っている。
５．将来の職場づくり、夢づくりのゆとりを持つことができる。
６．問題と対策など、いろいろな情報を関連づけ、ストーリー化するこ
とができる。
７．企画書にするために、よいお手本を持っていて、企画書をつくると
きにそのやり方をすぐ参考にする準備がある。
８．問題解決に対し、いろいろなアイデアを出す力がある（準備、まわ
りの協力を含めて）。
９．日々、何らかの書を学び、新しい見方や発想を得る努力をしている。
10．仕事以外のこと、遊び、趣味、スポーツや異分野との交流があり、
そこから自分に役立つ企画のヒントを得る努力をしている。
◎：２点×

件＝

点
合計点

○：１点×

件＝

△：０点×

件

点

まとめ
〔自己の良い点〕

〔今後、改善強化すべき点〕
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（２） 6 大能力の評価と、見直し～活用の仕方について
読者の皆様には、6 大能力の評価について、何も解説しなまま点数をつけてい
ただいたが、この評価表を用いた評価の際、実際には講師が次のような解説を
しながら評価と共に、まず、良い点を発掘していただき、改善すべき点を検討
するという指導をしながら評価を願う例が多い。そこで、その際、講師が紹介
する内容をガイドとして例示することにする（本書では、講師が目前にいない
ことを前提に、自己評価の後、自分自身が講師の役をしながら記入内容の見直
しを図る手順とさせていただいたことをご了解願いたい）。
「『表現力』の評価と利用法を解説すると、次のようになる。まず、表現力の
評価に当たり、解説者の方は次のように説明するとよい。「1 と 2 の項目につい
て説明します。①話す内容が抽象的ではなく、具体的事実や具体性をもった内
容で示すことができると､②絵や図を用いて上手に物事を伝える手段を学び、自
由に活用することができるという項目ですが、次のように表現する例がありま
す。
例えば、不良の低減に対する内容を部下に示す場合、ハインリッヒの法則に
あるように、1 件の不良や故障～交通事故などの下に 30 件のヒヤットやニヤー
ミスがあり、またその下に 300 の小さな不安要因があり、日頃から小さな以上
を取り去り、ヒヤットやニヤーミスを防ぐことが大切」という説明になります。
この原則を知らない場合は△、ここに記載した説明を注意事項として部下に伝
える場合を○として下さい。そして、図 1-26 のような図を示し、事前検討の大
切さと、事後処理で発生する問題の状況とムダを伝える内容が項目 2 の評価◎
とします」と、解説するわけである。更に、
「例えば」といって、現場で現物を
示して改善内容と対策の進め方を説明する場合を例示して、
「このような活動を
しているなら、項目 1 は完全に◎です」と解説する。このように、個々の項目
を前後の項目と総合的に見ながら、◎○△の評価を進めてゆくが、当然、表現
力は伝える技術なので、相手に復唱やメモを取らせてその内容を確認して行く
行為をここに含ませる。このようなことを行う理由は、6 大能力の評価は､単な
る評価ではなく、この種の項目に気づき（これは、管理者の仕事の基本に示す
内容の一部）を実務で利用願っているためである。
もうひとつ、今度は、
『傾聴力』について解説例を紹介することにする。なお、
表現力に難を感じている方は傾聴力を利用する手があることも知って欲しい。
この両者は、次の説得力を含めコミュニケーションの技術のひとつであり
表 1-2-① ６大能力 (1)表現力の自己チェックリストのいずれかを使って相手
に伝えたい意が伝わり行動が起きれば目的は果たせるからである。なお、ここ
で注意をしておきたい。6 大能力の全てが高い得点であることは、それなりに価
値があることだが、要は関係者に意図が正しく伝わればよく、誰しも得意／不
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得意、また、個性というものがあるので、自分の特長を把握してコミュニケー
ション効果をあげればよい。要するに、また、先に解説したように、評価が目
的ではなく、6 大能力に関する現場管理者のための管理・技術項目がここに記載
されているわけだから、ここに解説する内容も、ひとつの手法として使い、能
力向上がなされれば、その役目は果たすことになる。

後手の対策
追われる
仕事

相次ぐ
トラブル

出来ぬ、充分な事前検討・対策

急ぐ決定

潜むリスク
を対策しない

報告・対策
繰り返し

無駄な会議
と徹夜の作業

図1-26 事後対策の繰り返しが招く、悪魔のサイクル
では、『6 大能力の活用例』として、傾聴力にある「人に面談するときは、事
前に状況をつかみ、準備してから対応することに努力している」という項目に
ついて、筆者体験談を紹介させていただくことにする。
筆者談は 1998 年米国における工場生活の時の話しである。英語力が弱い筆者
が、生産立ち上げ開始の頃、アルミホイールを床に落とし「カラン」という音
と共に歪みを生じる『落下不良』の対策に米国の管理者と共に日々頭を悩まし
ていた時に、この項目を使い、大成果を得た例である。具体的対策は、まず、
落下不良を起こした方々に部屋に集まって貰うところから、この話しはスター
トする。だが、集められた関係者は、「当然、中村から各種注意を与えられる」
と思いながら部屋へ集められたことは間違えない状況だった。なお、この時の
持ち時間は 2 時間だった。筆者はまず不良に関係ない話しを持ち出し皆に討論
を願った。聴講力の項目 1 の利用である。
「個人的に楽しく生き甲斐になってい
ることを雑談で良いから話していただいてから本論に入りたい」と言ったが、
あとは皆の話しを聞く一方だった。皆の話しを次々と聞き、相互にコメントな
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どをもらう方式で、全て私生活で楽しく夢の話しに聞き入っていた。そこで、
気づいたことは、若い従業員の方々の多くは子供が産まれた話しと、子供の夢
を育てるためいろいろと頑張っている話しをしてくれた。そのような時、
「とこ
ろで、今日は不良対策の話しで集められたと思っていたが、2 時間の半分もこの
話しで大丈夫ですか？」と従業員の一人から催促された。そこで、
「皆様のお子
さんのお話をお聞きしていると何と楽しいことかと思いました。人生の豊かさ
に改めて気づいたわけですが、我が社のホイールは生まれてすぐ床に落とされ、
製品にまで育たないのが問題です。何か手はないでしょうか？」と言い、
「よろ
しく！」ということだけ話して、筆者はその部屋を中座した。その後 15 分、部
屋に戻ると、そこには誰もいなかった。しばらく待っていると、会議終了の 10
分前に皆が戻ってきた。
「どこにいたの？」とたずねたところ、ホイールを落と
しそうな場所に私を連れて行き指さす先に、何と、
「生まれたばかりのベイビー
を落とすな」とか、
「ベイビーを落とせば死に至る。やさしく扱え」という標語
が注意箇所に、目で見る管理よろしく、
「製品落下実績や危険性の高い場所に表
示した」という状況が目に入ってきた。皆で話し、早速タイプした文字をラミ
ネート処理した表示カードを危険個所に表示してくれていたわけだったが、何
とこの対処で、翌日から落下音は全くゼロとなった。それまで、管理者による
注意や教育、小集団活動によるボトムアップ討論と各種取り決めなど多くの対
策を取ってきた。だが、決め手はなかった。しかし、今回、傾聴力の項目 1 の
利用だけ、しかも、筆者はほとんど話さず、皆の話を聞くだけで事態が変化し
た。それも、仕事に関係ない内容ばかりを聞く会議だった。だが、皆が、積極
的行動がベイビーを床に落とさないことと、生まれたばかりのホイールとの類
似性に気づいていただいたことが、このような成果につながったわけだった。
ちなみに、ホイールは熱処理後、ゴムタイヤをつけてしまうと、落としても
変形が全くない製品構成である。だが、タイヤをはいていなければ実にナイー
ブ、しかも、局所的な衝撃に全く弱い。このことは皆に話していたが、過去、
「製
造したアルミホールは生まれたばかりのベイビーと同じ」とは私たちも関係者
に伝えたことはなかった。筆者達管理者は、その時、
「よい勉強をした」と思い、
教育や人に正しく内容を知ってもらう上で傾聴力の活用の大切さを改めて認識
した。要は、『6 大能力の得点』がいくら高くても工場の生産現場では意味をな
さないわけであり、この種の活用方がなければ能力発揮とはならない、という
ことを、『傾聴力の利用』で筆者も学んだわけだった。
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【まとめとして】

現場管理強化に関するチェック事項
項

１

目

「上から下まで火の用心」という言葉があるが、企業トップの要
請を受け、また、部下を掌握、育成しながら現場管理を進める皆
様は、『職場長方針』をどのようい定め、職場に示しているか

２

モノづくりには５M＋I（人、方法、計測、設備、物＝設計、情報
と管理）が要素として必要だが、その育成をどのように定め、レ
ベルアップするか（ベンチマークを持って活動しているか）

３

納期短縮は金額換算が難しいが、納期短縮が持つ経営効果・意義
について部下に、具体的対処内容と共に、その必要性を部下に簡
明に解説できるか

４

「仕掛かり、在庫は悪の根源」と言われるが、その意味を部下に
簡明に解説できるか

５

昨今、国内回帰という、海外生産品を国内に戻す活動がライフサ
イクルの短い製品に盛んだが、その必要性を部下に簡明に解説で
きるか

６

マニュアルや標準化は「確実、安全、楽で早いものづくり」に欠
かせない対象だが、誰が作り使うのが効果的か

７

6 大能力は現場管理者が活用する基本的な能力育成をレベル評価
しながら伸ばす道具だが、現在の少子高齢化で、特に重視される
コーチングはどの項目を強調した内容か

８

6 大能力の評価は現状どの程度であり、今後、どの能力をどのよ
うに伸ばし、自己育成と現場管理能力をあげれば良いと考えるか

９

悪魔のサイクルとは何を意味し、現場管理者として、この種の各
循環に入らないようにするには何をすべきか
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チェック欄

第2章

魅力ある現場づくり

２－１

現場の夢・目標づくりの必要性

（１）働く職場の『夢・目標づくり』の大切さについて
21 世紀になり、若者の間に「夢探し」という言葉が盛んに使われた。夢が
あれば、オリンピックに見るように人は信じられないようなパワーを発揮す
る。だが、逆に、NEET（Not in Educate Employee & Training）に代表され
るように、夢も希望もなければメンタル面の問題や、引きこもり、何もしない
状況に陥る例が多い。この種の内容はすでに図 1-4､5 を用いて解説した内容だ
が、ここでは、「では、現場管理者として行う具体策は？」という観点から個
人と組織育成に必要な『魅力ある現場づくり』に必要な夢と目標づくりの解説
を進めることにする。
先に図 1-19 で紹介したように、多くの若者は“産業離れ”また、「新規採
用者が 3 年で 37%会社を辞める」という状況があり、この傾向はますます強く
なってきた。この、若者の産業離れの理由は、①転職サイトと共に、仕事の変
更機会が広がった、②つらい仕事にがまん出来ない若者が多くなった、③実力
を認め、高めてくれる上司に恵まれないため、とされており、③の用件が 85%
を占め、①②の大半の用件もここに大きく関与する内容が伝えられ、この意味
でも、現場管理者の人間関係と仕事の夢づくりの大きさがわかる。従って、こ
こに、先の『6 大能力の実務的活用』が望まれるが、その一部の実践編という
ことで、まず、現場の夢・目標づくりの必要性に関する課題を整理することに
する。だが、このような状況下でも、当然、「魅力ある中小企業」は多く存在
する。そこで、その種の企業の活動条件を探ることにしたい。なお、従業員に
魅力ある企業は、①収益が育ち、②実力が高められ、③夢が育つ企業という 3
点とされるが、読者の皆様には、その背景にある企業文化づくりや経営トップ
を始めとした管理者の行動に、十分、ご注目願いたい。
一般に、魅力ある企業には若者が集まる傾向が強い。そこで、その代表例と
して、東大阪の 30 名という小企業だが、筆者が直接お聞きした前社長・青木
氏のご努力を紹介することにする。なお、氏はテレビで「東大阪から宇宙へ、
人口衛星にかける夢」を持ち活動されて来た中心人物としても有名な方である
ことを注記させていただき、ご努力内容の紹介に入ることにする。お話による
と、「(株)アオキ（以降はアオキと省略）がある東大阪は、2000 年の頃は不況
のころ、町は真っ暗」という状況だった。その時、アオキだけは儲かって明る
かった。その理由は、中小企業ではあったが、アオキがボーイング社の認定を
取れ、潤沢な注文があったからだった。実は、この認可を取るのは大変だっ
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た。ある日本の大手企業と最後まで争ったからだったが、英語は話せない状況
で、通訳の助けを借り、アオキの若手が製品を持ち書類で機械精度とモノづく
りの説明をボーイング社に説明する努力に苦心惨憺の末、合格した。そこで、
「なぜ一流大手企業でなくうちを選んだか？」と通訳に聞くと、「社員の目が
輝いていました」と言うのが相手側の最終判断だった。要は、当然、今までの
努力で試作品の品質は競争した大手企業とは遜色なかった。最後の判定は熱意
だったわけである。ここで、青木氏は「若者達が誇りに思う会社になっている
ので、難しい認証を、日本で有名な大手優良企業を押しのけて我が社にボーイ
ングがくれた」ということに気づいた。同時に、「今まで、仕事には厳しく、
息子さんや部下達に無理を言ってきたが、逆に、目を輝く仕事をして行く行動
をとってくれていたことに、ボーイング社の認可以上に涙が溢れて止まらなか
った」と青木氏は話しておられた。
この時代（2002 年の不況のころ）東大阪では、工場を閉鎖する会社が多か
った。また、不況対策のため、この時、東大阪では多くの匠が次々と中国指導
へ行った。このため東大阪はまるで人がいない寂しい町になっていた。そこ
で、青木氏は「中国へ行くな、若者に教育して東大阪を甦らそう！」と、その
匠達に話した。だが、「若者ってだれや！お前のとこは別やが、東大阪にだれ
もおらんやないか！誰に教えんねん？それに比べたら中国はええは、若者がわ
んさと集まってきて、先生、先生とワシを大事にしてくれる。第一、熱心に勉
強する。これはほだされるで！」という返事が返ってきた。この時、青木氏は
愕然として、東大阪の状況を見直した。そこで気づいたことは、「中小企業の
奥さん達が問題」という点だった。その理由は、かつて「親父のようにな
れ！」といって家業を継いだ若者に「間違ってもオヤジのようにはなるな！」
という話ばかりをする。そして、これが原因で、苦労して大学を出した東大阪
の息子達は絶対に東大阪に戻らない条件をつくっていたため、東大阪はいつし
か『元気の無い老人の町』となっていたわけだった。そこで、「若者に希望を
持つ町にするには？」と考え、「地域の技術力を結集して人工衛星をあげるこ
とを東大阪の夢にする」と決め、その内容を産業界に公表した。幸い、この話
を NHK になったばかりの女性のニュース・キャスターがこの話しを聞きつ
け、テレビ出演となり、世間でも、この中小企業集団による人工衛星づくりが
大きく注目された。やがて、その意図が正しく理解されるに従い、前・小泉首
相の訪問後は、修学旅行生も来るようになり、大学生は戻り、東大阪は若者の
街に変貌していった。青木氏によると、魅力ある企業とは、『若者に夢とあこ
がれを示すこと』とされていたが、この思想は業種が異なる多くの企業や地区
にも影響を与えてきた内容なので、ここに紹介させていただいた。
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（２）日産自動車ゴーン社長の活動に見る『夢・目標達成活動』について
日産自動車再生に当たって、新任のゴーン社長が活躍した要点を図 2-1 にま
とめたが、日産自動車の再生・復活劇は「リバイバル・プラン」の名で世に知
られる形で達成された。また、この内容は、正に、短期的に『夢・目標達成活
動』を実現させ、その後の日産自動車の進展を大きく左右する基盤となった。
日産自動車ゴーン社長就任と共に、
再生活動に見られた要点
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2-1 日産自動車再生の歴史
製造現場の改善と大企業トップが行う取り組みでは、規模や内容が､製造現
場の取り組みとは、確かに異なる。だが、その要点を整理すると、第一線監督
者の方が参考にすべき点は多い。そこで、皆様に役立つ内容を抽出し、解説す
ることにする。
① 未来の姿を明確にする。
② 未来－現在＝改善ギャップとして明確にし、達成に至る項目を整理し、情
報公開・従業員と共有する形で
③ スピード達成へ努力する、
という取り組みは小規模であっても、皆様が働く製造現場の改善方向と何も
変わらない。ゴーン氏は、日産自動車の社長就任後、1 年で黒字化させ、現在
に至る発展を続けているわけだが、この種になった内容は、図の右上に記載し
たリバイバル・プランという経営再生計画だった。この計画策定には多くの
方々が関与したが、特に、ゴーン主張自らが、約 2 ヶ月をかけ、しかも、セブ
ン・イレブンいう名がつけられたほど現場密着型のスピード改善活動は有名で
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ある。セブン・イレブンの意味はコンビニで有名な企業名ではない、ゴーン氏
ご自身、就任と同時に、朝 7 時~夜 11:00 まで熱心に、現場､現地に訪問 1,000
人もの方々に直接合い、実状をつかみつつ、製造現場や販売の実状をつかみつ
つ、直接改善策を話し合い、時には、実施項目を直接指示しながら、現状把
握~やるべき内容を固めた活動にちなむ名である。このような調査と現場検証
の結果が日産再生計画（リバイバル・プラン）なったわけだが、皆様がご承知
の通り、この企画は破格のスピードで進み、早期成果創出と共に、職場の壁を
越えた活動と共に計画達成を果たしていった。この詳細は多くの書やテレビな
どのインタビューで紹介されてきたが、その内容はここまで本書に記載した内
容をひとつづつ、着実に進めていった内容に似ている。
以上、ゴーン社長の取り組みを『夢・理想の早期実現』という形で示した
が、製造現場で活躍する第一線監督者の方々が参考にしていただきたい内容は
次の通りとなる。
① 収益の源泉は現場にある。
② キーパーソンをとらえ、活動内容を明確にして、現場、現物で改善を
進める。
③ 改善にはスピード化が重要である。早い夢の実現は更なる高い夢と目
標へ人々を牽引する原動力になるからである。
また、当時、ゴーン社長が重視されたキーワードは日産自動車内で「リバイ
バル・プラン実現の重点は現場とスピード」とされていた。
（３）マズローの欲求 5 段階について
マズロー博士の研究による人がやる気を持った活動の要素は、図 2-2 に示す
内容である。第一段階は「従業員が生活するだけの賃金をもらえない会社には
行かない」という内容である。このためには危険があっても努力するが、人は
同じ賃金なら安全性の高い企業や職場を求めるというのが第二段階の欲求であ
る。この条件が満たされると、今度は、組織の中で役割を果たしたいという第
三段階に入るが、さらに、仲間から認められ尊敬されたいというリーダー的な
活動を第四段階として求める方が多くなってくる。このような内容は、過去、
小集団活動と共にリーダー育成に活用され、有名になった内容だが、更に精力
的な活動をする方は、企業に働く中から自分の人生と仕事の目標を、その道の
プロとして、自分の持ち味を『天賦の才』と解釈する。人や社会に左右されな
い独自の目標に高め、絶え間ない努力を払う、という活動となって行くという
五段階が存在する、という内容がマズローの欲求 5 段階である。なお、この理
論は「第 5 段階の目標を持つ方はリーダーとしても、また、まわりの方々にお
手本となる活動と人格などが備わって活動される例が多い」としている。
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有名なﾏｽﾞﾛｰ博士の理論は、「人が力と能力を発揮する根元には図に示す段階がある」
という内容である。この図の３段目、すなわち、ｸﾞﾙｰﾌﾟに属し、力を発揮する段階からが、
過去、組織に属してやる気を起こす集団づくりに活用研究がなされた要件である。

５，自己実現
欲求が
高まる段階

４，仲間に認められたい
３，帰属（仲間に属し役割を演じたい）
２，安全の欲求（ケガなしの仕事）
１，生理的欲求（食の充実）
まずは、健康で食べて
生活できなければ企業で働くことはしない。

図2-2 マズロー博士提唱の欲求5段階説
（４）集団を活性化、夢・目標へ効果的に向けるための 2:6:2 の原則につい
て
2:6:2 の原則を図 2-3 に示したが、この法則は新たな目標を定め、集団をそ
ちらへ向けて一体化させる行動に導く技術のひとつである。「人はある程度の
集団になり、そこへリーダーが前向き、革新的な活動への変更を伝えると、前
向きの 20％の方々が生まれ、その方々は新たな取り組みに歓迎するが、20%は
反対、60%は傍観的に見ていて、意見の強い方に傾く傾向がある」という原則
が生まれるという理論である。なお、「前向きの 20%に 100 の投入を図る
と、成果は 200～300%となるが、後ろ向きの 20%に 100 の力を注いでも成果
は 2～3%、せいぜい反対しない程度のこと」としている。更に、「もし、後ろ
向きの 20%へリーダーが注力すると、その状況を見て、やる気の 20%の方々
が、「なぜ、あのような人々に管理者はムダな時間と金をつぎ込むのであろう
か？やる気の方々を支援しないということはリーダーの本心は革新することが
無いからだ」と思い、返って、やる気の 20%がやる気を無くすので、この種の
行動は取るべきでない」としている。要は、リーダーがこの種の行動を取る
と、「その結果として、グループ全体をやる気の無いグループにしてしまう」
という注意である。このように、2:6:2 の原則は、やる気の無い抵抗勢力に目
を向けず、放置し、「やる気の無い方々はご本人の考え方や気持ちが変わるま
で待ちなさい」としているが、これに対し、集団をやる気にする対策を強調し
ている。その方法は、「やる気の無い方々にリーダーが注力するのは止め、や
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る気の 20%（頭がよい、過去に栄誉を得た優良社員ではない）に注力しなさ
い」という取り組みだが、

前向き

新目標

付和雷同型 反対派

２

６

２

前向きの２だけが
活動する状況

気づきを求める対象
教育指導対象
① やる気と人生の目標を持つ方
② 教育目的 ：
イニシャルリーダーづくり
③ 主な手法はコーチング
投入100→成果200～300

① 成功例と評価があれば
活動するが、当面は
参画のふりをして静思
② 皆がやっていることから
外れると寂しい
③ 一応のレベルがあれば
会社も評価

放置すべき
反対、評論家
・研修しても成果は
少ない
（投入100：2～3％）

図2-3 2:6:2の原則と運用法

その理由は「リーダーが時間と金など資源を投入すると、このやる気の自主
グループは自ら努力するので、先に解説の通り、少ない投入で数倍以上の成果
が早く出る。更に、この取り組みを誉めると、集団としては未来のモデルを示
されたという理解と、前向きの 20%に負けないよう我々も頑張ろう。その方が
自分に利得があり、この付和雷同型と呼ばれる集団が考えを変え、やる気のグ
ループに変貌するためである。そうなると、やがて、残った 20%もこのやる気
のグループへ入らざるを得なくなり、全員がやる気のグループに変貌して行
く」という内容であり、これが 2:6:2 の原則を利用した集団を対象とした志気
向上法である。
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マズローの欲求の 5 段階について

おさらい（その１）

マズロー博士提唱の欲求5段階説とは
各段階に横線を入れましたが、各段階に要求される内容を
記載して下さい。

５，

欲求が
高まる段階

４，
３，
２，
１，

第一段階 ： まずは、健康で食べて
生活できなければ企業で働くことはしない。

メモ欄

おさらい（その２）
２：６：２の原則ついて
２：６：２の原則とは何を示す内容なのか？要点をまとめて下さい。

【注釈】上記の内容は、本書では、既に、詳しい解説を終えているので、解答
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例などの添付を省略します。

２－２

倒産企業に多く見る現場マネジメント問題の分析

（１）倒産企業をアンケートした事例を見ると
先に解説のように、企業に魅力を感じなくなり去る方のアンケートの多く
は、①人間関係が合わない、②給与が低い、③夢が持てなくなった、という内
容が 85%を占めるが、この種の内容は経営トップ方針と活動に大きな関連を持
つ。図 3-4 は、倒産する中小企業の理由を調査したものだが、トップ・マネジ
メントの重要性を示している。人はコストか？人材は人財？という議論がある
が、人がいて、仕事をこなして、企業が存在するのである。従って、いかに良
い人材とトップ活動を構築、運用して行くかが企業発展上、重要になる。

八起会（東京都台東区発表）
倒産企業 理由アンケート結果
1位
1位
2位
2位
3位
3位

：：
：：
：：

4位
4位 ：：
5位
5位 ：：
6位
6位 ：：
7位
7位 ：：
8位
8位 ：：
9位
9位 ：：
10位
10位：：

経営者の高慢、経営能力の過信
経営者の高慢、経営能力の過信
社員教育の不備、欠如
社員教育の不備、欠如
事業目的、目標、計画性の欠如
事業目的、目標、計画性の欠如
業界情報の不足と環境変化への対応
業界情報の不足と環境変化への対応
新商品の欠如、技術開発の遅延
新商品の欠如、技術開発の遅延
家庭不和、同族経営の弊害
家庭不和、同族経営の弊害
公私混同、経営哲学の欠如
公私混同、経営哲学の欠如
決断力、実行力の欠如
決断力、実行力の欠如
計数管理の不足と勉強不足
計数管理の不足と勉強不足
ワンマン、反省心の不足
ワンマン、反省心の不足

図2-4 経営トップ・活動方針の重要性
（２）カリスマ／全員参画型によるトラブル、予算目標達成差異
現場管理の基本は、極めて当たり前の内容を率先し、①与えられた責務を
果たす。②部下育成を率先垂範の形で進める。③P-D-C の輪を回してスパイラ
ル・アップ、より高い目標やレベルに現場力を高めて行くこととなるが、この
進め方は現場管理者の個性や置かれた仕事、環境によって大きく異なる。この
ためか？カリスマ性を求める著書が一部に「現場管理者のあり方」という形で
出回っている。そこで、カリスマ管理と、本書が目的とする国際的に多くの現
場管理者が行ってきた。「部下と共に現場力を高める方法」の差について解説
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することにする。
筆者達は、図 2-5 に示したように、この種の設問を製造各社 23 社 300 名に
問うたことがあったが、その差は大きな差となって出てくることを確認した
（図 2-6 に同種の例と注意点を例示しておくので、これも、ご参考願いた
い）。要は、この図で、カリスマ性は、実務的には問題が多い方式であること
が判る。
JMA・TM研究会報告 「チームマネジメントの進め方」２００１年９月調査より

部下育成
への投入工数
やコミュニケーション
が多い管理者

予算達成度

７：３

優秀だが、部下に命令
主体の仕事の方式
を進める
カリスマ的な
製造現場管理者

中間管理者
300名の比較

トラブル発生の程度
３．５：６．５

６：４

図2-5 現場直接管理者の活動と、その差異
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労働災害専門家によると、企業のトップが安全管理に意識して取り組んでいるか否かで、
●羅災率は3倍違うことが報告されている。
ダメ・リーダーの行動
①過信によってリーダーが采配をふるうと、
問題が見えなくなる。
②全体像を知らないリーダーが安易に現状
を考えて行動すると、管理しなければな
らない重要項目も無視した結果、しっぺ
返しが来る例が多い。
③以上の内容から、リスク管理を行うリー
ダーは２／３の失敗要因を管理下に
置いた対策が望まれる。

現場サイドの問題
TQCの過信
① 現場参画で知恵を集めマニュアルづくり
② 現場ノウハウと実務的なチェックポイント
がまとまった、標準書として各種対策や
リスク対策の要点が整備される。
③ 現場参画マニュアルは作業者の親密性
が高く、順守率が高い
反面

山登りのリーダーの差
天気の良い日に危険な登山を進める2名
① 優秀なリーダー
「雨が降ったらここは危ない」「ここは道が細いから
危ない」「ここは転落の危険がある」・・・と、常に危
険を想定した観察と共に行動する。
②ダメ・リーダー
「オレは頂上まで行ったことがあるが、大したこと
はない。山はこの程度だ・・」と豪語するだけ、

① 使っているうちに形骸化して「これさえ
やっとけば、大丈夫」「形さえ整えばOK」
となり、本来のQC活動はやがて忘れる。
② 日ごろから考える、問題発見する力が
低下したまま、活動が進む。
③ 小さな異常を見逃し、マニュアル通りに
行うことで、問題時のアリバイつくりと
なる危険をはらむ。

図2-6 リーダーにより差が出る問題と行動
２－３

魅力ある現場づくりの必要性

（１）温故知新、先人に学ぶ、魅力ある集団づくり
スポーツでもそうだが、“燃える集団”は目標達成と次の高い目標へ向かう
目標、意義、実力の練磨が、その達成可能性を大きく高まり、個人の人生と一
体化した時の状況を示す。ある意味、製造現場は、予算達成という目標管理活
動において、団体スポーツによる組織的活動を通し、次の選手権に向けて勝利
を計画して進む活動を繰り返しつつ、人材育成と成果創出を繰り返している。
また、目標管理と系統的活動の大切さがここにあるわけだが、この基本は、
かの、江戸時代、赤字で苦しむ米沢藩の中に多くの要素がある。このため、読
者の皆様にも、米国の故・ケネディ大統領もお手本にした上杉鷹山の活動を、
一度は、お手本として分析願いたいと考える。
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「最も尊敬する日本人は？」と、記者団が聞くと、「ウエスギヨウザン」と答えた。
この時代、日本では存在を誰も知らず、あわてて調べた結果、経営トップとして
の活動全てが実践されていたことがわかり有名になった。当然、この当時の米国
再生に大きく参考にされたわけだったが、以来、世界の経営トップが学ぶ経営
実践学の基本となっている。

上杉家の状況と上杉鷹山が藩主になったころの状況
初代、上杉謙信のころ越後地方で２００万石を超える収入 → ５代目の頃、相続の手続きやムダな
支出がかさみ、危うく潰されかけころかろうじて１５万石だった。この頃、藩士の収入が９０％、
１４万人だった人口も９万人（ １９７０年）まで減少してしまっていた。このような中でも参勤交代などの
おつきあいに相当の費用を費やしていた。

【改革の要点】
上杉鷹山の条件
① 上杉家の人手はなく、高鍋の秋月（宮城県）
３万石の小大名の家に生まれ、上杉家の
養子家つき娘である姫と結婚、城主となる。
② 姫は心身障害者だった。
③ 雇われ社長のような関係だが、藩主に選定
された。

① 制度の壁を無くす。
② 物理的壁（山地で米の生産が困難）を無くす。
③ 意識（心）の壁を無くす。
このための具体策（現状分析の結果）
① 情報共有化、② 職場での討論の活発化
③ 現場重視、実態にあった経営の展開
この内容をトップ自ら行動するとともに、経営活動
内容の数値化、プロジェクト・チームによる理想
目標の企画～実行計画を策定して展開した

図2-7 上杉鷹山の改革
図に示したように、上杉鷹山の活動は故・ケネディ首相を訪問した日本の記
者団の談話から有名になったわけだが、鷹山自身が米沢藩出身者ではない外部
から、しかも、17 歳という年齢で抵抗勢力と改革を嫌う、あきらめムードの
米沢へ社長の形で投入されたわけだった。だが、見事に建て直しを果たしたこ
とは有名な話だが、そこには、多くの苦労と共に、師である細井平州から受け
た実学を展開した点だった。その要点は、①現状分析を徹底して行い。米づく
りに不適な米沢藩で実施可能な新製品や新技術開発を率先垂範の形で行ったこ
と、②火種論に代表されるキーパーソンを選定して進めたこと。③赤字脱出の
企画書を作成～公開し、この目標達成にぶれることなく行動を集中し、成功談
をつくり、最終目標達成可能性を、活動が進むに従いクリアーにしていった点
が挙げられる。そこで、ここまで解説した要点を図 2-8 と図 2-9 に示した。
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１，経営改革の目的がよくわからなかった。また、推進が一部の幕府の
エリートに限られていた。
２，改革を行う趣旨が藩士達に徹底していなかった。このため、当然だが、改革の方針、目的
目標（実施後の夢や理想の実現）と成果（数値的成果）も知らされておらず、誰が何をやれば
何にどのように貢献するか？といった貢献度や役割・責務がわからなかった。
３，改革が進めば藩士や藩の住民にメリットが生じるはずだが、会社のトップに当たる徳川幕府
に全て得た効果を吸い取られ、結局は努力が報われない活動になることがわかっているので、
心情的に真剣に改革に取り組む気が起きない。また、藩中でもエリートが中心となる改革は、
住民に命令と強制労働を強いるだけで、対策に参加するものにとっては、何も面白くなく、
夢のないものだった。
要は、改革の根本に関係者への優しさといたわり、思いやりと実質効果が全く無い改革だった。

具体策の要点
① 改革の姿を明確に
示す（見える化）

② キーパーソンを中心に ③ 本音で問題と対策の合意をつくる
役割と責務、貢献度
を明確にして情報公開
と、最後の手と訴える

図2-8 米沢藩で過去、改革が成功に至らなかった理由
藩主は民とお得意さんの意思によって動く存在であり、支配や権力の駆使のための存在ではない
【米沢藩に藩主として配任になった基本的な態度】
１，自分は大藩の生まれではなく、九州の小藩の生まれであること
２，若者であること
３，経験が非常に不足していること
４，米沢藩を継いだものの、米沢本国には初めて入ってきて、米沢の実態を全然知らないこと
５，今日、広場に集まってもらった藩士たちとは初対面であり、江戸藩邸でいっしょに暮らした者
の他は、ほとんど誰おも知らないこと。
６，同時に、藩士の方も自分を全くしらないこと。

このような状況で改革に当たるには、指示・命令ではなく、要請が基本的な態度
でないと、人は動いてはいただけない。

自身の行動
① 自分は自分の立場で
最大限の努力を払う。
② 各種提案は約束した
ものは、藩主の責任と
定めて行う。
③ 重要な内容は全員に
情報公開する。

キーパーソンの活動

① 的確な現状把握を基に、再生
計画をキーパーソン中心に
策定してもらい、評価～援助へ
② 各持ち場で、徹底討論願い、実行
して成果ががった種を育てる。
（今までに無い報償制度もつくる）
③ 従来のやり方にとらわれないで
対策を考え、評価してゆく

図2-9 上杉鷹山の基本的な態度
（２）成長企業の要件
JMA では、20 年も前のことだが、優良企業の研究を行ったことがあった。
この調査と検討には、優良産業界のトップ、企業指導に当たるリーダー的な大
学の教授、企業指導を進めてきた名を知られたコンサルタントの方々が活動、
3 年もの年月を費やした結果得た結論を図 2-10 のように提示した。その後、こ
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の図は多くの分野で使われてきたが、「オリンピックで金メダルを取る」とい
う目標を持った活動と、「オリンピックに参加できれば良い」という程度の活
動では、その活動と成果に大きく差が出ること、また、企業の成果と魅力度に
大きく差が出るという話と共に産業界で、各所で、この内容が使われる例が多
くなった。ちなみに、マラソンで小柄ながら優勝を果たした高橋尚子選手を指
導された小出監督の選手育成法や、平泳ぎの北島康介選手を金メダル取得に導
いた平井コーチの指導にも、この図の内容が見られる。なお、スポーツを見て
いるとわかるが、金メダルや世界的に優秀な成績を収めた競技に若者が夢を描
いて集まるという内容は産業界でも似た内容は多い。

１
高い達成目標を示し
日々実現にあくなき
努力をする
Ｐ
計画
Ｃ
確認

目標

３

計画なければ
管理なし！

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。

Ｄ
行動

企画書
２
なるほど、当たり前
だが、プロはヤル！

現状を精細に
分析する

図2-10 企業規模に関係なく超一流企業が持つ条件

（３）目標達成と、個人の成長に関与する脳の活動（プラス思考の構造）
目標管理や夢を持った理想追求は、仕事を進める上でも重要な内容である。
この種の研究は多くの脳医学の専門家により紹介されてきたが、まず、図
2-11 に脳の作用を例示することにする。
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イチロー選手の自己評価
ある試合で５打数５安打の偉業を果たしたインタビューで「今日は最高の幸せ
なのでは？」という記者の質問に、「自分の実力が出ただけですが、このゲーム
から学ぶべきものは何もありませんでした」と答えたが、良くない結果の場合、
「次の課題はこれだ！」と言い、新たなチャレンジに向かうときがドキドキする
そうである。

やる気をつかさどる脳の活動循環
脳学者
の分析
⑥ アドレナリン
の発生に
海馬
つながる。 扁桃体

睡眠と、適度な活動が決め手となる

① 前頭連合野・・・何かを行う時の司令塔
② 側座核・・・海馬・扁桃体へ連絡する役割
好き嫌いを判断する器官
③ 海馬・扁桃体・・・ここで「やる気ホルモン」を
分泌するか？しないか？
の判断を下す。
④ 視床下部・・・ 「やる気ホルモン」を
分泌する

⑤ ドーパミンという快感と創造性を活性化させる物質が分泌される
これは、人間独特の物質である。

図2-11 一流選手があくなき目標へ努力を続ける仕組み
この図でわかることは、人がやる気や夢を持った活動がいかに脳を刺激し、
また、脳の活動循環を良い方向に持って行くか？という点にある。世間では
「年を取っても若者、同じ年代でも若い人と、老人ができてしまう」という言
があるが、仕事に夢と希望を持って進む方は大脳の活動が活発になり、成功体
験が、次の成長につながって行くことがわかる。逆に、つらい嫌なことばかり
を考える方の老化は早く、健康を害する率が高い報告も、この種の脳の活動と
大きく関与することを示す例のひとつということができる。「仕事に夢を」産
業人が仕事の困難と立ち向かうためのベースと見るべきである。
（４）良い会社へは人が集まる。その条件は？
読者の皆様が、それぞれの職場で夢や目標を持つ大切さと共に、同じ人生や
職業の目的を持つ方が集まり仕事を進めることは、先の脳の活性化と共に、人
生と仕事を楽しく、スピーディーに高めるため、昨今「魅力ある会社や職場づ
くり」が各社で盛んになっている。そこで、まず、図 2-12 に多くの企業で分
析がなされてきた内容を例示した。

56

１，社会的に評価の高い企業には自然に応募者が集まる。
２，若いジェネレーションの方は家族や友人、彼女と過ごす時間は他に代え難いと思い
行動する。従って、残業一杯で自分の時間が持てない企業からは去る傾向が強い。
逆に、このライフスタイルがまだ見つかっていない社員には相談に乗ることが有効
（ある機械メーカーでは、一方的就職案内を辞め、就職希望者にカウンセラー的な相談をする
対策に切り替えたところ、「真面目に自分のことを考え、相談に乗ってくれる会社に入りたい」と
いうことが評判になり、就業と定着率が大ききあがった例もある）

３，従業員側から見た企業へ望む最低限の事項
① 給与と待遇：頑張り方に対する評価の透明・公平性
② 時間および余裕：改善と工夫で得た時間を余裕として
与えるシステム
③ プライド：尊敬される仕事を望む内容
④ 人間関係：退職の理由の大半は給与と人間関係と
しているが、給与は理由がないので挙げた内容で
あり、①～③を含め、感性で評価される人間関係が
大半であることが明確になっている。
⑤ 社員の成長：やる気のある方ほど、より高いものを
求め離職するので、成長を保証、補完する仕組み
を企業が持つことが重要になる。
なぜ？この会社の事業を進め、どこへ向かうのか？トップダウ
ン＋ボトムアップで独自、本音で話し創造した企業では、
“わが社”の言でいう参画活動が進む。

トップ経営者は、
片手にロマン（理念と戦略）
もう片手に電卓（収益向上対策
理念・方針を
明確に示し
ぶれない！
活動を進める
松下幸之助「経営語録」
これから自分は何をすべきか？改めて
元に戻ってじっと考えるべきである。
これは人に教えてもらうことではない。
商売、事業を熱心に考えれば、その人
なりにわかる内容なはずである。

図2-12 良い会社には人が集まる分析の例
魅力ある仕事の項目のひとつに、「ゆとりを持った自己育成」が重視され、
その対策の一つに残業低減が重視されてきた。残業減の効果は図 2-13 のよう
になり、過去から多くの報告がなされてきた内容である。
通商産業省 産業政策局片 「魅力ある産業をめざして」1990年発行

休日増の経営効果

時短をはばむ企業の事情

製造業・直接部門の例
① 管理職の時間管理に対する意識が
高まった(55｡3%)。
② 機械化・省力化のきっかけになった
（70.1%)。
③ 人材の募集・採用が楽になった(54.1%)。
④ 仕事の進め方や時間管理に対する
従業員の問題意識が高まった。
⑤ 生産体制や業務運営方式の見直しが
進み、時間効率が高まった（59.5%)。
⑥ 従業員の生活のゆとりが拡大し、
モラールが向上した（49.4%)。

① 業界の競争が激しい(84.9%)
② 業務量の繁閑変動が激しい（69.5%)
③ 景気変動によって業績が左右され
やすい（64.4%)
④ 顧客や取引先の動きに業務量が
左右されやすい(63.2%)

ムダ排除

労働時間短縮の主な対応策
① 有給休暇の計画取得スケジュール化
(78.6%)
② 要員配置・役割分担の見直し(57.1%)
③ 交代勤務・シフト制の導入(35.7)
④ セクション間の業務の流れ見直し
(35.7%)
⑤ 一斉休暇の導入・拡大
以上、緊急避難的内容に対して、中長期
にわたるIE、人材育成、自動化などの対策
をあげる例が少ない。

図2-13 労働時間短縮の効果
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企業人である以上、一時的な頑張りが必要な時がある。だが、残業の繰り返し
で命を落とす状況は問題である。ご本人も会社だけでなく、残された家族の
方々にも不幸を招くからである。そこで、「仕事は改善するためにある」とい
う観点のもと、中身が濃く、価値の高い仕事を進めるためにも、皆様には、い
ろいろな切り口から、常に発想を変え、仕事を見直し、改善へ努力をお願いし
たい。では、ここで、このために参考になる内容を紹介することにする。
（５）マンデル博士指導による『日本産業 4 倍の生産性』！
生産性向上やムダ排除に当たっては、視点を変えた物の見方が必要にな
る。1960 年の後半、日本は欧米に追いつけ、追いつけの努力をしていた。こ
のような時、現場改善手法のひとつである IE（Industrial Engineering）を有
名な組み立て産業の技術者に指導するため日本を訪れたマンデル博士の指導内
容を紹介することにする。
マンデル博士の指導は時間分析を主体とする改善手法であり、作業を分析し
て動作経済の法則を活用した改善発掘、工程分析、人・機械分析による多台持
ち化など、多くの手法を数日程度教え、研修者達が現場実習によりモデルライ
ンの改善を実際に改善してムダ排除を図る、国際レベルの作業に引き上げると
いう実務研修だった。この研修の後、「ある優良企業を見学（診断方式）し
て、総合的に生産性をあげるため、どのような視点で、今後の改善に関係者が
取り組むべきか」というものだった。マンデル博士と生徒が現場見学を済ませ
て、博士からの質問は「この会社は優良企業でかなり改善が進んでいますが、
今回、研修会で紹介した欧米の一流企業に比較して、生産性はどの程度の差が
あると思いますか？」と問い、一人づつに質問した。生徒は 1.3 倍～1.5 倍、
という答えが多かったそうだが、生徒達が唖然とする中、マンデル博士は「4
倍の差があります」と言って図 2-14 の左側～中央に示した内容を紹介した。
詳細は図中に解説の通りだが、生産性は 4 つに区分されること、また、方法
改善を例に取ると、仕事をする前に IE 分析による最良の仕事を提示して訓練
した後、個性を伸ばす対策をしていない。作業ペースもこの工場のネック工程
で図った作業時間と手順を詳細に示し、そこに WF 分析を用い、手順の詳細に
対する国際的な仕事の時刻表を用いて作業時間を示した比較、更には、ムダ排
除の内容を示し作業方法の正味率 65%×国際的な作業ペースに対する実行率
75%と、1 日の生産量と労働時間も示しつつ改善内容を例示したわけだった。
他の稼働率や同期効率も同じような考えで正味率を示し、結果、この掛け算で
決まる生産性を 1/4 としたが、この内容に関係者は納得すると同時に、今後の
改善に大きな示唆した内容だった。
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【ご指導内容】
これを受けた
総合有効生産性は
日本の
下の４つの生産性指標
取り組み
の掛け算で決まる！

日本の総合生産性は
欧米一流企業の１／４
（1960年代の指導内容）
マンデル博士の
ご指摘内容
① 方法効率？
６５％

日本では現場任せの仕事方式が多い。
まず、現場で働いて、働くうちに仕事を
覚えるという方式である。欧米の一流
企業では、IEで充分ムダ排除したものを
標準化という形で遂行させるので65%！

② 作業ﾍﾟｰｽ？
（レイテリング）
７５％

余裕率は別ですが、朝は早からカンテラ
下げても、と頑張るが、国際ﾍﾟｰｽで評価
すると、75%！

③ 稼働率？
７０％

設備のチョコ停、段取り時間は職人任せ
故障してから設備を治す、多台持ちや、
多能化の遅れ、といった効率にロス30%

④ 同期効率？
７０％

月末集中型生産の状況で、ようやく目標
達成、ﾔﾚﾔﾚ！という生産形態が多いよ
うですね！少ロット生産、平準化対策を
図れば、まだ30%は生産性は向上しま
す。特に、つくりだめ生産は問題ですね！

1975～1980年代
の成果と事例

1975年頃 PAC
不況時、金もかけずに魔法
のように生産性が上がる！と
いうことで各社が取り組んだ
内容の骨子は、国際的な
標準の設定～運用管理に
よるり生産性2倍化だった。
TPM活動 1980年代～
自主保全を中心に、設備の
故障ゼロ化対策を図る対策
で、1.5～2倍の生産性実現

JIT対策 1985年～
後工程引き取り、シングル
段取りを駆使した生産方式
とムダ排除で生産性は1.5～
2倍化を実現

図2-14 マンデル博士による欧米一流企業との生産性比較
以来、日本をリードした生徒陣は図の右側に示したような歴史的取り組みを
示し、1980 年代の後半には、「モノづくりにおける日本の労働生産性は世界
一」の評価を受けるに至った、という歴史がある。
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２－４

３年で２倍の現場力強化法

（１）計算でつかむ 3 年間で 2 倍の現場力向上法
6 大能力と共に、製造現場管理者が持つべき能力に①目標設定：原価・財務
分析を通して未来が創造できること（BS、PL 分析と共に儲かるための数値目
標と具体的な施策を示す能力の駆使）。②陣容：目標達成のため、効果的な人
員配備が出来ること。③重点改善分野に、現場、現物、事実に基づき、有効性
が高く、効率的な進め方を具体的に指導できること、という 3 つがある。「リ
ーダーとは未来を創出する人」となると、目標として 3 年で 2 倍という実力向
上をお奨めしたいわけだが、「では、この数値の具体化は？」という解説に入
ることにする。
人は 5%～10%程度の改善を言い渡されると、今やっていることを少し手直
しする程度の改善しか考えない。だが、30%や半減と言われると、仕事を基本
から見直し、今までの仕事に対して発想を変えて取り組もうという努力をす
る。だが、反面、目標が決まれば、日々の改善は図 2-15 に示すようなコツコ
ツ改善が効果的ある。

改善

練習

試合

（0.1%/日の改善）
（0.1%/日の改善）
×（25日/月）×12ヶ月
×（25日/月）×12ヶ月
＝30%／年の向上
＝30%／年の向上
1.3×1.3×1.3
1.3×1.3×1.3 >> 2倍
2倍
3年間で2倍の実力！
3年間で2倍の実力！

生産・販売

達成＝努力が
実る！

努力と
無駄の
差異

目標

ムダ
現状

図2-15 ３年で２倍の現場力づくりとコツコツ改善
図が示す考え方は、モノづくりの現場では『モノそのものをつくる（製造・
販売）＋改善をつくる』となり、スポーツにおける試合と練習を意味する。そ
して、3 年で 2 倍の実力向上のための構成だが、計算すればわかるが、お金を
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かけず、大きな技術革新を入れないが、0.1%/日の改善を毎日続けることで、
1 年で 30%、3 年で 2 倍を超える生産性向上となる。なお、この種の内容に対
しては多くの専門家が研究を進めてきた。有名な企業研究学者ドラッガー博士
によると、目標設定と活動は次のように示されている。
① 目標を設定すること。
② 組織すること（個々人の役割を決める）。
③ 動機づけすること。
④ 評価すること、と並行して
⑤ 部下を育成すること。
この内容を現場管理者の方は実務面で運営してゆくためのガイドが多くの著書
やマニュアルに紹介されているが、上記の内容を噛み砕いた内容は次のように
なる。
① 常に夢と目標を持ち、自己と部下育成に努力すること。
② 論より実践、アウトプットを出す（成果を出す）こと。
③ 正しいマナーを身につけ、人を信頼し、尊敬、感謝の念をくずさない心
構えで仕事の責務を果たしていくこと。
④ 常にプラスサイド（プラス思考）で物事を考え、正しいことを学ぶこ
と。
⑤ 目的、方向が間違っていることに対しては強い信念と行動力で正しくい
くこと（自分の意見を持ち、貫く）。
⑥ 悪い点はハッキリと言う、陰口をたたかないこと。
⑦ 公明正大・公平に人を扱うこと。
⑧ 失敗は自分の責務として扱い、成果は部下をほめて、共に喜ぶこと。
⑨ 快笑、快足、快眠、快便に心がけること。
⑩ 足を使って問題の事実をつかむこと（現場・現物で物事を解決すること
を“満足”という。足の使い方が足りないのを“不足”という）。
⑪知らないことは、ハッキリと知らないと言い、学んでから答える。間違っ
て伝えた点は正直におわびを言うこと。
⑫自分の立場、責任をハッキリさせ、立場と環境をよく考え、良い結論が出
る道を探しつつ発言すること。
その他、自分の体験、感銘したことを人に伝えること、など。
以上、目標設定と現場管理者が取るべき行動を例示したが、目標を定め、部
下と一体になった取り組みを進めるためには、部下が本音で「目標達成は可能
である」という動機づけが必要になる。この動機づけに大きく関与するのが、
潜在能力の引き出し方となるわけだが、この面に対する研究を例示することに
する。図 2-16 はその一例である。この種の解析は立教大学・松井（たまみ）
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教授「リーダーシップ」ダイヤモンド社などにその実験結果と共に内容が紹介
されているが、この種の実験では、全くランダムに 100 名ほどの生徒を 2
組、50 名づつに分けることが行われる。まず、片方のグループに、先生は
「今日飛んだ最高の高さの 30%を明日飛んで下さい。否定の気持ちのある方、
それは止めて下さい。今からグループに分かれ「あの高さを飛ぶにはどうする
か」という案だけに集中して下さい。すなわち、飛べる方法だけを案出するわ
けです。プラス思考の討論です。また、今日はゆっくり寝て下さい。寝る前に
「夢の中で成功している夢を見るぞ！」と 10 回以上は唱えてから寝て下さ
い。夢は忘れるかもしれません。だが、朝起きたとき「飛んだ！」といい、
「よし、これを実証するためだけに学校へ行こう」ということで、また、明日
ここへ集まって下さい」と指導されるそうである。なお、もう一方のグルー
プ、50 人には、単に、「今日はよく頑張りました、ご苦労様でした。明日、
また、出来るだけ高く飛んでいただくので、よろしく」と言うだけで帰宅願
う。これは実験である。当然、この種の実験は人を変え、何度か実施した例の
平均的な内容が記載されているが、前者の 30%という数値目標を定めたグルー
プは半数程度（ここでは 26 名の方々が見事に目標をクリアーするの）に対し
て、「後者のグループは昨日の最高ラインを超える方々が 16 名、しかも、
30%のラインなどは超える方は全く無い」といった差が出るそうである。この
実験結果から判ることは、「目標を持つことが人の潜在能力を引き出すことに
大きな作用を与える」という点である。すなわち、目標を達成することをプラ
ス思考で常に考えることが、本人が気づいてない能力の引き出しに極めて多き
い、という大脳の作用である。
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潜在力を引き出すためには、目標をはっきりさせる事が
大切だが、その参考となる実験例について
ある高校で生徒を並べチョークを持たせ高く飛び印をつけることを行った。この時、
一人の生徒の一番高い印より３０％増したところに線を引き「この線を越えよ！」と
指示した。生徒は「エー」と言ったが５０名にチャレンジを促し飛んで貰うと、２６名が
超えた。
次に別のクラス５０名に対し、前回の最高飛距離を赤線で示し、「出来るだけ高く、
とにかく、この線を越えるように。」と伝えて、飛んでもらった。結果、前の最高域を
超えた生徒は１６名、とても、先の生徒が超えた３０％増しの線には届かなかった。

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

図2-16 目標設定と潜在能力の引き出し
（２）改善を早め、やる気を高める『品質コスト計算法』
不良やケガ、突発故障発生を繰り返す現場は、現場管理者を含め、関係者が
後ろ向きの対策に追いまわされ、結局、夢ある前向きの仕事の具体化を阻害す
る。このようなムダを省くためには、人、時間、資金を投入して、早期にこの
種の問題の撲滅を図るべきである。では、不良対策を例にとり、「不良が発生
すると、どのようなコスト負担となっているか？」を算定する方法を紹介する
ことにする。
A 社では線材を 1,000 本／月生産している。この時 5%の不良が発生してい
たが、内容は線切れであり、この時の材料はムダになるばかりか、段取り替え
には 30 分毎回かかり、月に６回もあった。このため、改善活動や、新製品対
応に苦慮していた（手が足りず出来ない）。人件費は 40 万円／月、残業は
1,500 円／Hr・人、材料費 0.3 万円／本、エネルギー費 0.1 万円／本の状況で
不良損金の計算結果はどのようになるであろうか？腕試し、内容を紹介する前
に、計算をお願いしたい。
記入欄
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では、設問に対する計算例を示すことにしたい。機会損失額をどこまでとる
か？」は、製品環境や各社の情況により異なる。そこで、一例として、下記に
は、A 社で行ってきた例を示すことにする。
１，材料費：1,000 本の良品をつくる必要上、余計にかかる費用
［生産量 1,000 本／月］÷［良品率 0.95］＝［不良を見込んだ生産量 1,053 本／
月］
［余計にかかる材料費］＝（1,053－1,000 本／月）×（材料費 0.3 万円／本）
＝１５．９万円／月
２，エネルギー費：
［余計にかかるエネルギー費］＝（1,053－1,000 本／月）×（エネルギー費 0.1 万円／
本）
＝５．３万円／月
３，線材が切れる時に対策を要する工数（一人作業で段取りのムダが追加の場合）
１回に 30 分のムダが発生し、月 6 回、また、残業代は 0.15 万円／Hr・人を占め、
事実、この職場では残業が発生していたと仮定します。
①（30 分×6 回／月＝３時間）×（残業費 0.15 万円／Hr・人）＝０．４５万円／月
② 残業しないで生産や改善につかえるはずだった人権費のムダ
ここでは、人件費は一人当たり 40 万円／月・人とします。
(1)（人件費は一人当たり 40 万円／月・人）÷（22 日×7.75Hr／日＝175.0Hr／月）
＝（1 分当たり段取り人件費 0.23 万円／時間）
（人件費 0.23 万円／時間）×（30 分×6 回／月＝３時間）
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＝ムダにかかった工数費用０．６９万円／月
(2)

不良をムダに生産した人件費のムダ＝(1,053－1,000 本／月)×（0.23 万円／Hr）
＝１２．１９万円／月

ムダ合計＝15.9＋5.3＋0.45＋0.69＋12.19＝34.53 万円／月（年 414 万円）

【参考事項】品質コストに関する内容
筆者は、先般、中小企業関係が多い公開研修で製造現場管理者を中心とする
「不良・クレームゼロ対策」のセミナーを進めているとき、「日常作業で何と
か不良低減を図りたいが、その時間は取れず、投資も出来ないでこまってい
る」という相談を受けた。その時、「不良にかかる費用はどの程度ですか？」
と聞き、図 2-17 を示しつつ、その方が困っている対象製品の年間・損出費用
を計算したところ、300 万円になった。そこで、「その 1/5、60 万円をつぎ込
めば、関係者が休出し、○○も買うことが出来るのですぐに不良問題は解決す
るのではないでしょうか？」と説明をした。また、この対象は設備の改造程度
で済む話だったので、質問者から、「この発想は無く、困っていましたが、
50 万円投入すれば確実に不良は激減できます」というお話をいただいたが、
数日後、「改善が急速に進んだ」という連絡を受けた。
１，標準化
２，他社との差異
３，品質改善努力
４，その他

納期・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの改善

利益向上
源泉は良い品

過去の技術
の蓄積

未来への
発展

新製品の創出

原
価 低 減

１，固定費低減
・省力・合理化
・経費節減・・・
２，変動費低減
・ｴﾈﾙｷﾞｰ、購入資材VE
・歩留向上、不良減・・・

数量の増加
製品競争
力強化

・顧客ニーズの把握～具体化
・サービス／リサイクル対策
・品質・納期・コストの改善

図2-17 品質コストを算定する要件解析の例
品質コストに関する項目のどこまでを算定に入れるかは各社で自由だが、対
象となる項目を下に例示しておくので、参考願いたい。
(1) 品質が向上し、不良品が減少する（材料費、ムダ工数の低減）。
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(2) 品質のばらつきが少なくなる（無駄な手直しや仕分け、検査や監査の減）。
(3) 工数低減ができる（残業、不良対策会議、不良報告書などの作成減）。
(4) 製品製造~販売に自信が生まれ、顧客信頼を得た販売ができる（注文増）。
(5) 不良生産分が、そのまま生産量増加に転用できる（売上増）。
(6) 合理的な生産計画が立てられる（生産納期の信頼性向上、特急・特別便のための事務
費、発送費用の低減など）。
(7) 検査、試験費用が減少する（無駄な費用と間接部門の費用減）。
(8) 原料供給者との契約が合理化される（教育や会議、受け入れ検査の減）。
(9) 現場から（うそ）のデータがなくなる（目にみにくいコストの減）。
(10) 不必要なデータをとらなくなる（無駄な事務、会議や資料作成の減、さらには、前
向きな仕事が進むメリットの増）。
(11) 皆が率直に、ゆとりを持った仕事や人間関係、融和のひとつになる対話やコミュニ
ケーション、モチベーション高揚の基になる（目にみにくいコストの減）。
(12) 装置産業の場合、設備の修理や増設が合理的に重点的に行う、ゆとりができるよう
になる。
(13) わざわざ 5S 運動の整理・整頓のムダ作業、仕損費の減が図れる。
(14) その他、仕掛低減、技術伝承・練磨時間の増加など

２－５

数値でつかむ現場力強化テーマ発掘～整理法

原価改善については第 11 章で解説することにする。また、①経営数値を基
に改善テーマを発掘する方法、②IE・QC・VE という科学的改善手法面から現
場を診断してムダを発掘、改善へ向ける対策、③人材育成、新製品立ち上げ事
前検討～不良・故障・ケガ・環境など発生防止面で、目に見えないコスト対策
（機会損失）という 3 つの局面の解析技術を身につけ活用すべきだが、この中
から、ここでは、①を題材に解析方法を習得願うことにする。
現場管理者の方は経理から提出される過去の原価表を、結果として見て反省
するだけでは、この種の資料を意味の無い扱いとしていることになる。繰り返
しで恐縮だが、リーダーである現場管理者の方々は未来を創造する方である。
そうなると、「原価分析を基に、そこから数値にひびく改善テーマを先見的に
発掘し、これをもとに、改善目標と改善テーマ（項目）を関係者に示し、達成
努力を図る」という未来創造型の取り組みが必要になる。この種の考えは、既
に、図 2-17 に示したように「クリティカル思想」という形で産業界に知られ
る内容だが、目標設定～達成、魅力ある現場づくりに極めて重要である。要
は、数値を基にテーマ発掘をする、ということは、そのテーマを進めれば、必
ず数値面での向上が果たせることを意味する。
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クリティカル思考とは？
クリティカル思考はＭＢＡに示された重要な考え方のひとつである。この考えは「物事を
客観的、論理的に考え、それを相互に解りやすく伝えるための思考法」とされ、事実情報
を基に、推論（仮説）を立て、結論を導き出す考え方であり、ゼロベースで客観的にもの
ごあるとをとらえつつ、全体の構造や構成を大きく変革に導く方式とされている。

ﾛｼﾞｶﾙ思考とﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰ
クリティカル思考を、原価低減に実践する手法のひとつとして、ﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰを下図に例示
した。
中国製品の参入？
価格破壊による
売値低下？
ライバルの価格政策？
利益低下の
売上高低下
原因分析を
市場の縮小？
の要因？
原価低減の
売上個数
要素探求に
低下？
ライバル台頭？
使用する
材料費値上げ？
には？
変動費の増加？
費用の
廃棄物コスト増加？
増加？
管理費の増加？
固定費の増加？
・・・・・

図2-17 原価改善のためのクリティカル／ロジカル思考

（３）生産活動と BS、PL の関係について
原価の見直しに当たっては、まず、工場の入口から出口までをコストという
目で見てゆくことが大切である。また、これが原価改善の出発点となる。その
上で、生産活動と原価のあり方を正確に把握してゆくべきである。また、『企
業においては、活動や仕事があれば、そこには必ず原価が発生する。』従っ
て、製造現場を管理する方々は、常に、経理が出す原価表をもとに、その中味
が、実際の活動とどのようになっているか？を区分してとらえる必要がある。
しかし、ここに多少の問題がある。実際の生産量、販売量や現場の人員は常に
変動するからである。そこで、その対策に当たって、よく起きる状況を、1 つ
のモデルとして固定し、そのモデルをもとに、図 2-18 に示すように、各工程
で生じるコストをつかみ方法を取る方法を用いると便利である。こうすれば、
各種の変動があっても検討すべき題材が得ることが出来るからである。後は、
このモデルを頼りに、仕事や技術、物やその流れなどを検討すればよいからで
ある。このようにして、個々の活動とコストが全て収計されたものが工場原価
と言い､この累計の結果が図の右端に示した総コストである。要は、コスト分
析とは、工程の入口から次々とコストがかかる状況を正確につかむ対策を意味
すし、これが PL（損益計算書）となり集計され減価表になる。また、製品販
売で得た売上は、次の生産に当たり、材料費などの購入に必要になるが、この
資金の循環を資金繰りと言い、これは BS（貸借対照表）と大きく関与するわ
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けである。

部品本・材料購入

売上→入金

購買

加工

組立

検査

発送

在庫

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・
販売 人
件費・通信費・他

設計

工程が進む毎にコス
トは増加する。
そして、

利益
原
価

コスト増加のイメージ
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
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。

図2-18 生産活動とコスト発生の関係
（２）数値を基とした改善キー発掘について
緊急時対策は除き、改善テーマは図 2-19 のようになる。なお、この種の改
善テーマは発生源が 5M＋I（人、方法、計測、設備、物＝設計、情報・管理）
に関与し、経営効果は Q,C,D,S,M に関与する。そこで、図 2-20 のマトリック
スと関連付け、アイデアバンクに改善発掘要件を整理しておくべきである。
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【 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

④ 設備稼働率定義自体の改善

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

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。

1.09
.79

⑥ 正味時間の改善＋作業ﾍﾟｰｽ

ﾈｯｸ工程
1.0にしたい

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！

工程の負荷／山積は
基準能力＝１．０
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。

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。

【 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

⑧ 工程省略・結合

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。

図2-19

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

数値に関与する原価改善要素発掘の例

対策案の例
【 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！
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ある。
経営効果

品質

ｺｽﾄ

納期

安全

志気

要因
物＝設計
設備
計測
方法

人
情報・管理

図2-20 改善策をアイデアバンクに登録する方法
おさらい（その１） 生産活動と BS、PL
製造現場におけるすべての活動は原価に直結した活動である。要は、製造現
場では、各種の活動があれば、そこに必ず原価が発生するが「部下に説明す
る」という視点で簡単な図で示して下さい。
記入欄
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おさらい（その２）

数値を基とした改善キー発掘について

先に解説した生産計画時に使う負荷／能力解析の設問に答える形で、再度、
今度は、先の解説を思い出す形で、テーマ発掘をして下さい。

負荷／山積計算を用いた原価改善要素の発掘演習
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。

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？
【緊急時対策】 改善の内容でない策
【 ｺｰﾋｰの製造工程 】
①残業、②休日出勤、③事務所応援
標準時間は
①豆の選別(不良の豆の除去）
1.22
観測値×
③管理者応援、④外注化、・・・など
↓ 生産数950個/日
ﾍﾟｰｽ修正値
（１＋余裕率）
.99
②豆を焼く（920個/日）
求める案の記入欄
で算定され
↓
余裕率は
③豆を粉砕する（900個/日）
1.45
現在28%
↓
ある
④分粉（大きさ別にわける）
1.09
↓
（800個/日）
ﾈｯｸ工程
⑤梱包する(袋詰め・出荷用）
.79
1.0にしたい
工程の負荷／山積は
基準能力＝１．０
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。

【注釈】解答例は先に示した図 2-19 の通りです。
【まとめとして】 魅力ある現場づくりに関する事項
項
１

目

職場が未来に向かい狙う方向が「職場夢づくり」などの職長方
針の形で職場に示され、関係者の理解を得た活動が進みつつあ
るか
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チェック欄

２

安全でやる気を育てる項目の整理は終わり、現場管理者間で
も、実務的な討論や検討がなされているか

３

魅力ある職場づくりには、目で見てわかる形で、現在、職場で
かかえる問題と対策が示される必要があるが、その種の図の作
成～改善担当や対策スケジュールが設定されているか

４

従業員の定着率向上のための調査や目標管理、コミュニケーシ
ョン面の問題の把握～対策を進めているか

５

個人の仕事の努力が仕事の正しい評価となっているか（ここに
は、仕事の達成を一時金で評価するなどの金銭的刺激を含む例
がある）

６

目標管理と共に、個人の努力が本人にわかり、夢のある展開が
運用されているか

７

企業離職の理由の大きな要員に、上司と部下のあり方が重要視
されているが、この面の対策は済ませたか。

８

魅力ある職場づくりには 2:6:2 の原則の適用が有効だが、前向
きの 2 割を選定し、魅力ある仕事と人づくりの計画が職場内で
判る形で進んでいるか

９

有給休暇や過酷な残業が多い職場は離職率が高いが、この面の
方針や対策内容・改善計画は従業員に示されているか

10

従業員の不満や希望、メンタル面の問題などを従業員が相談で
きる制度や方式が完備されているか

注釈：過去、人件費が高く、人材がいくらでも採用できる時代、人の扱いを単
なる人件費として扱う傾向が見られた。この種の企業では離職率は高くて
も、人の入れ替えで問題は顕在化するほどでなかった。だが、人がいて、
技量が高まって国際的に抜きん出たモノづくりが出来る。また、この種の
モノづくりが必須になった日本では、人が職場や企業にどれだけの人生を
かけられるか？が大きい内容となってきた。要は、人の努力や進展、人の
持つ可能性を単なる人件費（コスト）と見る時代ではないことが、多くの
専門家が忠告している。
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第3章

技術・技能伝承問題対策

３－１

技術・技能伝承問題が製造現場に及ぼすインパクト

（１）技術・技能伝承問題と、今後心配される現場力低下について
技術・技能伝承問題は 2007 年問題という用語と共に産業界で取り上げられ
たが、その内容は①定年を迎える団塊の世代 700～800 万人が産業界から去
る、という人口比率に加え、②モノづくりを支えてきた方々がノウハウと共に
企業から失われた結果、生産に支障が出る。また、③若手を採用して対策しよ
うとした場合、少子高齢化と共に、採用する対象人数が足りず、技術・技能伝
承教育に多大な時間をかかる、という理由があるためだった。現在、既に
2007 年を過ぎており、この問題は時間を追う毎に深刻な状況が多くの産業面
で出ており、この問題に対し、既に各社は手を打ってきたが、先に図 1-19 と
20 で示したように、①若手の産業離れ、②定年退職者の半数程度しか企業に
残留していただけない問題、③ゆとり教育を受けてきた若手教育も転職が多く
なる社会環境の中で、時間をかけて苦労しながら手に職をつける分野の陣容確
保には多くの問題を内在する条件が加わるという困難を抱える状況である。
厚生労働省人工動態統計：日本に住む日本人の「自然増加率」（出生－死亡者）はマイナス１万人
ちなみに０５年国勢調査結果によると人口は１億２７７５万６８１５人である。
中小企業家同友会全国協議会による採用内定者の定着率前年対比の76%→30%と低下、
理由：バブル崩壊後、大手企業の採用抑制の解除と2007年問題を警戒したことによる。
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300名以上137社

300名未満81社
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労働力不足

総計218社
0

50
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200

技術・技能の伝承

１３８

労務体系

問題なし

６３％が技術・技能
伝承問題を問題視

３３
不安なし

中途採用
海外に移転

１0

３１
0

８
１５７

定年者再雇用

年齢引き上げ

外国人労働者
短期労働者
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８
２３
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９０％が継続雇用
の手を打つ策を指向
１９７

継続雇用制度

未定

100

１３

図3-1 技術伝承対策問題と各社の取り組み（例）
出典：日刊工業新聞2006年元旦号の要点を一覧化

2007 年問題の顕在化と共に、現場力の低下と教育の重要性が産業界で叫ば
れているが、現在、現場力低下も大きく懸念される状況である。産業界では、
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各所で現場力低下の報道がなされるが、この中で、特に重視される問題のひと
つに安全性の増加が報道されているので、その内容を紹介することにする。
図 3-2 は造船関連の労働災害である。問題視される点は、過去、360 件付近だ
った事故が 06 年には 413 件と増加、報告時に 07 年の労働災害発生数は未集
計だが、死亡数が極端に上昇傾向となっている状況である。この内容を分析し
た全国造船安全衛生対策推進部は団塊の世代が去ることに伴う安全面の技術・
技能伝承問題を掲げている。この例に見るように「モノづくりに必要な方がい
なくなる。アウトソース自体、人の確保が難しくなった問題に加え、現場力低
下の問題が深刻になりつつある」ということで、各社とも、高いニーズで人材
育成に重点を置く施策を展開中である。
死者数
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390
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17
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全国造船
人数
安全衛生
対策推進本部
まとめ

337

350

6

300

4
250
200
2
150
0
100
50
0

04年

05年

06年

07年

図3-2 造船業界の労働災害発生状況
では、「教育の面で各社はスムーズか？」という内容を JMA でアンケート
した結果を図 3-3 に例示することにする。このアンケートは現場力と教育の関
連を調査したものだが、このアンケートの件数は少ないが、生産力低下の要因
として、ここまで解説した団塊の世代の退職者増加と共に、現在働く方々と若
手の教育問題が明確に示される結果となっている。
ここで注意すべき点がある。技術・技能対策には、①維持型と呼ばれる現状
レベルの低下を防止する対策と、②発展型という成長要因を明確にして人材育
成を図る方向がある。図 3-4 はその種の対策を示す例だが、維持型の例では、
現在モノづくりを進めている残留者自身、師弟に継承に魅力無い発言と対応で
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あり、魅力が少ない仕事となっている。だが、これに対し、現代の市場ニーズ
に合わせた発展型には若者が集まり、企業発展となっている。この例から、極
めて当然だが、我々は維持型を基盤に発展型を重視すべきことになる。

３年前と比較して現場力が下降した理由
技能伝承、底上げ教育
の停滞

68.8

62.5

熟練人材の退職
非正社員増加などの
現場の人的構成の変化

45.8

リストラ、事業売却等による
モチベーションダウン

20.8

製品の短ライフサイクル化、
リードタイム短縮への
対応不足

20.8

設計、開発部門との
情報共有不足

2 0 0 6 年 (n = 4 8 )

20.8
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図3-3 生産力低下の課題（JMAアンケートの結果報告より）
フィレンツェの現状と対策
何百年にも渡って承けつげられてきた宝飾、衣類などの伝統産業の衰退の状況
イタリアモデルとして70年代には世界から注目を浴びるものづくりを果たしてきたが、
① 最近は苦労して技能や技術を守るよりも、目先の安定を重視する
若者層が増え、伝統芸の継承への就職は途絶えてきた。
② 中小零細企業に魅力が少ない（倒産が多いことが拍車）
③ 親が子供に家業を継がせたくないという職人がほとんどである。

単なる継承だけでは夢とあこがれがない

戦略的展開で成長をとげる職人集団
① 帽子、木型職人（ﾛﾍﾞﾙﾄ・ﾋﾞｰﾙ氏）は受注が
見込めない木型に代えシャツなどをモチーフ
にしたディスプレイ用オブジェを製作、大手
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞから注文が殺到
② 若手職人ｱﾚｯｻﾝﾄﾞﾛ氏は彫金で開発

新時代にマッチした
魅力ある製品づくり
の戦略と
若者のあこがれの
具体化がキー

図3-4 伝統産業に見る戦略の局面
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（２）技術伝承の難しさ
この種の問題は各社により異なるが、一般に紹介された例として、表 3-1 と
図 3-5 をご覧願いたい。これは一般論として挙げたチェック項目だが、個々の
職場では、先見的に予防策を考えて、早期に対処して行くことが重要である。

表3-1 技術伝承ニーズに対するチェックポイント
問１
問１：：競争力を持つために、技術を持つ熟練技術者の存在は必要か？
競争力を持つために、技術を持つ熟練技術者の存在は必要か？
問２
問２：：熟練技術者が減ってきていると感じるか？
熟練技術者が減ってきていると感じるか？
問３
問３：：熟練技術者が減少した主な要因は？
熟練技術者が減少した主な要因は？
問４
問４：：熟練技術者が減少した場合、発生すると思われる問題は？
熟練技術者が減少した場合、発生すると思われる問題は？
問５
問５：：熟練技術者が持つ知識や技能とは何か？
熟練技術者が持つ知識や技能とは何か？
問６
問６：：情報共有などによって、技術者個人の習熟が不要になる技術は？
情報共有などによって、技術者個人の習熟が不要になる技術は？
問７
問７：：知識や技能を伝承するために何をしているか？
知識や技能を伝承するために何をしているか？
問８
問８：：知識や技能を伝承する上での課題は何か？
知識や技能を伝承する上での課題は何か？
問９
問９：：知識や技能を伝承するために必要だと思う対策は？
知識や技能を伝承するために必要だと思う対策は？
問10
問10：知識や技能を文書やデータとして残すために何をしているか？
：知識や技能を文書やデータとして残すために何をしているか？

効果が出るまでに時間がかかる。
① 自動化、IT化の進展に伴う風潮
・ 「機械化された職場には技術伝承の必要がない。」
誰でも、簡単なきょういくをすればオペレートできる。
・ ＩＴ化と共にノウハウは蓄積されているので、少しの
ベテランがいれば充分である。

？
若い世代
下働きを
○年？

② 苦労してまで学ぶ価値が薄い
・ 他に楽で楽しく、お金になる仕事は多数ある。
・ 苦労して学んでも時代と技術が進めば不要な
内容になる恐れがある。

③ 地味なことよりパフォーマンスが重視される風潮
・ ベテランになるのに１０年 → 評価が早い方が良い！
・ 技能者の地位、給与、先行きは暗い？
中小企業の倒産やリストラの現状、腕を持っていても就職口
がない方々を見て
・ 高学歴化（技能を下に見る傾向）

フリーター４１７万人 直ぐに金になる仕事が目前にある！

図3-5 技術伝承の難かしさ
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特に、技術・技能伝承対策には、①定年退職者の残留、②海外雇用の受け入
れ、③若手の確保とスピード教育の 3 種の対策が重視はあるが、やはり③が重
視され、若手に魅力ある職場づくりのため、表 3-2 と図 3-6 のような内容が前
にも増して注目されるようになった。

表3-2 魅力ある職場の条件（例）
企業活動は変化対応業である。この環境で力試しが常に行われる
１，仕事が楽しく人生観に合う。
成果が認められ、自己成長がわかる。当然、自分が認める
報酬がそれにリンクしている（社会貢献、顧客満足を含む）。
２，尊敬されるトップ、上司、仲間がいる。
会社の方針がブレない。仕事に理解があり話を聞いてくれる。
同時に、人格者がいて、責任逃れの行動や発言がない。
３，未来に夢を持てる。
良い目標を持ち、達成の喜びと、更なるチャレンジ(やる気）
を自主的に持てる。
少ない経験だが、この種、目に見にくい条件が人をやる気と、
存在価値を高めるように感じ、活動してきた。
【理想とする行動理念】
１，儲かる仕組みと、ある
程度資金の充実がある。
未来の投資も可能
２，人材が豊富、しかも
育ち、これが、緩やかな
競争（共創）環境をつく
っている。
３，情報公開・一元・共有化
の環境があり、仕事の
役割、意義、責務が明確
４，いざ、困った時に、職制
・職場の壁を越えて集中
的に結束～問題解決が
図れる。
５，未来のリスクを管理化に
置き、事前検討・対策を
重視する活動がある

活動プロセス
大目的・目標
使命感と
目標管理

人事体制と評価

P-D-Cで目標管理
～達成活動の実践

役割・担当・貢献度
が明確、多くの成功
体験と共に、未来を
創造する活動がある。
各人が企画書を策定
自主的に勉強を進め
外部志向で自主努力
を意欲的に進め、相互
に褒める活動を運用
情報公開・一元・共有化
と共に、納得の行く討論
～活動体制を運用
（プロセス重視の実力主義）
過去の経歴重視では
なく、進取の精神と、
新たな対応へのフレ
キシブル対応

図3-6 A社が望むあるべき組織体づくり
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３－２

技術・技能伝承戦略展開法

（１）技術・技能伝承 MAP の具体化の必要性について
目的も目標、地図なく、技術・技能伝承教育のため箱物と呼ばれる建物や教
育システムをつくっても意味がない。技能五輪もそうだが、戦略ないメダルの
取得は、企業 PR にはなるが、収益性が高く、世界に大きく差をつけるモノづ
くりと直結した内容につながるか否か？は疑問である。要は、技術・技能伝承
教育は目的（What & Why?）が定められ、How to である教育システムが運用
されるべきである。そこで、この関係を「技術・技能伝承問題を進める手順」
という内容を図 3-7 に示した。

経営側
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

修得側

親密な対話

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

多能化・スキル向上対策表

Ｐｌａｎ
ニーズ
誰が、何を
やれば、成果
がどの程度
得られるか？

修得項目
人名

得たい経営成果

加工
（旋盤）

溶接

設備
診断

組立

電気

Ａさん

◎

△→○

○→◎

△→○

×→△

Ｂさん

○→◎

△→○

△→○

○→◎

△→○

Ｃさん

△→○

○→◎

△→○

○→◎

×→△

Ｄさん

○→◎

○→◎

△→○

△→○

・・・・・

Do

Check
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

達成したいプロ
スキル

図3-7 技術・技能伝承問題の対策を進める手順
先に解説したように、①維持型の伝承対策を目的とするのか？②発展型の伝
承対策を進めるのか？によって、まず、対象とすべき技術・技能伝承対象は大
きく異なる。さらに、①現在の製品製造を中核として、その基盤を支える伝承
対象をテーマとするのか、②新製品開発に必要な新たな取り組みをするのか？
③全く道の分野へ技術や技能を生かすために教育を進めるのか？対象を考えた
だけでも、多くの対象分野がある。また、折角、努力して技能を習得しても、
加工に見る NC 化の例に見るように、技術の進展と共に、必死に学んだ技が必
要無くなる例もある。このように物事を整理すると、はっきりと対象を決めた
技術・技能伝承対策が必要になる。
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技術・技能伝承には、次のような課題を順に戦略～戦術として順序だてる必
要がある。技術・技能伝承 MAP として各社が文献に紹介してい例には図 3-８
の形態が多い。

技術・技能伝承戦略～戦術具体化の要点
１ トップダウンの展開が必要だが、トップが旗を振り、成果もフォロー、目で見て
活動と成果が判る仕組みを関係者が企画書（稟議書）の形で経営計画の一環
に位置づける必要がある。
２ 品質向上、新製品への貢献、省力、生産性、納期短縮などのプラス要因と
マイナス要因を整理し（評価基準）環境会計の様式を利用して、構成を図化
すると共に、特許と同じくノウハウ保護の観点で本件をまとめる必要がある。
３ ボトムアップ提案、現状分析、ベテランをある時期抜いて影響度合いを調べる
などの問題把握（現状分析）を詳細に行う必要がある。
４ 技術伝承に関与する重要製品と影響理由を選定してウエイトの大きいもの
から順に並べる。
５ 重要製品に対する製造工程と製造技術対象を明らかにし、①技能向上レベル
②向上すべき理由、③誰を当て何をすべきか？を明確にする。
６ 個々の実行対象技術・内容（理由）・担当を決め、技能修得・実行スケジュール
を策定して、実行へ移す（スピード修得・育成教育法の活用を前提に進める）。
７ 個々に技術伝承計画を実施し、P-D-C管理＋目で見る管理と共にスキルＵＰ
状況と、経営面の成果をフォローする。

検索例
（１） 特命プロジェクト
新製品、新技術
（２） 資格取得者
達成状態管理
（３） 技術伝承管理
（４） 海外指導者の
選定
（５） 人材発掘
・・・・・・

経営
目的

自己 ・目標技能ﾚﾍﾞﾙの達成
育成 ・自己育成・目標管理
・自己ＰＲ、魅力度向上
（個人の喜び）

検索

将来 ・地域貢献（地域産業育成など）
活動 ・定年後の自活対策～部下育成

スキルＭＡＰ
個人技能
資格・ﾚﾍﾞﾙ
業績（実績）
・・・ など

技能A

技能Ｂ

技能Ｃ

中村

◎

○

○

佐藤

◎

△

○

◎

○

仕事
人名

山田

スキルのﾚﾍﾞﾙと対策
◎ ： 習熟
○ ： 教育訓練済み
△ ： 教育中

○○技術の具体化
□□新製品の実現
・・・・技能の伝承（リスク対策）

佐伯

○

高橋

○

・・・・

△

古城

△

○
△

◎

技能Ｄ

技能Ｅ

技能Ｘ

△

◎

◎

○

△

◎

○

○

◎

図3-8 技術・技能者対策MAPの例
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・・・・・

だが、この方式の提示は設問１の⑤の段階を示し、その前に、経営的な位置付
づけと意義、効果、対象製品と伝承技術、更には、維持型を目的とするのか？
発展型をも含むのか？What と Why に当たる内容の明確化が図られた後、企
業トップが宣言に当たる推進方法を明らかにする必要がある。
このような対策を筆者が関与する技術・技能伝承対策研究会で異業種 6 社の
方々と検討した結果、図 3-9 に示した内容を、図 3-8 のような、①具体的な人
名、②技能・技術対象、③対象技術・技能のレベルと達成度の三次元をマトリ
ックス化した表の作成が必要となる、という結論を得た。そこで、以下、この
検討内容を図 3-9 の○で示した番号に従い解説することにする。
① トップ宣言：技術伝承を戦略的に進めるためには、経営トップの意思が重
要になる。ISO9001 や 14001 対策など、多くのマネジメント・システム
が示すように、現場のボランティア活動でこの問題を扱うには、2007 年
問題という問題が余りにも大きく、カバーできない。
② 投資計画策定～見直し：次に必要な要件は、プラスになる事項とマイナス
影響の算定を行う検討に入る。時間のかかるこの種の対策はリスク・マネ
ジメントの範疇で扱うべき要件が伴うことが多い。そのような例として、
例えば、技術伝承教育に人と時間をかけることは、現在の生産対応にプラ
スする形で、別途、技術・技能伝承の時間を取られるため、現在扱う業務
に支障を来す例、また、教育した方が離職する例。また、教育しても、企
業が希望するレベルに達成しない危険性を考慮すべきといった内容の検討
が必要である。時に、この種のテーマは、効果が出るまで、時間と投資を
要するため環境会計的な見直しを図るべきことがある。
③ ボトムアップの参画と問題の抽出：技術伝承問題は人にからむ問題であ
る。この意味で、本音で問題の実態を早期に明確化願う対策と、実務者の
参画が欠かせない条件となる。
④ 対象製品と製造プロセスの明確化：技術伝承対策は対象製品と工程を基
に、対象技術の内容とレベルを決めて行うべきである。
⑤

⑥
⑦

伝承技術・技能の棚卸しと教育対処者のマトリックス化：この段階で、い
よいよ、④のプロセスで具体的テーマとなる。ここまで目標を定め、技術
伝承対象項目（問題や課題）を全て棚卸ししてきた。その情報を用いて、
いよいよ『各伝承技術課題、達成技能レベル、対象者をマトリックス化し
た表』にする対策に入る。
技術伝承教育の実践：この内容は P-D-C 管理に基づく教育の実践である。
教育達成内容と程度のフォロー：技術伝承計画の経過を経営会議でフォロ
ーし、達成程度、新たな課題や変更などを折り込み、経営管理に位置づけ
た管理を図るという内容である。
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１ 技術・技能

４

戦略の策定
（経営トップ構想）

対象を明確にして
問題の程度を知る

マクロ的に
マイナス
影響の試算
各種技術向上
メリット項目の
列挙と試算
環境会計的な
評価と検討

現状の詳細な分析

３

① ボトムUPで問題を
挙げる活動
② ベテランを抜いて
マイナス影響確認
③ その他、他社比較など

Ａ
Ｂ
Ｃ
・
・
・
・

５

P-D-Cの運営
実行～フォロー

理由と評価
重要工程と技術 伝承ｽｹｼﾞｭｰﾙ ﾁｪｯｸ
Ｑ Ｃ Ｄ Ｓ Ｍ レベルアップ

６

対象 Ｃ Ｂ Ａ
技能
Ｑ：品質、
理由と、誰を
Ｃ：コスト
いつまでに
Ｄ：納期・時間
どのように
Ｓ：安全・エコ
詳細な
どの程度
Ｍ：モラル・
実行計画
レベルUP
新人獲得有効性
を示す
すべきか？
①教える側
を明示する
＋要因は獲得
＋
利益や売上増
②教わる側
－要因は損出
＋
詳細MAP
コストなど
スピードUP
へ展開
非定量要因は
対策内容
定量的要因
の次に記載
７ スキルUP内容・状況と
する。

済
（期限）

成果確認・フォロー

＋・｜要因の検討

２

経営上で影響の大きい順に並べる

製品名

重要工程と技術・技能
対象を選定して対策を
MAP化する

経営への貢献度合いﾁｪｯｸ

図3-9 技術・技能伝承対策検討会で得た戦略MAPの形
このような技術・技能伝承戦略図の作成～活用で重要な点は、「問題を先送
りすると大変なことになる」という点にある。テレビの健康ガイド番組ではな
いが、「放っておくと大変なことになりますよ！」という問題である。要は、
今は「大変、大変」といって仕事しているが、事が起きてからでは、①少子高
齢化時代になると、人が募集しても来ないということに直面するからである。
それなら、②定年退職者の再雇用は？と考えて対策しても、人は歳をとり、死
亡率が 100%である事実を知るならば、この対策は期限つきということになっ
ている。それなら③アウトソースに頼る、という手がありそうだが、人手がい
なくなる状況はアウトソースも同じである。このため、今後の日本の産業は海
外の人材を受け入れる手もあるが、すでにフランスやドイツなどで発生してい
る民族問題を国内に抱える覚悟と対策が必要になる。これは、国も避ける方向
だが、そうなると、少数精鋭、量を追うのではなく、製品をしぼり、日本でし
か出来ない。しかも、他国に競争力のある。高度なモノづくりに、『ゆとり』
を持ちながら進める策を強力に進めるべきことになる。もともと、日本は物資
が乏しく、人材と知恵を駆使した人的資源の活用こそが特質だった。今後、こ
の内容を発展させるために、図 3-9 で現状分析～付加価値の高い製品と品質、
技術力を追求する戦略の展開こそが求められる。そこで、先に品質コストの考
えを示したが、この図の活用はさらにそれを発展させ『技術・技能伝承コスト
の明確化』に活用してゆくことをお願いしたい。
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（２）技術・技能伝承に必要な教育レベルの評価
技術・技能伝承対策に当たってムード的な達成管理は危険である。目標、評
価、努力がはっきりせず、投入や個々人の努力の良否が達成にどう関係してい
るかが不明確になるからである。なお、ここでは、個々の対象に対する事例を
紹介する充分な紙面がないが、その要点を解説することにする。
まず、図 3-10 だが、この例は、造船や空調機の技能伝承に関する対策例の
一部を紹介したものである。この中から造船の船の側壁をつくるぎょう鉄とい
う技を例にとると、この技の習得には早くて数年はかかるそうだが、鉄板にバ
ーナーを当てながら一方で水をかけながら冷やし、熱で鉄板が歪むことで 3 次
元の奇妙な曲線をつくって行く技能がある。3 次元の局面は鍛えられた勘と経
験で頭の中にあるイメージに合わせて鉄板を曲げてゆくが、この種の技は新興
国では出来ないため、石油高騰の中で、日本製の船舶の使用量が 5%～10%も
の差がでるため、現在、造船業は日本に戻り、超繁忙になっている。しかし、
高齢者が持つこの技の伝承に若手が集まらず各社とも苦悩している。そこで、
図中の表にコスト面の評価が示されているが、モノづくりができない危険性を
最初から明確にして人材育成を図る対処が行われている。このように、この種
の技術や技能教育という内容には企業に与える影響をコスト面で明確にして、
教育投資を図って行く対策が重要となる。また、第一線監督者の皆様の職域
で、もし、この種の問題があるのであれば、早くトップに金額的な影響という
形で示し、人の確保と対策をお願いしたい。
M造船のスキルＭＡＰ
ブロックの大組、塗装、艤装などの技能を細かく洗い出し、現状、重要度や
緊急度、習熟までに必要な年数などを把握、その上で、師匠と後継者を決めた。
例えばブロックは鉄板を加工した基本プレートに板材や骨材を取り付けた後、配管などを艤装する
作業。大組みでは、板継、配材、鉄工、溶接工程毎に10を超える作業がある。ほとんどが、習得には
３から10年かかる内容。スキルＭＡＰは人事評価とも連動していることでモチベーション向上にも貢献
している。
項目

D工業のスキルＭＡＰ
作成理由
① 技術伝承が体系化し、ベテランの退職
に伴う技能枯渇を未然に防ぐため
② 部品外注化に伴う保有技術の空洞化
対策懸念を払うため
③ ものづくりの立場から提案や評価が
できなくなると、製品競争力低下と
なることを危険視して
委員会を2001年4月に設置、制度を展開

評価尺度

点数

NC・・・放電

製品の変化

技能の使用が減少
あまり変化しない
技能の使用が増加

０
１
３

３

・・ ４

品質に対する
影響度

影響度は少ない
少し影響する
非常に影響する

０
４
６

４

・

０
１
３

３

・・ １

コストに対する 上昇は少ない
少し影響する
影響度
非常に影響する

・・・・
・・・・

・・・・・・
・・・・・

伝承の難易度

後継者がいる
伝承が必要
急いで伝承が必要

０
１
３

１

合計点数

図3-10 課題別技能伝承スキル評価の事例
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６

・ １

次に示した内容も、高度技能者育成を目的にした評価レベルを示した例であ
る。オリンパスは胃カメラや小型デジカメなどに高精度のレンズを必要とする
が、この育成に定めたステップとレベルが図 3-11 に示した内容である。この
例で注目すべきことは、単に技能が優秀というだけでなく、後に続く人の指
導、さらには、他社比較を含めた高度な技を高め、経営直結型で新製品開発に
技能を活かす目的を持ち活動して行く構成が運用されている点にある。要は、
自他共に認める夢の実現へ習得者が努力する環境が整備されている点が特徴と
なっているが、今後、高度な品質を世界に差をつける新製品創出のためには、
ここに示されたような技能レベルの内容を具体的、実務的に示すことが人材育
成上、重要であるため、ここに優良企業が先見的に実施してきた例を示した。

レベル評価システム導入の動機
レベル評価システム導入の動機
過去、ある製品分野で戦略的な製品を製造する加工技術者が減り、他社に遅れをとった
過去、ある製品分野で戦略的な製品を製造する加工技術者が減り、他社に遅れをとった
という苦い体験と、今後への危機感が基になり「高度技能者育成制度をスタートさせた。
という苦い体験と、今後への危機感が基になり「高度技能者育成制度をスタートさせた。

高度
度技
技術
術者
者領
領域
域
高

6段階レベル 他社と比較しても超一流の技術・技能を有し
Manufacturing Master

第５レベル
Manufacturing
Supervisor

第４レベル
Manufacturing
Advisor

第３レベル
第２レベル
第1レベル

新たな加工・組み立て法を考案して実施で
きる技能者

全社的にも一流の技術・技能を持ちCEに
参画して開発技術者と一緒に新製品展開
ができる技能者（CE:コンカレント・エンジニアリング）

工場を代表する高い技術・技能を持ち
高精度・高難易度の要求に応えられる技能者

高度技能を持ち、技能者として職場を代表できる
原理・原則を知り、オペレーションができる。

基礎的知識を持ち、オペレーションができる。

図3-11 オリンパスにおける高度技能者育成制度の概要
（３）技能習得者が参考にすべき高度技能者の努力について
技能伝承は企業側の教育体制の充実に加えて、習得者自身が行う努力が必要
になる。この点に関し、企業に活躍する方だけでなく、民芸や芸術の分野でモ
ノづくりに生命をかけてあくなき努力を進めてきた匠や名工、高度技能者の
方々のご努力を学ぶことは重要な対策の一つである。「技を盗め」の言に代表
されるように、名工や匠の方々は、単に技の素晴らしさだけでなく、思想や問
題への攻め口、更には、精神面、人生としてもお手本にすべき要素が多い。こ
の種の内容の全てを個々に記載するには無理があるが、現在、多くの産業人が
お手本にしていただきたい事項として提示されている要素の中から主な内容を
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図 3-12 に例示した。教育には、あこがれや人生観など人間的側面が習得者の
熱意や努力として大きく関与する。特に、ある段階になると生じる壁を打破す
るのは、被教育者自身の自助努力に関与する内容が多い。そこで、この種の内
容をズムーズに展開願う一例として図 3-13 を掲載したので、参考に願いた
い。

匠の活動（「究極！！日本の職人」）から得るもの
１、仕事が好きである。
２、納得行くまで仕事の質を追い詰める。
３、顧客が出来た品を使い、楽しむ姿を描きながらつくる。
４、材料を吟味する。同時に最終製品のイメージを明確に
した上でもの造りに入る。
５、ものづくりに合った道具をつくり、使い、大切にする。
６、入り口から出口まで全プロセスを全て行う。
あこがれ

７、そして、毎回が問題解決～良い品・技術づくりへの
探求である。

図3-12 高度技能者や名工、匠の方が持つ共通点
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１，技術伝承を託す
適任者の選定
【選定後の対処】
① T型人間づくりに集中する。
② 個人の性格への対応を図る
③ 伝承すべき仕事自体の見直し
を図る

３，効果的教育術の投入
【指導者が力点】
① あこがれ
本人に宣言を願う
② 成功体験の繰り返しに
向けた指導計画の実施
③ 人に合わせた手法投入

２-1，習得者が備えるべき、習得術
【仕事の判別】
① 5M段階改善法で適用手法を評価する
② 工程分析＋メモ術を
身につけてもらい習得準備をする
③ 標準化を見直し、まず守る活動を
進める。

２-２，技術・技能伝承対象をしぼる
【スピード習得の準備】
① ノウハウのノウ・ホアイ化を進める。
② 本人がメモを取り、習得事項を
マニュアル化する
③ 本当に残余となった暗黙知は訓練と
気づきで修練する対策に入る

図3-13 技能・技能伝承に必要な事項
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暗黙知の把握と技能育成 MAP 化対策

３－３

（１）知っておくべき科学／技術／技能の区分と訓練法について
技術と技能の区分は図 3-14、また、習得方法は図 3-15 のようになり、『手
は第 2 の脳』という言葉に代表されるように技能の習得は特殊な内容を持つ。
科学：
科学：自然がどうなっているか？その原理や原則などを探求して客観的に真理を明らかにすることで
自然がどうなっているか？その原理や原則などを探求して客観的に真理を明らかにすることで
あり、それを利用して現実の社会や世界を変化させることを直接の目的としたものではない。
あり、それを利用して現実の社会や世界を変化させることを直接の目的としたものではない。

技術：
技術：直接に新製品開発や設備化、更には環境を変化させる目的で活動する対策。
直接に新製品開発や設備化、更には環境を変化させる目的で活動する対策。
ここまでは頭の中の活動を中心とする。
ここまでは頭の中の活動を中心とする。
技能：
鍛えられた経験と智恵を使って、技術のような論理体系とは別に現実的な行動で問題解決や
技能：鍛えられた経験と智恵を使って、技術のような論理体系とは別に現実的な行動で問題解決や
製品実現を図る活動。従って、過去、議論や理屈と言った言語的な活動は軽視されることが
製品実現を図る活動。従って、過去、議論や理屈と言った言語的な活動は軽視されることが
職人の世界では多かった。
職人の世界では多かった。

脳みそ駆使分野

ものづくり

道具の工夫
＋
掘る工夫

貝で穴を掘る

技術

＋
智恵
腕の錬磨修業の分野

図3-14 科学/技術/技能の区分と生い立ち
教わる

超能力的
能力の発揮

意志疎通

教える

製品の火花検査を行う工程で
火花の出方がことなる鋼材が
あった。 → 異材混入だった。

蓄積

ハンマーで車輪をたたく音で
材料のヒビわれを発見した。
加工のキリコの出方で材料
刃先の異変を発掘した。

努力

自習する

【事例】

左脳の判断

右脳の判断
右脳の判断

成功

発想

思考

失敗

蓄積した経験
学ぶ→確認する
蓄積した経験
↓
↓
↓
繰り返す 問題を感じる
覚える
問題を感じる
↓
事象が
↓
↓
自然に対処する
発生 →記憶を
自然に対処する
↓
引き出す
↓
成果（問題の
↓
成果（問題の
未然発生防止）
成果←対処
未然発生防止）

図3-15 「技を身につける」メカニズムと、反応の変化
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特に技能は、自助努力により体得する、訓練や各種失敗を通して技を身につ
けるという局面があり、習得に難解を極める例が多いわけだが、ここまで解説
してきた様に、現在、ここにスピード教育の必要性が高まっている。
そこで、実務的に技術伝承問題の解決を図る対策について技能を区分して教
育手段を決めるべき注意と共に、技能の中身を解析する方法を示すことにす
る。技術伝承対象を研究した結果を図 3-16 に示したが、技能はその性格によ
って 4 つのゾーンに分けた戦略の展開・アプローチが有効であることがわかっ
た。この詳細は筆者著「技術・技能伝承術」工業調査会に詳しく解説している
が、技術伝承問題の対策を効果的に図るためには、問題と問題解決技術を区分
して、縦軸の問題、横軸に対策手法を書き、この両軸で出来たマトリックス上
に具体策を示し、有効な対策手段を選ぶ方式を用いる対策が有効である。な
お、このような方式で区分すると、問題の対象域は 6 区分となり、その上に重
ねる形となるが、対策は○で囲んだ 4 つのゾーンとなる。
対策１

形式知

IT化

対策３
文章化・視覚化

IT・自動化
インクス

修練

ビデオ・スロー解析

理論
体系化

NC化

解析と試行
スローアウェイ

マニュアル化対策

暗黙知

故障診断

対策２

ヘラ絞り

対策４

根気と意欲・錬磨が修得の基本」
① 「このような内容が修行で具体化できる。」というお手本を知る
② 「なるほど、そのようにすれば出来るのか？」という内容を
理解する。 → 実践し、実現へ努力する。
やさしい内容から達成努力する。→ 成功と失敗を繰り返し
工夫と達成ポイントを学ぶ。 → 段々と理解を深め高い
レベルの解析方法を自得して行く
③ 課題達成を通して共通する仕組みや問題解決法をあみだす。

気づき～
新たな
発想へ

図3-16 区分すべき技術・技能伝承領域と対策法
まず、対策１のゾーンだが、この領域は IT や自動化が進めやすい分野と暗
黙知の解析が進み、伝承技術内容が既に認識知の領域になっている対象であ
る。古くは鉄づくりの代表選手である溶鉱炉の自動制御、圧延機械の自動制
御、機械加工では NC 制御が挙げることができる｡更に、最近の例としては、
携帯電話の金型製作を行うインクス社がある。ここでは、既に紹介した通り、
ベテランのノウハウを解析し、その内容をデジタル化させた結果、過去、匠の
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みが達成可能だった技能を自動化させ、40 日もの製作期間を 45 時間で製作可
能にさせている。このような分野が対策１のゾーンである。
これに対し、対策 2 のゾーンは、IT や自動化が進んでも、まだ人の手を要
する分野が多く残るゾーンである。例えば、自動制御を中心とする鉄鋼や石油
プラント、お菓子や繊維などを自動機でつくる工場、更には、JR やバスの点
検など、既に診断機器や評価設備・センサーなどが活用されているが、鍛えら
れた勘を持った人が何か異常を感じた内容を分析して自動化と共に対策を進め
なければならない分野である。しかし、人が感じる異常に対する予感は進化し
ている。この種の例としては、例えば、音の異常を感じる内容を振動計や破壊
の前に音を発する性質をセンサーで解析（アコーステック・エミッション）
し、老朽化の状況や異常発生のきざしとしてとらえ対策する技術があるが、こ
の対策が完全になれば、先の対策１のゾーンとなる分野である。だが、まだ、
暗黙知の内容が残り、多くの解析が残る対象、即ち、やはり人の手が必要な領
域はこのゾーンに入る。先に紹介してインクス社では、金型ピンと金型のはめ
合いを数十年来の匠が「これで、しっくりいった。」という内容を、匠にぴっ
たり密着して技能を習いつつ解析した技術者が、「“しっくり”という匠の感
触は 0.3 ミクロンである。」とつかんでいったことが、山田眞次郎社長の著書
「インクス流」ダイヤモンド社 2003 年にも記載に記載されている。山田氏
の JMA における講演会をお聞きした時も、まず、「定年直後の匠に願い、技
術者１名をつけ、携帯電話の製作方法の全行程を学びながらメモを取り、計測
し、マニュアル化していったそうである。この解析にインクス社では１年以上
の年月をかけたが、「その後、マニュアルを基に新金型（次型）製作を再現す
ると、匠が製作した金型と寸分たがわない金型製作ができた。この対策以降、
技能を IT 化して、匠の努力 40 日→46 時間が進んだ」というお話をお聞きし
た。
第 3 ゾーンは多少とも技術伝承が可能な領域である。暗黙知の内容が解析さ
れ形式知に近い形になった領域である。従って、ここには、マニュアルやメ
モ、特に、ビデオによるスローモーション解析が役立つ。この種の解析手段を
通し、“コツ”とか“勘どころ”という言葉で言われる内容が理解可能な内容
になる手段が適用できる。
対策４ゾーンの代表事例のひとつとして、ここではヘラ加工をあげることに
する。ヘラ加工は鋼板など金属板を回転させながら、ヘラという棒のような道
具を用い、テコの原理を利用して、回転中の鋼板に先端を押しつけながら球面
加工するという加工方法である。このようにして加工する製品のひとつに、
匠が NASA・ロケットの先端を 100 分の 1 ミリの単位で仕上げることで知ら
れる技がある。当然、この技量は一部、長年の経験を持つ超ベテランでなけれ
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ば出来ない技である。この技を習得するには、「ものづくりを進める過程で、
体で覚えるしか方法はない。」とされている。従って、①先輩の仕事を見なが
ら自分で研究する。②気づきと共に自己努力により技を進化させることが伝承
の中心になっている。ヘラ加工時の微妙な加減を体全体で感じて対応して行く
には、「今のところ、訓練を通した習得者の努力と気づきしか習得の方法が無
い」とされている。
（３）技能五輪について
技能五輪自体の活動は URL
ttp://www.skillsfestival2007.or.jp/jp/index.html をご覧願うことにして（技能
五輪は 22 歳以下の若者が国際的に技能を争う競技であり、2007 年度は 46 カ
国 812 名の参加を得て静岡県沼津市で開催されたが、金メダル 16 個で世界一
位、金銀銅で 24 個を獲得世界二位の快挙を得た）、ここでは、図 3-15 を題材
に多少の解説を加えることにする。技能五輪の扱いは、各社とも高い技能を駆
使した将来のモノづくりの基盤強化である。従って、通過点として扱ってき
た。技能五輪の特徴は、①国際的に見て評価の高い技能練磨を証明すること。
②五輪という目標に向かって集中的に人材育成を図ること、③技能五輪取得者
の多い企業は人材育成と共に高い技能を持つ企業であるという評価を社会的に
受けることが、若者の集まる企業づくりの一助となるなど、人材育成に加える
多くの有効な所産が生まれる可能性を高めるとされている。

技能というと職人芸、伝統芸や匠の技
を連想しがちだが、企業におけるもの
づくりにおいては、その種の考えや努力
は参考になるが、あくまで、ひとつの
領域であって、全てではない
企業における技能とは「個人が長年の努力と共に鍛え上げ、個人に蓄積したモノづくり
企業における技能とは「個人が長年の努力と共に鍛え上げ、個人に蓄積したモノづくり
の高度な智恵、知識、経験、感覚、運動能力、問題解決能力や発想を基に、総合的に
の高度な智恵、知識、経験、感覚、運動能力、問題解決能力や発想を基に、総合的に
技術、技量、道具や機械を活用し、製品実現や技術課題・問題を解決して示せる、固有
技術、技量、道具や機械を活用し、製品実現や技術課題・問題を解決して示せる、固有
の専門能力の発揮を意味する。
の専門能力の発揮を意味する。

日本のものづくりの強さ
① 技能＋技術の融合
② 技術の進歩を
技能が助けた
③ 技能の高い方々
が現場にあふれて
いた（含む協力会社）

技能低下問題の例とされる内容
技能五輪は２年に１回行われるが、
・１９７０年 技能五輪 日本１７個取得
↓
・１９８０年～９０年代
韓国、台湾の活躍が目立つ。
スイスの大会で２個まで減少
↓
・ ２００７年静岡大会 金１６個世界一位
と復活を遂げた

図3-15 日本の技能低下対策と技能五輪
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おさらい 各種技能向上対策の区分ついて
つぎに示す技能は、先に示した図3-16の図のどの対策ゾーンになるか、区分
して下さい。

技術伝承MAP区分のためのサンプル
① 子供でも運転できる？ミスを防ぐためのコックピットの工夫の数々
間違った操作をしないように、レバーのノブには、例えば、
タイヤや主翼の形を装着
② 新しいペン先に行う漫画家の不思議なしきたり
ペン先を軽く火であぶってから使う（コーティング材除去）のノウハウ
③ 温泉の大量焼き魚料理江戸時代はゆでてから焼きゴテ→
現在は電子レンジ＋バーナーを用いている（新技術）
④ 寿司ロボット
⑤ 花屋の特殊ハサミは握り方が素人とは違う
⑥ コックや板前は料理毎に包丁を使い分ける
⑦ エスプレス・コーヒー（プロの味ができる器具活用）は素人でもプロの味！
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テーマの割り付け（記入表）
IT・自動化

修練

文章化・視覚化

形式知

暗黙知

【おさらい設問の解答例】各種技能の対策区分

匠の技能解析（例）
記載方法として、ノウハウがノウ・ホアイ化～解決へ向けた前後の結果を
番号付き○→●で、下表に示した。
IT・自動化
②漫画家がペン先を
形式知

火であぶってから
書く（前段処理）

修練

文章化・視覚化
①コックピットの
操作レバーは
タイヤや主翼
の形状

③温泉の大量
焼き魚料理
江戸時代は
ゆでて焼きゴテ

④寿司ロボット
暗黙知

⑥コックや板前は
⑤花屋の特殊ハサミは
握り方が素人とは違う

料理毎に包丁を
使い分ける

⑦ ｺｰﾋｰ入れ

【参考例】技術・技能伝承研究会で検討した技術伝承の調査～対策検討へ向け
るステップを図 3-16 に例示したので、具体化への一助にご参考下さい。
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マニュアル

一般教育
① テキスト作成
② OJT/Off・JT教育
③ 試験・認定制度
④ スピード教育検討
（含む教育環境整備）

⑤ コーチングなど
指導側の方法改善

効果的
教育ツール
の準備

ＩＴ活用

市販システム
例：指南車

体制整備（教育者の設定と

問題が大きい場合、戦略MAP策定

（聴取・標準化・ビデオ利用など）

独自開発
単なるマニュアル
などのＩＴ化

テーマ別・専門
エリート教育

ベテランと一般作業者の差異分析

見える化

教育マニュアルなど整備）

教育マニュアルや
標準書作成～教育法検討

出発点：危機感の感知と現状分析の実施

問題なければ放置

図3-16 技術・技能伝承教育が可能となる段階について
３－４

コーチング＋目標管理による人材育成の実務

（１）人材育成の基本事項について
コーチングの技術的な局面は第 4 章で再度解説することとし、ここでは、技
術・技能伝承に関するコーチングの要件を抽出して解説することにする。
技術・技能伝承教育は個人の資質をいかに引き出すかがテーマとなる。一般
に高い技術・技能習得を受ける方は、ある程度の集団から選ばれた方であり、
適正、能力、やる気に満ちた方が一般的である。図 3-17 はそのような状況を
示した一例だが、自助努力を指導者が助け、持ち味を伸ばす対策と共に、習う
側も、指導を待つという受身的な教育態度ではなく、積極的にチャレンジして
問題や課題を克服しながら、定めたレベルに達成を図る努力を OJT（OJT :
On The Job Training の略称）研修と共に進めることが要点となる。コーチン
グという言葉自体が、野球やサッカーのプロ、または、候補生にちょっとした
さサゼッションを与えることにより、それを被教育者がヒントとして自ら考え
る。試す。成功ストーリーを見つけ自分のものとするというプロセスであり、
自助努力で、より高度な仕事の達成レベルを見出して行くアプローチあるた
め、この（Self Development）方式は、集合教育や一般的な知識教育とは大き
く異なる。要は、指導者は支援者の形である段階になり、悩める時に的確なヒ
ントを与える。習う側は、苦労する中から、ヒントを基に、自分でチャレンジ
する問題解決を図るという方式が、この人材育成方法の特徴である。
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仕事の喜び

成

やる気 ×

果

×

やる場

＝

○○社
職場への配属
自分で自分の
人生を見なが
ら仕事の成功
を得る

認められる

＝

安全と
健康が
ベース
となる

よりよい
仕事
（テーマ）
を得る

教育（Education)とは、持てる力と
持ち味を指導者が引き出す行為
を示す。

やる力

今迄の努力
＋
仕事のプロになる
努力を
重ねること

研修内容
と
仕事の
とらえ方

技能伝承はOJTが主体

自助努力で壁を破る

図3-17 生産系新入社員研修の要点
（２）極めてムダな研修、アウトプット軽視の教育について
技術・技能伝承教育に当たっては、アウトプット（何が出来てどのような成
果を何時までに得るか）を明確にしてインプット（教育内容）の投入を図るべ
きである。このような観点で、バブルの時代に多く行われてきた研修は見直し
て、ここでは、除外すべきだが、図 3-18 はその種の反省を示す例である。研
修は人材育成を通して仕事や課題解決能力の達成が目的である。従って研修す
ること自体が目的になっては意味がない。また、教養的な内容、書やマニュア
ルを読めば判る内容は自ら自習して、疑問点だけを聞くという行動が被技術・
技能伝承者側にないと、消極的で課題を次々こなすリーダーには育ちがたい。
従って、この面を配慮したコーチに当たる現場指導者のコーチ力が問われる、
といった内容がこの種の対策の重要なポイントである。教育にはアスナロ教育
という方式がある。これは「教えておけばいつかは役に立つことがある」とい
う教養番組的なものであり、当該分野には全く使えない技などを言った例であ
る。ちなみにアスナロという植物だが、花が咲きそうに見えるが、待っても、
絶対に花も実も無い植物であり、花を咲かす努力自体をムダとして示した言葉
であることに、ご注意を願いたい。
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１，数を追うことによって事務局が
仕事をしたことの証明となる。
【悪いケース：事務局のアリバイづくり】
２，ＴＱＣ研修に代表される例：【悪いケース→数を追い、金太郎飴】
・概念論研修で意識改革とベクトル統一化
・研修という箱物（フレームワーク）づくりで満足、対面もOK！
・研修受講者の中から突出者を待ち、褒めて右へ倣えへ
３，段階的研修システム化、期間を決めて中身をつくる方式化
【悪いケース：研修屋さんの食い物（金儲け予算の消化】

数多行ってきたOJT教育という仕事？
【アウトプットの明確化と個性化を無視！ 】

OJT教育にも
そのまま流入
【指導者丸投げ
研修方式へ】

図3-18 日本における教育方式の問題点（例）
（３）技能伝承に必要な目標管理について
産業界には、「目標なければ管理なし」という言葉がある。この言は、目標
が無ければ努力した結果も効果もムード的になりモチベーションは上がらず、
ただ、日を過ごすだけの怠惰な活動に陥る例が多いことを注意した内容であ
る。リチウム・イオン電池の容器製造や、痛くない注射針を製造可能にした岡
野工業社長、岡野雅之氏は世界から技能を生かしたモノづくりの師として仰が
れている。岡野氏は中学校を出て家を継ぐ形で金型製作を手がけたが、ご自身
の努力に加え、「バブルの時期でも、まわりが、高級車を購入して、湯水のよ
うにお金を使って遊ぶ中でも、確固たるご自身が定めた目標を持ち、人が困難
とする技の練磨を進めた。また、この努力が、現在、6 名の中小企業だが年商
6 億円、しかも、ご高齢にもかかわらず、世界中から新たな課題を受け、年な
ど忘れて活動されておられる環境をつくった」と語っておられた。このような
モチベーションは何から生まれるか？ということだが、同種の高度技能者の
方々にお聞きしても同様、「常に目標を立て、世界一流の技の練磨を図り、技
の練磨で社会貢献と人生の喜びを直結させた生き方をしてきたから」と答える
例ばかりだった。この内容は、この分野に実体験の無い筆者には、うまく言い
表すことができないが、この種の取り組みが目標管理と共に、図 3-19 の形で
示されているので、この図だけでもご参考願いたいと考える。なお、図の左側
は目標管理を進めるステップであり、右側は目標管理と共に進める、又は、獲
得できるモチベーションである。剣道という暗黙知探求を続ける筆者には、異
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分野だが、ここには指導・支援者が参考にすべき重要な内容が含まれているた
め、現場管理者の方の参考にしていただきたく、ここに要点を記載した。

E.A.ロックとG.P.ラザル（心理学者）
の研究結果

目標の選定
目標の
困難さ

目標の
明確さ

可能性の
認知
（自己効力感）
努力
（行動）

目標設定と共にモチベーション高揚を図る要点
① その人に努力しなければならないと思わせる。
② どのように努力すれば目標達成ができるか？
その方向や手順を理解させ、
③ 達成イメージを想像させる。
① やや難しい目標には努力する。
② 自分を試してみたい、自分が有能であることを
示したい場合は努力する。
③ 他から強制やガイドするのではなく、自分が
すすんで行うことをベースに進めることが肝要！
（人間には自己効力感を確信したい。失敗は
したくないという気持ちが必ずある。この気持
ちが交差するところが目標設定の設定点）

成果
（成功
失敗）

働きがい！

図3-19 目標管理が関与するモチベーションの高揚
ここで目標管理シートについても解説を加えておくことにしたい。目標管理
には日記式の内容もある。だが、重要な点は、P-D-C 管理により目標の達成状
況が本人に自覚できるもの。すなわち、ご本人の努力内容と成果が目で見てわ
かる内容が記載され、コーチと話せる内容が記載される方式を用いることをお
勧めしたい（表 3-2 と 3 に、その種の例を示すので、ご参考下さい）。
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表3-2 個人育成のための目標管理表の例
面接実施日時

氏名：

記録者（印）

本人の目標と達成状況（①1月以内、②3ヶ月以内、③1年以内に達成の3段階に分けて記載する）

達成状況（事例を基に、項目をチェックして評価内容を書く。また、レベルが上がれば、評価項目は別のものと差し替える）
No.

評価項目

１

資質と態度

・仕事への適正と努力の程度
・態度、まわりとの関係（出勤状況）
・はっきりした意見を持ち、自主的に行動

２

責任感

・生産・品質・改善目標達成の理解と責任
・仕事への誠実さ、軽薄さ、曖昧さの有無

３

知識と
表現力

・質問に対して的確に答える能力とレベル
・ 立場、持ち場の理解と勉強態度
・関係者とのコミュニケーション、表現力

４

組織との
協調性

・他人との協力度、融和性、組織の一員として役割を果たし、
能力を発揮しているか

５

自己啓発

・資格取得などの努力内容と程度
・多能化努力、専門技量の早期達成努力

６

その他

・組合、行事などへの協力度
・家庭、友人、健康状態など

総合評価
上長意見（査定者の上
司の意見）

チェック・ポイント（参考）

評点

評価の理由

1～6の項目に目標達成内容を入れ評価する
今後の本人への指導ポイント

最終判定結果

表3-3 各人の改善目標～フォロー内容記入用紙（例）
テーマ名：
工場名：

担当：
指導者：

期限
③スケジュール
項目

期限とスケジュール

確認

① 改善内容：

④得られた成果
② 問題と対策・狙いなど（目標や成果）

⑤個人指導内容

本人の目標管理内容

上司コメントと評価

１，責任感
２，努力度
３，知識と実力向上
４，組織との協調
５，今後への期待
総合評価
上記の様式を参考に、個々に改善指導と、個人の力量育成に有効な指導様式を作成してください。

おさらい アウトプット軽視の教育の弊害について
日本では、形を決め、時間を決めた教育が多い。幼少時代の学校教育は除
き、この種の教育を企業で行うと多くの問題をきたすが、技術・技能伝承面か
ら見て、下図の教育方式が持つ問題を□の中に記載して下さい。
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技術・技能伝承教育で問題とすべき教育方式の例
１，集合座学（畳の上の水泳訓練式）
記入欄

２，過去行われたＴＱＣ研修に代表される討論・図化法～発表会中心教育方式
記入欄

３、段階的研修システム（期間を先に決め、必要無い教養番組加えて研修を行う方式）
記入欄

【個人研究課題】
いままで受けた研修内容を例示し、得た点、部下育成に活用した場合に改善
すべき点を記載して下さい。

注釈：個人研究課題については個人毎に事情が異なるため解は省略します。
【おさらいの要点】おさらいを通して整理願いたい事項
製造現場における技術研修には、①仕事を進める環境を理解願うための教
育、②仕事そのものの方法を正しく伝える教育・訓練、③教養的、やる気醸成
や、将来、仕事上困った時にヒントとなる事項を教えるなどの区分がある。だ
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が、大半は②の内容が主体となり、ここに､(1)時間をかけずに達成を早めるた
めの効率と、(2)成果が確実得られる技を習得できる有効性が重視される。おさ
らいの要点をこのように整理し、この設問をつぎのように整理する方式を推奨
させていただくことにする。
① 畳の上の水泳訓練的座学研修：個人に文献や書籍を渡し、暇な時間を設け
て自習願う程度、質問あれば話す程度で済ませる程度にすべきである。こ
のために、わざわざ研修時間を取るべきではない。
②
TQC に見られた机上討論研修：現場で現物を題材に、事例を基に、発生
原因の除去を図りながら（3 現主義）手法を進めるべきである。
③ 段階的管理者研修：なぜ段階が必要なのか？を分析し、アウトプット重視
とする。このため、できるだけ教養的内容を圧縮、簡素化して、実務的内
容の習得に時間を置く方式とすべきだが、このように改善すると目的別研
修となり段階的管理者研修は必要なくなる例が多い。
また、研修は、先に解説した、目標管理と P-D-C を通した自己育成過程を活
用すべきである（一例として、図 3-20 のはんだづけ作業における技能伝承ス
テップを例示するので、皆様が実務研修を進める題材にお願いしたい）。
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

【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

【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

要点をメモる

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
① 品質確認～評価ポイントの修得、整理 ビデオ
② 安全、スピード、カン・コツの内容を整理 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

図3-20 「はんだづけ」スキルアップ教育の例
３－５

IT・視聴覚教育を利用した早期技能伝承対策の実務

（１）技術・技能伝承教育の要点～IT 利用について
先に図 3-14 で示したとおり、技術・技能伝承の対策領域は 4 種あり、最も
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伝承～習得が困難な分野は対象が暗黙知の領域に対し訓練を中心とした習得を
図る分野である。だが、この領域もノウハウが解析され、モノづくりの要点が
わかると、マニュアルなど教育ツールにより伝承を早める対策が進む。では、
この面に大変に参考になる内容を図 3-20 に示し、短期に効果的な技術伝承を
具体化させた例を紹介することにする。この例は、かの東京オリンピックの
時、海外の選手を含め、料理人達が対応した内容だが、当時、「日本の料理は
かまどで飯を炊く、せいぜい、焼き魚と味噌汁、タクワン程度の料理」と、国
際的に言われる中で、帝国ホテルのコック長、故・村上信夫氏が果敢な対策を
図った取り組みだった。この全容は NHK・プロジェクト X でも紹介された
が、「選手競技が表のオリンピックとするなら、正に、裏舞台のオリンピッ
ク！」と言われた内容だった。その要点は、①短時間でフランス料理など、国
際的に高度とされている料理を提供可能な環境を具体化させること。②今まで
に全く経験のない、町の食堂経営者を含め公募し、適任者を選定する。そし
て、③村上氏が公開したレシピをマスターして①に対応するというものだっ
た。

料理オリンピック指導リーダー
・第一ホテル 福原 潔
・日活ホテル 馬場 久
・ホテルニューグランド 入江 茂忠

・帝国ホテル 村上 信夫
フランス料理を担当

レシピを作成～料理人へ配布

問題発生！～対策
・ オリンピックで膨大な食材の購入は
日本人へ大きな影響となる。
・ 日冷食品の山本氏の提案で冷凍
食品の活用を指向することとなった。
・ 村上氏の熱湯処理対策で当時の
佐藤栄作担当大臣も試食会で評価

ラフレース著書
「日本人は土間で簡単な料理しかできない」
大使館や海外駐在員を訪ねて現地料理を
勉強！ひとつひとつマニュアル化していった。

フランス料理担当 北海道稚内 皆川吉勝氏
・ だるま食堂(大衆食堂）で仕事27歳、漁師や
学生相手の料理をしていたが、チャンスと
応募した。
・ 送られたマニュアルを見て体が震えた。
・ 毎夜、熱心に書き写して覚え込んだ。

生徒である
料理人の努力

海外の
シェフも
認める！
内容

調査研究＋技術開発
レシピを使ったノウハウ公開

図3-20 村上氏によるレシピ作成と弟子の指導

詳細はビデオなどで見ていただくことにして、技術・技能伝承上で参考にす
べき点が、この取り組みには、マニュアルを基に、習う側の努力と、指導が実
り、海外から派遣された料理人が認める結果を得たという点である。
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過去、造現場における仕事の習得は、マニュアルと訓練が主体的だったが、
最近、この領域に IT の進化を加味し、視聴覚ツールの活用を図ると有効な例
が多い。そこで、IT ツール活用によるに紹介することにする。よく考えれば判
るが、マニュアルは情報提供の道具である。要は、仕事を進めるとき、①何を
すれば良品生産につながり、何をしては不良発生につながるか？という理由と
問題発生メカニズムをよく理解している必要があること。②必要な手順を進め
るとき、必要な情報だけが判り、P-D-C システムを順守する形で仕事が遂行す
ること。同時に、③必要なチェックポイントを確認しながら、問題発生を防ぐ
ことが、マニュアルを用いた情報提供であり、標準書を用いたチェックであ
る。このため、仕事に慣れていない方は手引書を横に置きながら仕事を進め
る。慣れるに従い、頭の中に記憶が作られた情報に従って仕事を進めるが、必
要事項だけを見るため、目前に注意点を「見える化」する、といった対策を図
る方式は効果的、ということができる。要は、必要時に電子情報を使い、同様
の内容を人に提供する方式である。しかも、クリックを IT 内臓の時計機能で
記録すれば、活用状況も判るので、習熟度合の把握も可能である。図 3-21 は
このような状況を、「仕事を料理する」という見方で仕事をとらえ、手順書を
用いた習得法と IT 利用による習得法を比較した内容である。
IT伝承方式

従来の技術伝承方式

学ぶ・調べる

いろいろな教育
インプット

手順示すITの箱へ

工程分析 ＋ ノウハウの表示（文字、写真、動画）

現場実習

入れる

体験~覚える（身につける）
標準書
づくり

製品名「指南車」
サーバー 200万円
端末（ｸﾗｲｱﾝﾄ） 100万円
部署毎の分割使用処理
ランタイム 5万×ｎ箇所
１部署で約350万円程度

IT

【スピード化の効果】S社の例

必要な時に、必要な情報を
必要なだけ、画像・文字・音声
で順次、手順に従い示す

事例：金型製作、初期教育モデル□に○を
入れる新人教育が１年→３日で実現！

利用イメージ

指導者
評価

実習しながら疑問を聞き、一つづつものにする

インプットは
ホームページ
ビルダーへ
インプットする
イメージで手順に
従い簡単に投入

不明点は
確かめ修正

図3-21 IT利用による、技術伝承教育支援ツール・イメージ
（２）IT 利用が有効な技能伝承領域と、まだ困難な技能伝承領域について
技術・技能伝承に関する対策は、IT 利用が全てに勝る例ばかりではない。作
業によっては、手書きのマニュアルや、『目で見る管理』代表されるように、

96

挿絵や写真の利用が有効な例は多い例もある。これに対し、IT の利用が有効な
分野は、動画で、音声と共に、必要な時、必要な情報を必要なだけ伝える手段
として IT の活用が伝承の際に必要な時、有効であるケースが多い。スポーツ
や習い事にこの種の対策例が多く見られるが、講師やトレーナーがお手本とし
て実施した内容をビデオなどに撮り何度も見る。確認しながら自習して技を身
につける、といった例などは、この種の対策の代表例である。一般に、PC は
安くなった。だが、IT を製造現場で利用して仕事の習得や標準書の代わりに使
用するには、時に大きな投資が必要となる例がある。PC 以外に手間隙かけた
ソフト制作が必要になる例があるからである。そこで、筆者が関与した技術・
技能伝承問題検討会で、他の教育・伝承手段と、IT 適用範囲を検討した結果
を図 3-22 に、また、図 3-23 には伝承の難易度とチェックポイント情報との比
較検討結果を例示することにする。読者の皆様には、もし、この面の対策の検
討が必要な時に、参考に願えれば幸いである。

IT適用
技能塾
理想域
ものづくり
センター運営 新製品開発
匿名技能者
育成の運営
伝承戦略
ＩＴツールなど
設定と組織化
独自開発
（目標管理）

高

トップ方針・関心の高さ

お祭り的
体制ＰＲと
危機ＰＲ

中

ＩＴツール
投入テスト

ISOに見る
書類整備
程度

体制整備
マニュアル化

視聴覚教育
ツール開発

専任制度
現場研修
外部研修
刺激策

現状分析
（ビデオ活用）

見える化
対策

伝承情報
共有ＩＴ化
（現場独自）

現場任せ

低
低

費用対効果

高

図3-22 各種技術伝承対策の位置づけと評価（案）
では、次に、具体例として、現在のところ、まだ、IT 化が困難な技能領域を例
示することにしたい。機械加工の進化は目覚しく、図 3-24 に示す匠の技能の
多くは現在失われた。なお、IT・自動化に現場のベテランの参画は極めて大き
く、特に、スローアウエイという刃物の進化などは現場力に大きく左右され
た。だが、図 3-25 のように、人がいて、設備の異常発見や加工技術の進化す
る状況は今も変わらない。
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伝承対象の仕事の難解程度

高
ビデオなど
ノウハウ
分析

ＩＴで
手順毎に
要点表示

師弟
特訓

気づきと、本人が
試験と
マニュアル
資格
見える化
づくり

中

低

対抗
関係

制度

で要点
表示

教育と
標準書
整備

IT適用
理想域

例：航空機
パイロット
訓練

体得
実務訓練～修得

低

高（膨大）

中

利用時、記憶すべき内容・チェックポイントの大変さ

図3-23 情報量と仕事の時の情報処理による区分

削る文化の職人用語

バイトを職人が火づくり
でつくり切削していた時代

旋盤師

市販のバイトながら
自分で研ぎ使った時代

旋盤工

スローアウエイ（使い
捨てバイトの時代

旋盤要員

腕の錬磨と
技術波及・
伝承の基盤！

超硬工具の時代

NC加工時代

・
・
・
・
・
・
・
・

渡り
職人

削る（けずる、はつる）
挽く（ひく） ・ 切る
剥る（へずる）
刳る（くる） ・ きさぐ
揉む（もむ） ・ えぐる
たてる
・ さらう
なめる
・ むしる
盗む（ぬすむ）
時代の変遷で
手から加工の文化が
逃げつつある

技量の比較を示す言葉

【渡り職人の試験】
良い職人を得ると企業は売上げが増す。

試験の例：腕自慢
・ ハンドルの握り手を削る
口や経歴より腕！
正五角形か正六角形のオスとメスを
削らされる。あわせ具合は型に油を塗る
素早く抜くとスッポンと音！

旋盤職人の言葉
・粋（いき）な旋盤
・ 小粋な仕上げ
・ 誰でもできる
ターレット
（自動旋盤）

図3-24 機械加工の変遷
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戦前の刑務所の囚人の言
・ 粋なスリ師
・ 小粋なのび師
（空き巣狙い）
・ 強盗・強姦
バカがする。

① 位置を決めることが正確になった。

固定

ＮＣやIT化は
「削る」という内容は
刃物と被切削物の
せめぎ合いであり
何も変化はない。

Ｘ・Ｙ・Ｚの座標軸のどの点を刃物が動くかを
制御しているだけ。

② プログラムで、決めた手順を繰り返し行う。
ハンドル操作を自動化しただけ

加工

変化と改善

熟練工は？
① 鋼の状況を見て、削り方を確かめる。
② キリコの様子を見て刃先の状況や
加工方法の改善を考える。
③ 機械の癖や特性を知って調整する。
④ 切削条件をテストして最適値を研究
する。
⑤ 異常を早く発見して手を打つ
⑥ その他、・・・・・

図3-25 ＮＣ化されても変わらない「加工技術の基本」
以上、ここまで、技術・技能伝承をスムーズに展開する一手段として、IT の
活用を解説してきた。IT の利用は、仕事を早く､効果的に習得一例であって全
てではないが、逆に、手書きの書類と、習得者に頼る長期間の訓練と気づきだ
けだけに頼る対策だけに終始しないよう、お願いしたい。
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おさらい 各種伝承ツールの整理について
情報量の多少を横軸にして、製造現場で使っている各種手段（見える化標
準、マニュアル～現場に丸投げ・現場管理者任せ）を挙げ、職場に合った効果
的な情報提供手法の選択に役立つ図化を進めて下さい（参考例が図 3-22）。ま
た、伝承スピード対策に有効な対策の検討を進める必要がある場合は、表 3-3
を利用して、今後の対策を整理して下さい。

各種技術伝承対策の位置づけと評価記入表
高

トップ方針・関心の高さ

中

低
低

費用対効果

高

表 3-3 技術・技能伝承教育の見直し検討表
No.

対象項目

現状の問題点

【注釈】本設問には解はありません。
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今後の対策（アイデア）

【まとめとして】

技術伝承に関するチェック事項
項

目

１

技術伝承の対象となる職場の問題の抽出は済ませたか

２

人と技能とレベルの関係を表にして、技術伝承教育を進
める体制とレベル向上対策の見える化を図っているか

３

技術・技能伝承対策が出来ない場合の影響を金額面でも
明らかにし、他職場と連携をとり、問題～対策の形で上
司に示しているか

４

生産都合を配慮し、特に技能伝承が難しい仕事を持つ方
を、ある期間、担当する仕事から外して出る影響を確か
めたか

５ 技術伝承の内容を分析し、将来、自動化や IT、技術改善
で対応可能なものと、教育訓練が必要なものを区分し、
対策を計画しているか
６

難技能伝承対象に対しては、継承対象の人を選定し、目
的や研修内容の提示と共に、納得の行く話を済ませたか

７

人には健康や人生観、家庭の事情などで、やむなく離職
をする方が出る恐れがあるが、この種のバックアップを
準備しているか

８

技術・技能伝承教育が会社(工場)で正式に位置付けら
れ、被伝承者にもその意義がわかる内容になっているか

９

新人確保や定年延長を含め、被伝承者が技術・技能を伝
承するメリットを感じるような体制や環境、評価などの
体制構築や目標管理など、人材育成、やる気づくりの環
境面の対策が整っているか
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チェック欄

第4章
４－１

目標管理の進め方
現場管理を効果的に行うための目標と指標

（１）製造現場力向上に必要なベンチマークについて
目標管理の重要性は第 2 章・図 2-16 や、第 3 章・図 3-19 で解説した通りだ
が、「目標無ければ管理なし」という言葉があるように、また、かの有名なド
ラッガ－博士が『管理の基本』として、① 目標を設定すること、② 組織する
こと（個々人の役割を決める）、③ 動機づけすること、④ 評価することと並
行して、⑤ 部下を育成すること、としている内容は、P-D-S システムを利用
して、個人と生産現場のレベル向上を進める面で極めて重要な意義を持つ。で
は、以下に、総合的な目標管理～職場改善の目標、そして、個人育成のための
目標設定というように、段階的な目標管理の進め方について整理することにす
る。
まず、企業だけでなく、米国再生に目標管理が効果的に活用された例を紹介
することにする。図 4-1 は MB 賞で有名になったベンチマークを示したが、
1980 年代、米国は不況、しかも、品質を始め、日本製品に大きく水をあけら
れる状況だった。失業者も多発、日本製品に対し、穴を掘って叩き壊して埋め
るジャパン・バッシングや輸入規制を進めたが、本質的なモノづくりの内容を
変革しなければ米国のモノづくりの再生は無いことが判明した。

ＭＢ賞のベンチマーキングと評価点設定
（ＭＢ：マルコム・ボルドリッチ氏の略称）

米国の企業と経済建て直しのためレーガン大統領の時代に、世界中より米国に最も
向く、また、目標にすべき例の調査と課題の整理を探索した。参考にしたのは1985年
ヤングレポート、 日本のゼロックス社が当時は題材になった。

評価７項目 最低６００点以上が受賞対象
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

リーダーシップ
情報分析
戦略的品質計画
人材活用
製品・サービス品質保証
品質実態
顧客満足（ＣＳ）
合

計

９５点
７５点
６０点
１５０点
１４０点
１８０点
３００点

高品質＋ＣＳ
高品質＋ＣＳ

１，０００点

図4-1 米国再生に活用された目標管理の要点
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このため、時の大統領が国家施策としてMB賞を設定、「産業界のノーベル
賞に相当する」という位置づけをして産業界に達成努力を願った。要は、図
4-1 の各項目に達成レベルと評点をつけ企業にチャレンジを促したわけだった
が、1990 年代に、見事、自動車を中心に復興を遂げた。この種の内容は、分
野が異なるが、技術開発にも見られる。マスキー法などはその例だが、自動車
の排気ガス規制に目標を設定し、各国に達成を促したことがあった。日本車は
この目標を見事に達成！このため、現在に見る快進撃を世界で行い、日本経済
を大きく躍進させる例を具体化させた。今後、地球環境問題が厳しくなる情況
にあっては、CO 2 問題の目標設定も、世界的には、同じような努力がなされる
ことが期待されている。
話をモノづくりの現場に戻すが、将来の職場全体の革新に当たっては、
未来（理想）－現実＝改善ギャップ（中期計画として目標設定）
の算式を活用して、改善に当たることが重要である。このためには、図 4-2 に
示すような作戦地図の活用をお勧めしたい。詳細は図 4-3 となるが、まず、重
要なことは、中期目標を定量的に設定する。この数値目標達成には状態目標が
必要になるが、例えば、業界一流の目標として不良・クレームゼロ、生産性は
○円/人・月、生産リードタイム○日などのように定める。そして、次に、数値
換算をあげるための状態目標を定め、世界一流を 5 段階の最高レベルとし、現
状がどうで、どこまで高めるか？というベンチマークと共に、人材育成を図
り、中期達成へ努力する段階へ進む方式である。
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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。

数値目標の設定

①

状態目標の設定

⑥
⑤

中期計画具体化
ステップの設定

④
⑦

③

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

中期体質革新計画

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

ベンチマーク具体化のための
チームフォーメーションの策定

御社
事前検討
ご準備資料

中期計画
具体化策
まとめ
注釈：○Ｎｏ．は手順を示す。

JMA提供
一流企業情報

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

図4-2 中期計画実現とベンチマーキングＭＡＰ化対策
図 4-3 は別添の資料でお願いします。
（ｐ．１０３と１０４は別紙を追加してください。）
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（２）製造現場で使う指標と企業全体の指標の関連について
具体的指標は各社の事情で異なるが、関連づけを図 4-4 に示した企業全体の
指標は BS（貸借対照表）、PL(損益計算書)を始めとし、付加価値生産性や労
働生産性など、マクロ的な指標が管理項目として各社で活用される。だが、こ
の種のマクロ指標と、製造現場で活用する指標、例えば、設備稼働率、不良や
手直しなど、実務的な指標との関連づけを第一線監督者の方々は正確に把握し
て、部下にも説明が出来ることが重要となる。さらに、各人が何をすべきかを
数値目標として示した上で、目標達成に組織的な活動を図って行くことは、製
造現場力の向上対策面で重要な要件となる。
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生産性指標のあり方：マクロ → ミクロへ
企業（会社全体・工場全体）の指標：

世界一流目標

総資産利益率、一人あたり利益、総資産回転率・・・・ を目指す！

セミ・マクロ活動指標：
歩留・不良率、製品～販売リードタイム、一人当たり生産性、製品毎限界利益・・・・・
工場間・他社
比較

貢献

活動指標（具体的活動指標と言われる内容：マクロに対するミクロ指標）：
設備稼働率、生産達成（目標・実績／差異）、標準時間回収率、不良・手直し個数、
多能化率、ラインバランス、仕掛数、適正在庫差異、・・・・

生産活動の
良否や目標
達成を評価

図4-4 各種経営マクロ指標とミクロ指標の連携化
そこで、具体的に現場管理に活用する指標の例を表 4-1 に示した。なお、更
に目を未来に向けて企業を見た場合、目標設定～対策のイメージは図 4-5 のよ
うになる。すなわち、未来へ向けた対策に向かうわけだが、このように、経営
目標の一翼を担う第一線監督者の方々の仕事は重要な位置と役割を持つ。この
ため、多くの企業では、第一線監督者を第一線経営者と名づけて企業で活躍願
う各種の対策を図ってきた企業は多い。
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表4-1 一般的な製造現場で使う活動指標の例
項

目

代表的な指標の例

１，品質向上指標

・ 直行不能率＝（廃脚不良＋手直し）／投入生産数・量
・ 不良損金率」＝不良損金（機会損失を含む）／売上高
・ 社外クレーム件数＝クレーム数（金額）／過去最低レベル（金額）

２，設備生産性
指標

・ 時間稼働率＝（有効稼働時間（不良ゼロ））－無効時間）／操業計画時間
・ 速度稼働率＝理論サイクルタイム／実際のサイクルタイム
・ 設備有効稼働率＝時間可働時間×速度稼働率
可働：必要な生産要求品があり、動かすべき時間
・ 微小停止率＝微小停止実績／目標値

３，ライン稼働率

・ ラインバランス率＝全工程実績ﾀｸﾄﾀｲﾑ合計（WFﾍﾞｰｽ）／（工程数×
ネック工程（最高）のサイクルタイム
・ ライン自動化率＝自動化工程数（時間）／全工程数（時間）
・ 物流自動化率＝つなぎ工程の自動化数（時間）／全工程数（時間）
・ 段取時間率＝（段取時間・実績×回数）／（目標時間×回数）

４，リードタイム

・ 在庫・仕掛率＝（在庫・仕掛工程×個数（時間））／生産正味時間
・ 在庫日数比率＝（在庫・仕掛期間）／（業界・社内同種最高値（期間））

５，人的生産性

・ ＳＴ（標準時間）達成率＝理論ＳＴ／実績工数
・ 作業パフォーマンス＝出来高工数／（就業工数－除外工数）
・ 総合パフォーマンス（時間当たり生産性）＝出来高工数／就業工数

市場のニーズに
合った製品の提供

企業
理念

レベル向上程度

中期経営
計画

来期活動
来期活動
来期活動

改善・革新
活動
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成
戦略立案

今期予算
達成活動

改善・革新
活動

前期実績

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編成

戦略立案
時間の経過

図4-5 中期経営計画と、毎期の予算達成
活動のイメージ(ローリング計画と呼ばれる内容）
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４－２

ISO の規定を含めた、全員参画目標達成システム構築

（１）工場における毎期の総合目標展開法について
組織で活動する企業は団体スポーツ競技チームに似た点が、多く見受けられ
る。ある書に、「一人では何も出来ない、だが一人が始めなければ何も始まら
ない。」と、ある著名な方が話された話があったが、この言は第一線監督者の
仕事にもそのまま当てはめることができる。その理由は、優秀な監督の存在
と、優秀な選手の努力がチーム優勝に大きく関与するからである。では、さら
に、以下、この種の内容を参考に、全員参画による品質改善目標達成活動をい
かに進めるか？という具体的対処に内容を移すことにする。
この取り組みに『上から下まで火の用心』では困る。やはり、「火の用心」
という総合目標は個々に展開、活動可能な内容にして、本当の火の用心実現に
向ける活動が存在すべきとなる。これは資源の有効活用（全員参画による品質
改善活動）は ISO9000 シリーズなど、マネジメント・システムを具体化して
行く上での重大テーマのひとつだが、この対策に、JMA で活用してきた TP 展
開法（総合生産性優秀賞の具体化で用いてきた目標展開）、図 4-6 を適用する
ことは極めて有効である。その理由は、目標展開～全員参画改善の手順が
ISO9000 シリーズに規定されている内容そのものを示しているからである。
現実的な全員参画
目標達成ステップ

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。

2,目標展開
3,施策の選定
と資源の配分
4,具体的改善活動
5,成果の創出と確認
用

リンク

適

【産業界の評価】
JMAのTP展開法は、ISO9000sが紹介される
18年も前から日本の優良各社とJMAで研究
されてきた内容だが、ご覧のように内容は
全く同じであり、ある意味、ISO9000sの具体
策を示す内容である。

1,総合目標設定

JMAのTP展開順序

図4-6 ISO9000sの全員参画目標達成要求と、
JMA・TP展開図のステップの比較
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総合目標展開と全員参画体系の「見える化」は、各人の活動範囲や目標と総
合目標の関連、更には貢献度の明示といった面で極めて重要な対策だが、その
具体的な展開手順（ＴＰ：総合生産性目標達成のための展開手順）は以下のよ
うになる。
① 総合目標を定める。
② 具体的に仕事のプロセスや組織に展開し、各所の課題、小目標と整合
を図る。
③ 各目標と課題に対し、最良・最速の問題解決手法をガイドする。
④ と②と③の内容をマトリック化させ、必要なところに必要な手法と対
策を登録する。
⑤ 具体的活動を図り成果へつなげる。
では、この具体化は？となるが、総合目標展開と全員参画体系の「見える
化」の展開内容を図 4-7 に示し、総合目標設定を設定した後、目標展開～全員
参画を目で見る管理で進める方法解説することにする。

【手順１ 総合目標設定】

革新目標

Ｐ

（１）総合目標設定

（５）成果
の創出
と達成

（２）目標展開
施策ガイド
（３）
施策
ガイド
↓
施策
の
選定

施策

Ｄ

（４）具体的
活動

施策
施策

施策

施策

施策

Ｃ

施策
施策

施策

目標達成状況をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
個別目標と個別課題

図4-7 全員参画目標達成活動に活用する
ＴＰ展開図 (基本形）
まず手順１だが、トップダウン要請という形で総合目標が設定されると、こ
の目標を下位に展開する対策に入る。大切な点は、仮に目標を各部門に一律に
展開しても、実際に、各プロセスや個々の部品などが持つ課題を明確にし、そ
れと連動させなければ掛け声だけに終わってしまう。そこで、手順２に示した
ように、TP 展開図においては、各プロセスや設備、部品などが持つ課題を、
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まず洗い上げ、解決した時の見積りを図りながら、まず、下位へ目標を展開展
開する。次に、各工程で内容を審議し、今度は上位に積み上げ、総合目標との
整合を図る手続きをとるが、この手続きを『トップダウン＋ボトムアップの整
合』と言うが、このような処置により、両者の整合と共に、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が明確になるが、
そのイメージは図 4-8 のようになる。

各工程、職制の
個別目標と個別課題

【手順２】 総合目標の展開
（１）総合目標設定

ボトムアップ提案

相互調整を図る

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。

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。

目標展開はまずトップダウンで各職制や工程に展開する。つぎに、各職制やプロセスでは
課題と達成した時の数値目標を見積る。この内容を今度は、上に積み上げ、（１）の総合目標
と整合する。１度でこの整合が図れない場合、このような手続きを数回行う。

図4-8 ＴＰ展開図による目標展開～整合の進め方
つぎに、手順３に入るが、ここでは、「展開された目標をいかに効率よく進
めるか」という手続きに入る。この対策には、図 4-9 で示したように、用意さ
れた問題解決手法を提示し、関係者に選択していただく方式が有効である。即
ち、各職制や工程、製品毎に設定した目標に対し、具体的な有効、かつ、効率
良い問題解決手法を選定し、具体的施策にして活動へ向ける対策を適用する。
なお、この具体化のイメージは図 4-9 の左側に示した施策ガイドの提供という
形になるが、マトリックスの右側の縦軸に示した施策ガイドという形で、
IE、QC、VE、JIT、・・・・といった各種改善手法や、IT～製造技術革新な
ど、多くの改善手法を提供してゆく検討を進めるわけである。具体的な対処と
しては、図の右端の工程を例に示したように、例えば、この工程の改善目標値
を 100 とした場合、縦軸に改善手法を割り付けた問題解決手法を利用して、
目標値 100 を越えるまで改善具体策を探って行く対策を進める。また、この努
力により、その企業が持つ一番効果的で、スピーディーな対策手段を､個々の
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プロセスや職場が定めた目標達成の対策手段として示す対策を進める。

（１）総合目標設定

改善は顧客と
企業の宝
です！

（２）目標展開
施策ガイド
（３）
施策
ガイド
↓
施策
の
選定

課題と目標値例：１００

（４）具体的
活動

施策

施策

施策

３０
施策

３０

施策

４０

施策
施策

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。

図4-9 TP展開図による施策ガイドと施策の具体化
ここまで TP 展開図の作成手順を解説してきたが、ここで、立ち止まり、な
ぜ、このような図をわざわざつくる必要性があるのか？という内容について解
説することにする。このような図をつくる意義は、全体と個々の役割を一元的
に表示し、個々の改善が、全体のどこに、どのように貢献するかを示すためで
ある。このことは、サッカーや野球であれば、個々の選手のポジションと役
割、貢献度を正しく知った上で試合に臨む姿に似ている。人は役割分担と、果
たすべき使命を知り活動すると、また個々の努力と成果が確実にチームの勝
利、得点に貢献していることがわかと、2 倍以上の力を発揮するそうである。
このように、現場の一人ひとりが、目でみて、自分が着手するテーマがどこ位
置づけられ、何をすれば、また、何にどの程度役立つか、という内容を貢献度
という形で知ることは、スポーツでいうなら、勝つための役割、使命を知り行
動する内容に似ている。これは、生産現場においては、顧客志向のものづくり
や改善活動を全員参画で進める上で極めて大切な対処である。なお、この種の
作戦地図はワンペーパーであることが望ましく、作成後、全員が見ることがで
きる場所に表示することが多くの企業で行われてきた。この後は説明するまで
もなく、手順４～５に示した、各施策の実行～活動成果のフォローとなり、そ
のイメージは図 4-10 のようになる。
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（１）総合目標設定

各種ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実行

（２）目標展開
施策ガイド
（３）
施策
ガイド
↓
施策
の
選定

課題と目標値例：１００

（４）具体的
活動

施策

施策

施策

３０
施策

３０

施策

４０

施策
施策

手順４になるが、不良対策を例とすると、改善策の
実行は５Ｗ１Ｈ方式で担当を決め、現場･現物主義
で、１問題→１原因→１対策づつゼロ化を図るﾒｶﾆ
ｽﾞﾑ解析と事実情報を整備して行う。作業改善、
設備改善、・・・・・などのムダ排除対策も同様の
方式で運用する。

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
問題（1問題→1原因→1対策検討）
なぜ？
解析１ 比較分析 原理図化法
問題→問題
問題（課題→対策検討）
↓
原理と
なぜ？
問題→問題
あり←なし
時間分析 改善案
原理と
なぜ？
↓
あり←なし ﾒｶﾆｽﾞﾑ
なぜ？問題→対策 ﾒｶﾆｽﾞﾑ
↓
なぜ？
原理と
↓
・ ↓対策と成果（実証内容）
ビデオ
ﾒｶﾆｽﾞﾑ
・ ・ なぜ？
対策と成果（実証内容）
・ ↓
・ 対策と成果（実証内容）
・

品質対策を例にして

図4-10 目標展開～改善実践活動の状況
【参考事項】BSC（Balanced Scorecard）
目標展開図を改良した形で多くの企業が活用している手法に BSC がある。
この手法は 1990 年後半頃から多くの企業で活用され、今まで、多くの改善手
法やマネジメント体系を総合化して企業の活動効率をあげるために開発された
経緯があった。図 4-11 にその要点を示すが、図の左上に示したように、当
時、各社とも、導入した多くの改善手法、マネジメント手法で混乱状態にあっ
た。そこで、「ジグソ・パズルの一こまを加えて、その種の混乱を整理して下
さい。新たな手法投入を強いるものではありません」という形で、まず、①自
社のビジョンをはっきりさせ、中期計画を立て、経営目標を定める。次に、②
SWOT 分析、すなわち、強み（Strong Pints）を伸ばし、弱点（Weak
Points）をカバーすることにより、チャンスに乗って（Opportunity）活動を
進め、企業に押し寄せる脅威(Tread)を減らす、という視点で、全ての活動や
手法の適用方法を見直す。その後、その具体策を、③財務／顧客／人材開発／
モノづくりや、市場対応に合った管理システムという業務プロセスという 4 つ
の視点で、目標、取るべき行動、達成水準を定めて、④実行し、⑤フォローア
ップする構成を示している（以上の内容を一覧化した作戦図をつくる方式が
BSC である）。
BSC を実務的に展開する内容は、先の図 4-7 と全く同じである、その状況
は図 4-12 のように示された例があるが、要は、この４つの視点で具体的に企
業が各種導入手法を目的思考で整理するやり方が多くの企業で賛同を受け、広
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まった例である。このため、図 4-13 のような図が BSC を活用する視点とし
て、実際に BSC 導入企業から紹介される例が相ついだ。皆様には、この種の
内容は、今後も多くの方式が書籍などに紹介されるが、全て、先に示した図
4-7 の内容を使う中身を示した例と解釈し、個々の目的に合わせた効果的な目
標展開図の作成～活用をお願いしたい。
不足不部を充足

ミッション

戦略MAP：戦略目標を線で
結び、目標間のつながりを
明確にしたMAP、上から
①財務、②お客様、③業務
ﾌﾟﾛｾｽ、④人材と目標項目
を並べ、それらの因果関係
の連鎖をつかむ。

戦略ＭＡＰ
のイメージ

①自社のビジョン

KPI： Key Performance
Indicator

KPI
評価指標

②SWOT分析
などの裏付け
ＣＦＳ
重要成功度

③ＢＳＣの４つの
視点で戦略ＭＡＰをつくる

CSF：Critical Success Factor

財務の視点
目 目標 ｱｸｼｮﾝ 達成 ﾌｫﾛｰ
標 値
水準

⑤フォロー
アップ

④ 目標達成活動
Plan
Ｃｈｅｃｋ
ＣＦＳ

ＫＰＩ

人材の視点

お客様の視点

目 目標 ｱｸｼｮﾝ 達成 ﾌｫﾛｰ
標 値
水準

Do
基準

Action

ＢＳＣ

目 目標 ｱｸｼｮﾝ 達成 ﾌｫﾛｰ
標 値
水準

業務ﾌﾟﾛｾｽの視点

重み

目 目標 ｱｸｼｮﾝ 達成 ﾌｫﾛｰ
標 値
水準

財務
お客様
業務ﾌﾟﾛｾｽ
人材

図4-11 ＢＳＣ（Balanced

Scorecard
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）の構成と狙い

財務の視点

企業価値・健全性の向上
売上・利益率向上

資産回転・ＣＦの向上

顧客の視点

固定客の増加

売上・ｼｪｱｰ
の伸長

高付加価値
新製品の提供

新規顧客の増加

顧客満足度増加

業務プロセス
の視点

不良・クレーム
ゼロ・事前検討
システムの充実
（先手管理）

人材と変革
の視点

３年で倍の
力量向上
ストーリー
の明示

技術・投資力の向上

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
力向上

Ｑ・Ｃ・Ｄ面・ｻｰﾋﾞｽ面の向上

目で見て判る
目標展開～
活動貢献度が
解る仕組みの運用

超一流企業化
対策計画への
システム革新

目標管理
ﾁｬﾚﾝｼﾞ
＋
ﾌﾞﾙな
個人の人生観 企業風土
一体化対策
づくり

国際的に
１人で３倍
の仕事を
こなす力量醸成

変種変量
対応
ＶＯＣ対応
力の向上

ﾀｰｹﾞｯﾄ
ｺｽﾄへ
ﾐｰﾄ

変化対応業の
要素・ＳＣＭ・ＩＴ化
技術手段の充実

ナレッジマネジメント
と短期にテーマを
達成するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
の運営

図4-12 BSCを展開し、企業で活用する要点を示す例
活動が手に取るように見え、
目標への制御がコックピットのように可能

早く
一体となり
前進

ＢＳＣの特徴としたい内容
ＢＳＣの特徴としたい内容
Ｎ
ｏ．

活動１

活動Ｂ 活動イ

活動２

活動３

活動Ｂ

活動イ
活動４

移行

ベクトル統一
目標達成方式

理想へ
理想へ

バラエティ
目標達成方式

活動４
活
活動１ 活動イ 活動ロ 動Ａ
活動Ｂ
活動３
活動２

項

目

解

説

１ バランス

定量－非定量、短期－長期、内部－外部、原因－結果
などの項目を明示、区分し、その関連も明確に示し、
業績４つの視点の各項目のバランスと関連を明示する。

２ 長期視野

理想－現実＝改善ギャップの視点で現状から将来目標
達成ストーリーを明確化する。

３ ビジョンの
具体化

「上から下まで火の用心」式、お題目目標管理にさせな
いためトップダウン＋ボトムアップテーマを具体的にすり
合わせ整合した内容を一覧化させた『行動作戦地図』と
して示す。

４ 因果関係

個々の戦略目標と総合目標の関係をすり合わせ、目的
－手段－具体的施策の関連づけを行い。何を行うこと
が具体的目標達成と貢献値になるかを明確化する。

５ 指標管理

現状把握に伴いＳＷＯＴの内容を明確にし、数値目標，
状態目標に分け、５段階のベンチマーキング化を通して
達成状態と良い点を伸ばし、欠点を消す方式を運営す
ることにより、特徴ある活動とレベル向上を一体化する。

６ コミュニケー 情報共有・一体化を活動を支援するシステムとし、活動
ション

の良否と進捗の今が早く,楽にビジュアルに知る方式を
運営する（ＩＴ活用を含めた「目で見る管理」の応用）。

図4-13 ＢＳＣの特徴としている内容（A適用例）
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部下育成と目標管理

（１）多くの成功を得てきた目標管理に見る要点を整理すると
昨今、目標管理は人材育成のツールとして各社で見直しが図られているが、
そのきっかけとなる話を、天理大学の教授をされておられる原田隆史先生の方
式の紹介を通して紹介して、目標管理を活用する要点を整理することにする。
なお、以下に示す方式は、過去、多くの企業で行ってきた。半年に 1 回程度、
目標管理シートを部下から提出させ面接する方式ではない。原田先生が紹介し
た方式は、日々管理と共に、指導者と部下が交流する道具に目標管理を活用し、
中期の目標を段階的に達成させる方式であることにご注意を願いたい。
原田先生は大阪の松虫中学をスポーツ名門校にしたことで知られる先生であ
る。松虫中学は「遅刻や早退などをする生徒が多い問題校だった」だった。だ
が、先生は、生活指導を中心にした指導で立派なスポーツ名門校に育てただけ
でなく、勉強面でも優秀な生徒を多く出し、多くの有能な教師を輩出した方で
ある。先生に出会った生徒の多くは「良い教師にあって自分の可能性を引き出
していただきました」と、感謝を持ちながら社会人として活躍する方々も多い。
このような実績もあり、2006 年 6 月現在、4,000 人もの企業人々の指導をして
きた。そこには、コーチング技術を実務面で活用する内容が多いので、ここに、
その要点を紹介することにする。
原田先生は生活指導を含めた体育教師である。2～3 の中学校の体育指導を経
て松虫中学へ転任されたが、はっきり言って、この当時の松虫中学は生徒の素
行に問題をかかえていた。テレビドラマの金八先生ではないが、先生は果敢に
生徒の素行の改革に当たった。そんなある時、遅刻した生徒を廊下に座らせお
説教したことがあった。すると、早速 PTA が乗り込み「暴力教師！」というこ
とで、正面から生徒の親御さんとのの対決となった。この時、先生は「子供が
このようにしつけが出来ていないのは、あなたがた親の責任です。恥ずかしい
と思いなさい！」という発言と共に、「3 年以内にスポーツ関係で日本一にして
見せる。生徒を任せなさい。もし、それが出来なければ私を首にしなさい！」
ということがきっかけとなり、松虫中学校の改革が始まった。
先生の生徒育成方式は、
『自己目標管理方式』だった。また、先生の指導は陸
上競技だが、自分で競技を選ぶ、目標を自ら定めるが、特徴は、①最高の目標、
②中間の目標、③絶対に達成できる目標の三段階方式を用いている点にある。
目標はワンペーパーに宣言する形で記載し、この目標を管理する形で個々人の
練習が開始する方式だが、②の目標は毎日の細かい目標に分解され、より具体
的課題に分解され、期限と目標の内容を日々管理方式でフォローする点を特徴
とした。そのため、生徒は、毎日、日記をつけ、先生がコメントを加える方式
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を運用された。この方式と運用は、先生が教えたことをメモする。自分の練習
で得た内容や反省をメモする。ライバルの試合で観察した内容、特に取り入れ
るべき点をメモする・・・といった内容だが、正に、P-D-C＋日々管理＋日々成
功体験を得た内容を教師がフォローするといった日々管理方式だった。
この方法は、一見、手間と時間がかかる方式である。だが、この方式の運用
で 2 年活動し、県大会では 1 位は取れるようになった。しかし、この時点で、
まだ、日本で 1 番という状況ではなかった。要は、約束の 3 年に対し残り 1 年
が課題となった。そこで、先生はありとあらゆる一流選手や監督者が書いた書
や文献、剣豪の極意書などを研究した。ここで気がついたことは「一流選手は
指導者の前では絶対、練習に手を抜くことはない」また、
「一流スポーツ選手は
マナーなど人間的に生活面でも一流になる努力をしている」という生活指導面
の強化だった。そこで、先生は「家庭で何でも良いから、自分で決めた手伝い
をする」というタスクを個人目標に加えていった。練習という技術面だけでな
く、お手伝いレベルで良いから自分が決めたお手伝い、即ち、「皿洗いをする」
「掃除する」といった内容を実施したのだった。この取り組みを始めてから、
生徒は「おれ、今日も皿洗いやりました！」といった電話が鳴り止まなかった
そうであり、その結果は大きかった。3 年目に 13 名もの日本一を輩出したから
である。
この取り組みをした生徒お一人の言だが、「練習は皆が一生懸命やる。かつて
は、疲れて帰って寝るだけだった。親にも、
「疲れた、こんなにやってきたのだ
からよろしく」と言った気持ちだったが、自分で決めた手伝いをしてみると、
止めたいと思ったことが度々あった。だが、自分で決めたこれを続けるか否か、
即ち、本当につらいと思った時に障害を乗り越えなければ相手に勝てるわけが
ない！と思って手伝いを続けたことが、全国優勝を得た基となったことを学ん
だ」と、テレビで語っていた点は印象的だった。先生は「一流選手は絶対に選
手を一流にする」と心から思って努力する指導者がいなければダメだ！」と言
っておられるが、世界一流の人材育成方式がここに活かされ、しかも、実績を
出しているから、多くの企業が学ぶ内容となっている状況である。
ここに示した目標管理は、産業界では、日記をつけ、自分で定めた目標を、
日々、自分で確認しながら自己育成を自ら戦略的進める方式であり、オリンピ
ック選手が金メダル取得に努力する形態に似た有効な内容が多い。このため、
製造現場における目標管理に応用が広まり、第一線監督者が日々の生産活動の
中で、部下に目標を設定願い、日報作成の中に部下育成の要素を明確にし、仕
事を通して部下育成を図る運用を加え、原田先生の思想を加味しながら運用す
る方式が産業界に広まっている。
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（２）職場全体の目標展開と個人目標のつなぎについて
職場全体の目標と作業者個々人に目標展開した一般形を図 4-14 に示した。な
お、この種の目標管理で注意すべきことは、単に強制的に目標展開するのでは
なく、関係者（アウトソースを含め）目標達成について、よく話し合い、納得
とチャレンジを得た運営を図る事に尽きる。このような運営を図った後、全員
参画で進めることが、この種の目標管理を見える化と共に進める要点にある。
この図は、そのような前提で運営すると共に、目標達成は上司の責務という形
で部下を指導する運営を図り、人の力量向上が目標達成を具体化させるという
人づくりの精神で活用を図っていただきたいと考える。なお、そのような対処
がこの図の活用の背景にあれば、多くの企業で示されてきたように、部下は自
分の役割と責任、貢献度がわかり、大きな努力を図る期待が増し、職場の人間
関係も良好になるはずである。
ワンペーパーで示す、一般的な「目標管理」はVEの機能系統図に見る形で職場目標を
職長目標の形で示し、以下、班長、作業者へと展開して行く。なお、単に目標を示すだけで
なく、職長目標達成責任がかかっているため、職長は班長を指導しながら目標達成の到達
を確実にする。また、班長は作業者とコンタクトして、目標達成のための指導をしながら自己
目標(責任）達成と、共に、仕事の改善を通して部下育成を日常活動の中で図って行くという
形態を進める。以上、職場に下図をかかげて役割、担当、職場改善への貢献度と進捗を
知り、活動する方式が一般的な「目で見る管理」による目標管理である。

職長目標

班長目標
課題A

目標：
生産性○○up

X班長
職場＝F職長目標

作業者の目標
作業者Aさん

課題１

作業者Bさん

課題２

作業者Cさん

課題３

作業者Dさん

課題４

作業者Eさん

課題５

課題B
職場の総合目標
①生産性15%up○○まで
②故障ゼロ＋スピードｕｐ
10%
③不良・手直しゼロ
○○まで

Y班長
課題C

Z班長

例：設備故障ゼロ
自主保全○○
停止時間の減
（期限○月○日）
・・・・・・・・・
・・・・・・・
例：標準時間○分
低減

作業者Fさん

課題６

作業者Gさん

課題７

例：○○技能習得
不良ゼロ化

作業者Hさん

課題８

・・・・・・・

図4-14 目標管理図の一般形
次に重要になることは、職場全体の目標管理から、今度は個々人の目標管理
の具体化である。そこで、この代表的な様式を表 4-2 に例示した。この表は日
報などで毎日の仕事の記録と目標達成状況をフォローする表紙につける様式で
あり、上司が部下を指導する内容を示している。特徴は、①当面達成すべき目
標を示し達成努力をご本人に願う。②最終目標を示し、①の達成の次に狙いと
する中間目標を記載する。③この目標達成と共に、部下の人間力向上を、この
目標管理と共に進めるため各種評価項目とチェックポイントを例示した内容が
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示されている点である。
表 4-2 Ａ社で用いてきた個人目標管理表の例（評価は 10 点法）
氏名

面接実施日時

記録者（印）

本人の目標（①1 月以内、②3 ヶ月以内、③1 年以内に達成の 3 段階に分けて記載する）
達成状況

No.

評価項目

チェック・ポイント（参考）

評点

評価の理由

・仕事への適正と努力の程度
1

資質と態度

・態度、まわりとの関係（出勤状況）
・はっきりした意見を持ち、自主的に
行動
・生産・品質・改善目標達成の理解と

2

責任感

責任
・仕事への誠実さ、軽薄さ、曖昧さの
有無
・質問に対して的確に答える能力とレ

3

知識と
表現力

ベル
・立場、持ち場の理解と勉強態度
・関係者とのコミュニケーション、表
現力

4

組織との
協調性

・他人との協力度、融和性、組織の一
員として役割を果たし、能力を発揮
しているか
・資格取得などの努力内容と程度

5

自己啓発

・多能化努力、専門技量の早期達成努
力

6

その他
総合評価

・組合、行事などへの協力度
・家庭、友人、健康状態など
1～6 の項目に目標達成内容を入れ評
価する

上長意見（査定者の上司の意

今後の本人への指導ポイント

見）
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最終判定結果

表 4-2 に原田先生が示した方式と似た、A 社における人材育成方式を示したが、
原田先生の日々目標フォロー方式は、確実に多くの企業で実績を出しているた
め、多くの企業が学ぶ内容となっている。この意味で、この目標管理シートは、
半年や 1 年に 1 回の面接で指導する程度でフォローする方式は別ものであるこ
とが判る。すなわち、これらの手法を適用して成果を得る要点は、目標達成の
ため、小さな目標と実施事項を決めてもらうことであり、自力がつくまでフォ
ロー～日々指導となる。すなわち、目標管理とは別に、日記でも書くように、
日々、日報と共に記載願い、数日単位で簡単な達成報告、成功内容を褒め、成
功の積み重ねが次の目標達成のドライビング・フォースとなるフォロー（支援）
が必要になる（この種の指導者の対応を、専門用語では『ラップ（経営）管理』
と言うそうである）。
これに対して、指導者が最終結果だけを見て結果を評価する方式は、相手の
方は「あの方は結果の良否だけしか見ない」と解釈し、目標管理は単なるお飾
りに終わることになる。要は、
「被修得者の努力や苦労を知らない人である。プ
ロセスが結果を左右することを知らない管理者は苦労を共にしない冷たい人
だ！」となるからである。人は自分が認められ、自分の努力の確認と成果達成
の確信を他人から聞くことで伸びるが、図 4-15 に見るように、この種の内容は
マラソンを始め多くのスポーツ・コーチの努力に見る通りであり、製造現場に
おける仕事の伝承や指導にもそのまま当てはまる内容である。
送り手

受け手

高い理想と問題意識
あこがれや不安

実現への期待・危機感

（何かやりたい気持ち）

（企画内容、具体化への筋書き）

（失敗と不安の体験や強い反省）

事例と成果（理論の実証や経歴など）

情報共有化

溝

精細な現状分析~変革の具体策

成功イメージと探求の行動
問題解決に悶々とする日々の経過
（解決への期待や何らかの探求活動）

明解な方針と目標の存在

P-C-C管理

納得・合意

団結

ベクトル合わせと
役割分担の設定

成果創出

困難克服~目標達成努力

図4-15 やる気のあるリーダーが関係者を引っ張る原理
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モチベーションの原理と対策

モチベーションの研究は古くから行われ、
「目標管理とモチベーションは大き
な関連があり、相互に作用することにより双方共にレベルが向上する」という
内容が報告されている。図 4-16 はその内容を示す例である。図に示されたよう
に、まず、モチベーションは個人に関与する内容であることがわかる。そして、
モチベーションは人が何のため、何を行うべきかがはっきりした時に高まり。
管理者は、その達成を、時には叱咤激励するが、その基本は援助であり、誉め
て育てることがチャレンジを促す有効策とされている。逆に、左下に示すよう
に、相手に理解されない援助や刺激、褒め殺しのような行為は好ましく無いわ
けだが、これにも増して、失敗の責任を部下に押しつける行為や、経過や努力、
問題解決プロセスを無視した結果だけの評価、すなわち、アメとムチの管理は、
部下にとって管理者への信頼を失う行為につながることを注意している。この
ような意味合いから、モチベーション喚起には、目標を段階的に定め、やる気
を誘因することにより、よりチャレンジしがいのある対象へ向かってもらうコ
ーチ力が指導側に立つ管理者に求められる行為となる。

モチベーションという言葉はラテン語のmovereであり、眼前に目標や目的があり、
それに向かって何かをするという意味である。
【特徴】あくまで個人で解決すべき内容である
① 目標（人生・職業上の理想・夢）があること。
条 ② 成功体験や成功可能性があること
件 ③ 何か満足する証があること（報償、名誉、・・・自分が満足する内容）

支えるもの：なぜ働くか？を明確化するべき
目的無く働く人は
ワーカーホリック

【モチベーション低下】
① 理解できない。
② 貧乏くじを引く
失敗と責任の押しつけ
③ アメとムチによる強制
マンネリ（動機づけなく
同じ繰り返しを意味する）

① プロセス毎に満足（達成感）を感じる：数値・記録
動因（達成したい欲しいという気持ち）
×
誘因（欲しいと思わせるもの）＝やる気
② 見て､支えてくれる方の存在（コーチや同朋）

③ 良きライバルの存在（負けたくない！）

図4-16 現場管理とモチベーションが高まる理由
加えて、図 4-17 をご覧願いたい。図の左側は仕事に向かう本人が関与する環
境とモチベーションの関係、また、中央は、その中から目標管理の関する内容
を抽出した内容である。なお、ここで、先に部下をコーチするという内容を示
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したが、この内容はカウンセリングという、悩める部下が持つ問題を病的観点
で診断対策する内容とは多少異なる点にご注意願いたい。なお、昨今、メンタ
ルヘルス対策の問題がクローズアップし、重傷な場合は専門医の力を必要とす
るようだが、そこまで行かないものに対しては、図 4-18 の利用がガイドされて
いるので、必要に応じ、ここに書かれた内容をご参考願いたい。

モチベーションの発生環境

カウンセリング領域

Whatと
Whyの
明確化

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

治療が目的

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

コーチング
の前提

目的は治療
リラックスが
本音の会話

カウンセラーとの交流分析で
相互理解と納得を得る！
健康に活動

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

問題解決

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

図4-17 部下がやる気を起こさせる要素の整理
カウンセリング

相互類似
部分

学校など
基礎教育

コーチング

参考になるカウンセリングの技術

コンサルティング

有用な点
を抽出強化

説得の種類
① 支配的説明
② 同調的、共感的納得
③ 客観的整理
④ 忠告的処理
⑤ 評価的結論づけ
⑥ 説得的方向づけ
カウンセリングにおいては、
相手の性格、環境、理解程度
やレベルに応じて①～⑥を使
い分けて、正しい理解と納得
を得ることを目的とする。

ベビーシッター

援助・
支援

何事も行き過ぎは問題である。
コーチングは本人の自主性、気づき
仕事のウエイトやバランス、仕事の
上で問題を感じた上司がアプローチ
会話を進め、本人に考えさせ、対策を
見いだす援助をすることを主体に行う
活動と考えるべきである。

カウンセリングの手順（ＭＤＣ：Management
Development Course）
①
②
③
④
⑤

アプローチ会話（リラックスさせてから話に入る）。
マイナス暗示を与えない：相手を誉める、立場に同情など
場面構成：会社の実績、環境、本人の立場を話す。
プライドを高める：過去の実績、努力や本人の夢、目標等
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

図4-18 カウンセリングの技術とコーチングの位置づけ
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（３）若者と年配者が持つ特質の理解について
人材サービス会社・シェイク（東京・目黒）の調査を 2007 年 10 月に報じた
記事（インターネット調査結果）によると、入社 1 年で会社を辞めたいと応え
る方が 4 割もいる。その中身は、①上司との関係で不信感を持つため 41.7%、
②何をしたら良いかわからない 46.2%、③上司が尊敬出来ない 29.7%（複数回
答）となっている。分析記事は、
「確かに、若者の忍耐力が低下したが、部下を
育てられない上司の存在」を指摘する状況だが、若者の特質を知った対応が必
要になる。そこで、ここでは、一般論になるが、第一線監督者の方々は、一応
はその種の特質を整理して若手の方とのコンタクトが必要になる。これも一般
論だが、年齢が 3 歳も違うと「今の若い者は！」という言がある。この言葉は
太古の時代から使われてきたが、この言の利用より、読者の皆様には、①問題
があれば本音を聞く大切さ、②夢を育て、目標達成へ向かう支援、③リーダー
として上司が率先垂範で、日常活動の中でお手本を示す行動に注力願いたい。
では、一般論だが、若手の持つ特質（良い点と問題視すべき点）を図 4-19 に、
また、年配者の特質を図 4-20 に例示したので、ご参考願いたい。なお、先に注
意書きしたように、個々人で特性は異なるが、その内容を先見的に知り、良い
点を伸ばし欠点を補う指導がここに求められる運用が重要である。

良い点と評価される点
①自由な発想で行動する。
② 新しいことに対して楽天的、失敗を
恐れない。しかし、冷静に自分を
見ている 。
③ さまざまな個性と生活態度を持つ 。
④ 失敗を苦にしない。発想転換が早い。
⑤ 同じ世代を大切にする
（意外に義理人情的）
⑥一見ふざけているようでも、目的が
ハッキリし、自分の利益になり、
興味ある内容には、信じられない努力
と犠牲を払う
⑦嫌なことでも、意義あることには集中
的に努力する

問題視される点
① 利己的、反抗的、個人的であり
団体活動に同調しにくい。
② あきらめが早い。自分にあわない
ものは手をつけようともしない。
③ 感情的に嫌となると、理由は
ともかく仕事を捨てる。
④ まじめに物事を考えない。
その場しのぎや、重要な内容
でも責任感を感じない。
⑤ 常識を逸脱した行動を平気でとる。
⑥ あまり深く物事を考えないで
行動する（決定する）。
⑦ 理論性に欠ける発言や行動が
多いが、反省は少ない。

図4-19 一応はﾁｪｯｸすべき若者の特質とされてきた内容
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良い点と評価される点
①年齢に培われた経験が蓄積されている
②人脈が厚い。したがって、思わぬ情報
を持っている 。
③少しくらい失敗したからといって
動じない 。
④理論だけに走らない。慎重に事を
進める 。
⑤責任感が強い。信念を通す
（こだわりが成功を導く）
⑥実績を重視する。したがって、失敗が
少ない
⑦ベテランとして培ってきた仕事の内容、
進め方が他の方々の勉強になる。また、
若い人に教えるゆとりがある仕事の
進め方ができる。

問題視される点
①新しい事項にチャレンジする意欲に
欠ける。習得が遅い 。
② 変化を好まない。
③ 肉体的に反応が遅い。
④ 疲れる仕事は根気が続かない。
⑤ 自分流の仕事の仕方を固持する。
一般に頑固である。
⑥ 創造力に乏しい。相手の発言を
みて、後から意見を言う 。
⑦ 冒険的な意見は言うが、
お説教的な内容が多くなる 。

図4-20 一応はﾁｪｯｸすべき年配者の特質とされてきた内容

（３）目標管理におけるモチベーション対策
2006 年に(財)社会経済生産性本部が 2､150 社にアンケート、有効回答 218 社
によると、昨今、PC や携帯電話の登場と、結果重視に偏重した成果主義の活用
が各社に広がるに伴い、人的コミュニケーションに支障が出つつあること報じ、
その内容は、従来に比べ、職場内のコミュニケーションが減少した結果、心の
病を訴える状況が増加したと応える企業が 71.8%、過去の調査に対し 25.8%の
増加としている。この例からも、目標管理を通した部下育成と、仕事の夢、目
標、使命や育成の確認などを被指導者である部下に的確に伝える必要を感じる
が、では、目標管理ステップを進める上でモチベーション喚起の観点でも、何
をチェックすべきか？が重要となる。
本設問の解は既に多くの専門家が解析している問題のひとつえある。このため
図 4-21、22 に示すような内容が提示されているが、コミュニケーションをとる
相手に対して重要な点は次のような内容となる。
【製造現場において上手なコミュニケーションを取るコツ】
① 仕事の目標､意義、期待するアウトプットを明確にした上で対話に入るこ
とが必要である。
② 話は相手にまず良い印象を与えた後、目的とする内容に手順をおって入っ
て行くこと。
③ 最終的に目標達成の意義と期待を整理する形で確認する。
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ハーズバーグの動機づけ衛生理論

目的、目標の明確化
・ 期待するアウトプットは何か？
・ コーチングで何がどのように
変化するか？
誰を対象に何の話を、どのように
すべきか？（コーチはシミュレーション）

期間と、コーチングの段階を、
どのように計画するか？

信頼を寄せる会話となったか？
目標に対する到達条件の評価は
どのようになったか（程度）？

必要なら繰り返し

どのような場で、どのように話を切り
出し、聞き出す、きっかけをつくるか？

満足を
もたらす要因

不満を
もたらす要因

① 達成感が持てる
② 周囲からの承認
③ 能力の発揮
（仕事そのもの）
④ 任される
⑤ 成長できる

① 会社の方針
・管理される
という感情
② 作業条件
③ 給与・報酬
④ 対人関係、など

不満の減少が必ずしも志気高揚にはつながら
ない。むしろ、満足の増強が志気高揚につなが
るので、相互の関連を余り考えない方が良い。
不満が解消されれば
満足が得られるの
ではないだろうか？

やる気は使命感、仕事への
貢献度、意義、・・・得られる
報酬、・・・が決める！

図4-21 目標管理手順と、指導上の注意点

部下の成熟度には、①仕事の目標の正しい理解、②責任感、③知識と技能の充当度の
3要素が強く関与する。ここに側面的に指示と支援が大きく関与する内容を下図で示した。
高
② 高指示
高支援
（説得的）

部下に対する支援活動

③ 低指示
高支援
（参画的）

望ましいリーダーシップ・スタイル（部下育成過程）
① 部下の仕事に対する習熟度が低いうちは、仕事の
進め方に対して噛み砕くように丁寧に指示～フォ
ローして成功体験を確認してもらう指導法をとる。
② 部下が仕事に習熟するに従い、指示～フォローを
減らし、部下の自発的行動を促す。同時に、相談に
乗る支援を進めて行く。

低

④ 低指示
低支援
（委譲的）

低
成熟

① 高指示
低支援
（指示的）

仕事に対する指示行動
部下の成熟度

高
未熟

③ 部下がさらに習熟度を増したら、指示～フォローは
極力減らし、達成の対する褒め言葉や支援的な活動
ウエイトを増す。仕事は管理者と相談しながら進める
参画方式を重視する。
④ 部下の育成が十分なされたら、権限委譲を図る。
P.ハーシー、K.ブランチャードによる成熟度解析

図4-22 部下の成熟度とコミュニケーションの取り方
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４－５

コーチング技術と部下育成

（１）コーチング技術に関する基本事項の整理
人は誰でもそうだが、先にお小言を言われ後で慰められるより、最初に良い
点を褒めた後、後で、
「あとひとつ、個々だけ○○して欲しいのだが」という注
意をもらった方が注意を受け取り易いが、この種の話し方をコーチングと言う。
加えて、コーチングでは、人には性格や立場、現在興味を持つの対象があるの
で、その種の条件を考慮し、その内容に近い内容を伝え、出来ることなら、相
手に行って聞かせるより、気づきを基とした自分の言葉で言わせたことを「さ
すがだ、話すまでもなく、よくわかっている。後は実行あるのみだね！」とし
て、
「責任は私が持つ。勇気を持って、今、言ったことを実行して欲しい！」と
して、期待を持って支援する方式を重視する。このように、先に示した 6 大能
力の一つである『傾聴力』を重視した対話法が“コーチング”という名称がつ
けられた対話法である。では、製造現場で用いられ内容に限り、その要点を紹
介することにする。
まず、コーチングが指向する学習術だが、その内容は図 4-23 のようになる。
すなわち、記憶は感情を伴うこと、また、自分で話した内容に許可を得る内容
が最も自分には理解と納得が行くので、実行が容易というわけである。ここに
図の右下の目標管理を加味することが要点となる。要は、単にコーチングを手
練手管のように身につけても、使うべき対象が無ければ意味が無いためである。

フロイト（心理学者）の研究
① 「記憶は感情を伴うとき、より強く記憶される。」
② 理解がなされたものは習得が早い。
「記憶の前に理解が必要である。」
目標

段階を決め、評価しながら、基盤を確実にして行く

障害 迷い あきらめ

期待される
成果

期待される
成果

目標なく勢い込んで行く方式
理念独創型

段階的目標設定型
戦略的育成型
目標

時間経過

時間経過

図4-23 コーチングに見る学習術の要点

124

次にコーチングを進める上で、重要なことは、
「人には性格という特性がある」
ということを理解した行動の必要性を示唆した内容である。この対策には動物
の調教師の話がよく使われる。「動物に人の教育の話を持ち込むべきではない」
という方があるかも知れないが、これはたとえとしてお聞きいただきたい。図
2-24 に示したように、この話は火の輪をライオン、虎や馬がくぐる訓練をサー
カスの動物・調教師が行う時の方法の解説である。ライオンと虎も当然のこと
だが火を怖がるそうである。その時、この百獣の王を争う動物に対し「火を恐
れるようでは百獣の王の名は恥になる。とにかく、ここで勇気を見せるために
も、火をまともににらみつけ、命を落とす覚悟で飛べ！」と叱咤激励するそう
である。だが、馬は全く違う指導を行う。馬は火が全くダメだし、逃げていっ
てしまう。従って、言い方を変える「いいか、おまえの後ろ足は熊おも蹴殺す
程の力がある。そこで、今から目隠しするが、飛んでみろ｡そうだ、それでよい。
今度は前へ飛べ、それで良い。おまえは目隠ししても飛べる。これは芸になる。
そのまま舞台へ出そう。拍手喝采だ」こうして訓練を始め、その内に、飛んで
行く軌道が決まったら、途中に火の輪をおくそうである。飛んでいる内に火を
つけて飛ばすが、本人は何も判らない。要は､意識は全く無く火の輪くぐりの成
功をつづけて行くわけである。

性格を見た指導法
① 偏見を持たない。
→ 結果に至る手順・過程の事実を見る！
② 何でも解っているつもりにならない。
③ 人のタイプを勝手に分類しない。

人は動物より優れるが
考え方は利用できる。

性格を見て教育を進めるベテランはサーカスの調教師
と言われる！
教 ① ライオンに対して ← お前は百獣の王ライオンだ
火など恐れず飛べ
訓
② 熊に対して ← ライオンに負けるなバカにされるぞ
③ 馬に対して ← 目隠しして、お前の後ろ足は熊も
はね飛ばす、と飛ばせることを何回
かやっているうちに、目隠しが取れる
ようにしておく。火を飛んだことを見て
「やっていたよ！」と話す。

図4-24 人の持つ性格とそれを見た教育法
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何度も成功を繰り返す状況で、調教師は目隠しの結び目をゆるめておく。従
って、飛べば当然ハラリと目隠しは落ちる。その時「火の輪みたいなものをく
ぐったようですが」と馬は調教師に聞くが、調教師は「今まで問題なく飛んで
たよ」「そういえば、何か熱かったような」「でも、やけどはなかっただろ。怖
ければ目をつむって今までのように飛べば同じさ！」という指導をするそうで
ある。要は、両者とも、見事にサーカスで火の輪くぐりを演じるようになると
いう点に指導法の要点がある。多分、狐や狸は騙しながら教えるので困難が伴
うのではないだろうか？以上、この話は、人には性格があり、指導には、その
性格を見抜いた交流と説得を促すことを注意した点で価値ある示唆である。
次に話し方の技術の一例を例示することにする。図 4-25 は、その例であり、
3V と TA（Transaction Analysis：交流分析）である。3V は見ての通り、人が
話する内容は話の中身は 15%程度であり、外観や態度、声の大きさといった感
情や表現の仕方によって、その結果は大きく左右されることを示したものであ
る。コミュニケーションの専門家によると、①と②で話が正確に伝わる度合い
が 85%を占めるそうだが、この種、目に見える内容や耳で聞く音声の度合いや
大きさが大きいことがわかる。また、話す場合、TA という交流分析の併用も大
切である。相手に親の立場で話す。逆に、子供のようにねだるような伝え方で
訴えるなどの方法は日常生活でも良く見かける対話法であるが、知っていて活
用すると、コミュニケーションがスムーズになる例である。
アルバート・メラニン教授（米国 カリフォルニア大学）

「コミュニケーションの３Ｖ原則」の活用

① Visual（外見、容姿、態度、身振り、話が見える、など）
② Voice（声の大きさ、質、トーン、強弱、など）
③ Verbal（話の中身）

交流分析（ＴＡ）
P：parent
Ｐ：親の状況

A：Adult

A：Adult
Ａ：成人の状況

C：Child

C：Child

コーチングを進める側

コーチングを受ける側

P：parent

Ｃ：子供の状況

同じ話をするにも、親の立場で
話したり、時には、子供になった
ふりをして、本音を引き出したり、
同等の立場で話ししたりする
対話ﾃｸﾆｯｸ
例：Ａ：「どうだ、私語との進捗は？」
Ａ：「まあ普通です。」
Ｃ：「そうか、普通？内容を教えて
くれない？」
Ｐ：「教えるなんて」
Ｃ：「周りから聞くと良い話だとか
私も知りたいな、話してよ・・」
・・・・・・と、立場を変えてコンタクト

図4-25 コーチングの技術の３VとTA
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このように、コーチング技術には多くの方法がある。そこで、現場管理者が実
務での活用となるが、あくまで目的は、図 4-26 の形態であり、方法も、図 4-27
をベースに、ご自身や部下の方々の特質にあった有効な方法を、状況により選
択願いたい。

１，コーチング利用目的：
「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。」
２，目標管理：
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。
３，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。
４，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。
５，以上の内容をベースに実施方法の紹介を行う。
本人のやる気、能力を引き出す

説得 → 納得 → やらされ感

・コーチを受ける側は
目的・目標に対する
役割、貢献度～対策
の要点を考え・話しを
する中から明確化する
・同時に、本音で話した
内容を上司に認可さ
れる結果となる。

コーチングを通じ、
コーチング側も勉強
になる

仕事と個人に対する
無理解、誤解、職位の
壁を超え、パートナー
シップが栄える

図4-26 現場におけるコーチング展開の目的

対象者のレベル
を考えた区分
専門スキルを
ベースとした区分

指示的コーチング：
メンバーの役割、貢献度を示し
やる気や行動の集中を促すため
に指導的立場で対話する

支援的コーチング：
本人が迷いや意思決定に不安
を感じているときに支援しながら
本人の考えの整理決定を促す。

メンタルコーチング：
考え方、やる気、姿勢面で支援
するコーチング方法

・ 本人の実力があり、精神面で
悩みや弱点があるとき喝を
入れる例がある

・ 異分野や友として経験は別だ
が心ゆくまで話を聞いてやる
・ 実績を応援する立場から話す

スキルコーチング：
相手のスキル面の問題解決を
目的としてコーチングする方法

・ スキル面でワンポイントや
意義を再確認させるため
指示の形で対話する

・ 過去の体験談を聞いてもらう、
話させ、ポイントを強化する、
などの対話できづきを促す

今は大変
だが、その道
を進め！

結果や現象に焦点を
当てるのではなく、
目標、目的達成の
障害となる内容を
知って、その障害を
取り除く対策を促す
ことが大切である。

人には性格があり、性格は
変えられない、性格を認め
対処すること
【動物の調教師の教え】
火の輪くぐり
・ライオン：叱咤激励
・馬：成功させてから
火の存在を報せる。

図4-27 コーチングの種類

127

（２）コーチングと一般的な説得法の差について
コーチングと従来、多くの企業で行われてきた部下育成法には大きな違いが
ある。特に、相手が話す中から、問題を整理したり、気づきを求める対話法で
あり、このような対話法の結果、自主的、積極的な活動を得る点が、説得によ
る対話法と大きく異なる点とされてきた。このため、コーチングの専門家は表
4-3 に示す整理っているが、情報量が多く、高学歴化した人たちが多い製造現場
においては、現代に有効な対話法のひとつとして学び、活用する傾向が強くな
ってきた。では、皆様には、まず、次に示すケース・スタディにトライ願った
後、コーチングを用いた対話法と従来式対話法の差を紹介させていただくこと
にする。

表4-3 従来の部下育成とコーチング利用による差異
コーチング技術利用の特徴
気づきを中心にて相手意見を引き出す

従来方式による部下育成方式の要点
とにかく説得して、同じ考えにさせる対策

１，個人指導の
あり方

個人の信条、性格、人生の目標を重
視した個人に合わせた指導方法が重視
される（本人の良い点を伸ばす指導）。

現場指導ﾏﾆｭｱﾙＱＷＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ of
Working Life）に基づく、部下育成
メニューに従った画一的な指導方法

２，アプローチ
手法の差

説得よりも、本人に話させ、会話の中か
説得の技術が中心となり、カウンセリン
ら、仕事の理解、希望を聞きつつ指導す グの手順を訓練して、部下育成の技術達
る、聴取術を中心に解説する方式が重 成とケーススタディを通して説得方法を指
視される（疑問を起こさせ指導する）。
導する方式

３，性格の配慮

「人には性格があり変わらない」という
前提に立つ、従って、性格に合わせた
説得方法を採る。このため、説得や対
話より率先垂範で、仕事を通し、見て、
体験して納得を得る方式も人により採ら
れることがある

４，納得性

納得はコーチを受けた本人（自分自信） 説得の技術に伴う内容がﾏﾆｭｱﾙの上で
の理解と納得が大きくその成果を左右
満足されれば説得の成功とする（納得よ
する、という考えで当たる（先生は自分
り説得が重視される。このため説得上手
の中に存在する、という考え方）。
の管理者と技術がお手本となる）

５，フォロー

本人の納得が重視される。このため、経 部下説得の成功体験がお手本になる。フォ
過をフォローし日常活動の中で何回か
ローは余り重視されない（１回の説得で説
フォローする（コンタクトが日常的）
得を済ませる技術と方式を重視する）

項

目

人の訓練や指導は、個人の差があって
も、そのウエイトは少なく扱う。むしろ性格
の差より、納得を得られないのは技術上
の問題として研究する方式を採り、手を変
えて対処する
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ケース・スタディ Y 職長の説得
次に記載の内容を読み、ご本人が目前にいると仮定して具体的な説得を進め
るシミュレーションを試みて下さい。
Y 職長はあまり細かいことにこだわらない性格である。彼のチームは全て大
変自由に仕事をしている。仕事中、大声で個人的な話や世間話をしたり、笑っ
たり、
・・・・といった具合である。休日の時はラジオを聞きながら仕事をして
いるし、時には仕事の手を休めて仲間のところで話し込んだり、といった状態
である。しかし、Y 職長のところの業務成績は決して悪くない。むしろ標準以
上といって良い位である。一口に言ってかれの職場は明るくやる気に満ちてい
る、と言ってよい状況である。
だが、他のグループリーダーはこれに対して明らかに不満である。時々は上
司（課長）のところへ行き、Y 職長のやり方を批判する。
「あのような仕事の仕
方はおかしい、あれでは規則も無いのも同然だ、それに Y 君のために、自分達
の部下から「もう少し自由に仕事をさせてくれ！」という文句が出ている。課
長、Y 君に注意してくださいよ！」といった具合に不満タラタラである。課長
はこの不満を聞き山口リーダーを呼んで、他の話を含めて話をする中から「君、
部下に規則を守るようしつけろよ！」と促した。だが、Y 職長、他の話は OK
だが、この話になると、
「課長！私の係りの仕事ぶり、例えば品質、納期や生産
性、
・・何も問題ないでしょ。部下はヤル気一杯で仕事していて、何も問題ない
ではありませんか！」
「私に職場管理の方針を変えろ！と言うのですが、それな
ら、具体的に何をどうしろ、と言うのですか？それより他のリーダーに人の使
い方を教えることこそが、課長、あなたの仕事だと思いますよ、
・・・」と言っ
て注意を聞かなかった。
【解析】この内容を見て、あなたなら、課長の立場で Y 職長をどのように指導
し納得させますか？次の手順で問題を解析し、本人を目前にした具体
的説得内容を記載して下さい。
１、 問題は何か？
２、

問題をどう整理するか？

３、

問題の本質は何か？

４、

結論：山口リーダー実際にどう扱うか？
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【ケース・スタディの解析例】Y 職長の説得
Y 職長の説得となると、コーチングではなく、説得術の適用が必要となる。
そこで、まず、現場管理者教育に活用されてきた国際的な説得術（BMP：Basic
Management Program）を示した後、コーチングの適用を例示することにする。
実は、このケース・スタディに設けた解析ステップは図 4-28 に示す通り、左
側の QC（品質）改善で日常的に活用されてきたステップを応用し、管理の品質
という局面から部下育成に活用する手順化を図ったものである。従って、この
ステップの意図は、①部下が持つ問題を事実としてとらえる。次に、②その問
題を『国際的に見て標準的な管理技術の面』から解析する。その後、③その問
題の本質追究を図り、④「良い点を誉め、問題点を気づきとともに諭す」とい
う考え方で本人と話し、納得いただきたく手順を示している。では、このステ
ップを用いた解析と説得内容を例示することにする。

品質改善の手順

管理の品質改善の手順

１，問題の把握
結果でとらえる。

１，問題の把握

２，事実の把握
詳細事例の列挙と
あるべき姿の対比

２，事実の把握

３，本質追求
関連、メカニズム解析

５Ｗ１Ｈで結果をとらえる。

応用
展開

詳細事例の列挙と
あるべき姿の対比

３，本質追求
良い点を伸ばし、問題を減らす
関連の図化 → 納得へ
目で見て知る個人の特性

４，創案～テストと証明
４，創案～誠意ある説得
５，歯止め（標準化と遵守）

１段高い立場から実態を見てもらう

図4-28 管理の品質向上のための問題解析ステップ
【手順１】問題の把握
問題把握は 5W1H を活用し、結論からその内容を明示することが重要である。
問題の記載方法（解答例）は「A 主任が Y 職長に職場の規律に対する不満が他
の職長達から来ている。その理由は、
・・・・」と書く。この演習第を研修で行
うと項目をブレーン・ストーミング的に数件列記する方がおられるが、ここに
記載した 5W1H で結論から記載する方式が『問題の把握』、結果で問題を記載す
る方式こそが国際的な標準である。
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【手順２】事実（情報）の分析
解析内容を表 4-4 に示すこととする。なお、ISO9000:2000 の 8 大原則に示さ
れているように、本来、現場管理者は事実を自分自身で確かめる必要がある。
この例の場合、「部下が休日出勤時に、立ち話をしたり、ラジオを聞いていた」
という内容があり、他の職長達が主任に「何とかして下さい」と言ってきた不
満とされている。だが、この種の内容は主任自身が、現場で確認し、その後で Y
職長との対話に入るべきではない。
「そうすべきでない」という理由は、ウワサ
を基に主任が行動することを禁止するためである。もし、この種の活動、すな
わち、
「事実に基づくアプローチ」がなければ、主任は部下に信用されなくなる
からである。研修会では、当然、講師にこの情報が確かか否かを尋ねるこが組
み込まれている。従って、事実確認の行為がない場合、研修生には、注意を促
してきた。だが、本書では、この種の注意はこの程度の記載にせざるを得ない。
著書では、筆者が読者の近くにいないので、筆者に質問できないからである。
では、ここでは、一応、この事実があったものとして解析を進めることにする。
事実解析の結果を表 4-4 に示すことにする。事実分析とは、ここに示したよう
に、1 項目づつ、集めた事実情報とその国際的な現場管理技術と対比すべき行為
を指す。

表4-4 Y職長の管理状況・事実分析
No.

事

実

１

余りこまかい点にこだわらない。

２

部下達は・・・仕事の手を休めて近くの同僚のと
ころへ行って話し込んだり、・・・・・・
業務成績は決して悪くない。

３
４

他の組長連中は不満時に､時々、主任のところ
へ行って、Y職長のやり方を批判する。

５
６

Y職長のおかげで自分たちの部下たちは「もう
少し自由にさせてくれ」と文句をいう。
主任はY職長をよんで注意した。

７

私の職場は作業能率は良い。

８

「私は今の方法を変える必要がありますか？具
体的にどうしろと言われるのですか！」

現場管理のポイント（BMP基準をベースとして）
部下の評価・人材育成のため、時には詳しく知っ
て行動する必要がある。
規則違反、躾教育の対象(職場規律上、不良や
ケガ、習慣になると顧客見学の時は問題となる。
オーケストラの指揮者。チームメンバーの盛り立
て､個人との調和。生産目標達成管理は良い。
他部門とのあり方、管理者はひとつ高い目線で
ものごとを見て判断すべき。同朋との融和は人
間信頼の基礎。尊敬を受ける管理者の姿から
欠ける(上司へ苦言をいうより本人への忠告）
部下の育成に意欲と責任を持つべき。生きがい、
モラール管理が問題。部下掌握、説得に欠ける。
部下の信頼、部課長の方針の理解の項目に関
与する。注意、叱咤は確実な事実確認と方針や
部下の特質を知った戦略が事前に必要である。
自信、しかし、生産性以外に品格や人柄、５Sも
関与する（成績さえ良ければということではない）
自信、熱意。自己管理。意見の具申（はっきり自
分の方針と活動を評価して意見を述べる）。説
得力は認める。職長として連結ピン、縦と横の
連携は不足。自己成長人間の幅の面で相手の
立場を考える面で不足。

【手順３】本質追究
問題を事実として解析した後は、問題の本質を追求となる。この種の内容を
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一覧化して検討するには、特性要因図の利用やカードを用いた分類法、機能系
統図など解析手法の利用が効果的である。ここでは、図 4-29 に示すように、問
題とその原因を整理する意味から特性要因分析結果を例示した。また、人の指
導は「良い点を伸ばし、改善すべき点を悟らせる点にある」この分析は、その
種の趣旨で解析したものである。

総合化と本質追求、Ｙ職長の行動を分析して…“木と森を整理する”
良い点を伸ばし、改善すべき点を明確にするため一覧化したもの

（
問題点）

連結ピン

他部門とのあり方

規

律

他部門との調和

オーケス
トラの
指揮者

部下の評価

チームメンバー
躾
個人の調和

一段上に立った
物の見方

職場規律
説得力

自己成長へ意欲を
持つこと

連結ピン

会社・部課
方針の理解

正しい職業感

Ｍ主任からの
注意

尊敬

（良い点）

部課の育成

人間信頼の
基盤

意見の
具申

自己管理
生きがい、モラール

部下の信頼

熱

意

図4-29 Ｙ職長の行動の分析（例として）
この解析から Y 職長の特性は次のように分析される。
① 仕事の目標達成への熱意と自信は強い。他の職長に比較して優れている。だ
が、残念なことに Y 職長は規律を仕事の項目とは考えていないようである。
② 部下との人間関係は優れるが、他の職長との人間関係に問題が残るようであ
る。『管理者はひとつ高い目線から仕事をとらえるべきである』という教え
があるが、この面から Y 職長を指導する必要がある。
【手順４】結論：山口リーダー実際にどう扱うか？
（目前にいると考え説得して下さい）

国際的な解析でお奨めしたい説得の例を示すことにする。
① まず、生産性や品質目標の達成状況、部下のやる気の高い点を誉める。
② 「あと、ひとつやって欲しいことがある。」といって、
「君は当然、生産性、
品質、部下のやる気向上というマネジメントは十分なので、うわさはとも
かく、規律面でも他の職場のお手本を職場体制として示してくれないか？
要は、Y 職長は規律を仕事上での重要項目と思っていないようなので、規
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則厳守の重要性を問い、追加を依頼する形で話す。
「約束は出来ないが、君は優秀なので、やがて、主任や課長と地位を上げるこ
とが期待される。私はそう思うわけだが、そうなると、今、他の職長は君の部
下になるわけだ、いま、何か不満があるようだが、一段高い位置からまわりの
行動を見て、てなずけておくことをお奨めしたいと思う。」と話す方式を BMP
ではガイドしてきた。
だが、研修会を行うと、次のような解答例が出ることがあるが、この種の対
策はお進めしたくない。その理由は本人と直接的に対話する意図が無いからで
あり、良い結果を生む可能性が少ないためである。
① 他の職長を集め、皆で討論して対策を考える策→主任の責務の放棄となる。
筆者は、この演習問題を現場管理者研修で何度もやってきたが、その中に
Y 職長に対し「皆を集めるから、君のやり方を紹介して欲しい」と答える
方々があった。だが、これは責任放棄をした解である。また、問題の増大
を招く危険性が含まれるのでお奨めしたくない解である（本人のやり方を
認め、益々増長する行為を招くだけである。従って、指導にはならない）。
② 「Y 職長の配転をテーマに話す」という解も多く出る例も多い。だが、こ
の解では、問題の本質は打開されない。問題の本質を避けた解だからであ
る。要は、別の解で解決を求めることになるので、これでは、Y 職長の納
得を得る内容にはほど遠い解決策となる。
Y 職長へ新たなノルマを増す策もある。だが、これでも、
Y 職長、たぶん、
「OK！
新たなチャレンジですか？やりましょう」という結果だけになる。また、この
解答法では、問題となっている事項に関係ないので、これも Y 職長に納得を得
るという対話ではない。すなわち、問題解決のために指導する話し合いの内容
と指導と全く関係ない要求を出した例となる。
では、先の説得法を学んだ後、コーチングを用いた説得の例を紹介すること
にする。この例は、Y 職長なら簡単に解を作れると信じて行う例だが、優秀で
やる気のある Y 職長の人を見て行った例と考えていただければ幸いである。
コーチングの例：「Y 職長お願いがある。君の職場だが、既に品質、生産性、
部下育成とも最高レベルだ、お願いだが、どうだろう、今度、会社では 5S 一番
を目指す方針が出たが、この企画とお手本を折り入って君にお願いしたい」
「何
か裏に理由があるのですか？課長」
「無い！規律順守の大切さなど君に話すレベ
ルでは無いと思う。これを含め、5S 一番のお手本づくりを示すモデル作成に入
って欲しい。頼む」という程度で、この話は、その後、Y 職長の話を聞き、Y 職
長が話す中から自分の行動をまとめ、実行に移すガイドをすれば、
「コーチング
は成功！」ということになるはずである。
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【まとめとして】

目標管理に関するチェック事項
項

目

１

製造現場で活用する数値目標にどのようなものが必要か

２

製造現場で活用する状態目標にどのようなものが必要か

３

工場を革新する 3 つの革新軸とは何をさすか

４

ISO9000 規定 2.3 に、工場が定めた目標を展開し、資源の有効活
用を図る例が紹介されているが、この具体的展開を製造現場では
どのように行うことが具体的対策となるか

５

コーチング技術が部下育成のひとつの手法として製造現場でも活
用される例があるが、万能の対話法ではない。では、何に、どの
ように活用すると効果が発揮される可能性があるか

６

コーチングと過去の部下に、指示、命令、対話する方法と、どの
ような差があるか

７

人と話を進める際、若い方の特性と年配の方の特性を知って対応
する場合と、知らずに一般的な対応しか考えずに対応する場合で
は大きな差が出る。では、両者の特性にどのようなチェックポイ
ントと差があるか

８

実力が高く、現場における実績や実力の高い部下を説得する場合、
国際的に利用が高い「管理の品質」を高めるステップの利用が一
般的だが、そのステップと活用要点は何か

９

部下育成に効果的な対策のひとつである目標管理を、形式的なも
のにしない運用法にするためには、どのように適用方法に工夫を
加えるべきか

134

チェック欄

第5章

経営直結型５S」働きやすくい製造現場づくり

５－１

「掃除５S」「気合５S」から早期脱皮の必要性

（１）経営直結型でない 5S が持つ問題点について
昨今、「5S は基本」ということで、各社で導入が盛んである。だが、意味不
明だが、市街地の掃除を行い町づくりに貢献する対策ではなく、お寺や神社に
掃除道具を持って集まり、精神訓練を目的に掃除することが 5S の精神づくりと
したり、河川敷に集まり、現場管理者が「やるぞー」の気合い訓練を行った後
で、部屋で規律・礼で集団の行動が一致するまで繰り返しを強制され、
「コンベ
ア一本に部下に指示するだけで生産がうまく行くと思ってやってきた精神をた
たきなおす！」といった、ある種、異教的な研修を 3 日も繰り返す研修会で 5S
精神をつくるといった例まで存在する昨今である。この種の内容は図 5-1 の上
部に例示したが、経営効果を直接あげる 5S とは余り関係無い手法であり、本書
が狙いとする『経営直結型 5S』とは大きく異なる内容であることを、まずお断
りし、5S の進め方の解説に入ることにする。

気合い！
やる気！

「５Ｓは形から入れ！」と
言って、「気合い」や「マナー」
教育を目的に、子どもに適用
する「仕付け」を目的に導入
する性悪説対策５Ｓ展開法

写真撮影

改善討論発表会

仕付；子供の仕付、
目的と目標？

仕付糸。後になり
必要性が判ること

躾 ：

費用対効果？

ムダに気づき
自主改善を図ること
が躾だよ！

身 ＋ 美 の合成語
この意味は、「自分自身が何を
すべきか？味を知って行動する
こと」を意味する。
性善説による５Ｓ展開法

図5-1 ５Sの躾と、気合い５Sの仕付けの差
では、この種の 5S が持つ経営的な問題点について解説を加えることにする。
5S の定義を次のように行う企業があるが、この定義では経営的な問題が、必ず
内在する。
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【好ましくない 5S の定義の例】
① 整理：不要物の撤去 → 必要ということで仕入れた材料や機材を廃棄す
る対策は不要試算滅却という経営的なムダの繰り返しを意味する。
② 整頓：きれいに物品を並べる → 美化はともかく、ムダな移動や仕事の
準備になっていない物の整理は、動作経済上ムダが多く、定期的な整頓
という美化繰り返しを招く。
③ 清掃：掃除の徹底 → 掃除の繰り返しは、美化の復帰は出来ても源流対
策に近づく行為を阻害する。
④ 清潔：マナー規則の順守 → 新入社員研修時にすべきことをなぜ、大人
に再教育するのであろうか？
⑤ しつけ：仕付け → 決めた事を守ることが出来ない理由や原因除去をし
ないで、6S という習慣づけは問題、習慣とは考えずに物事ができるよう
にする対策になってしまうからである。
（２）経営的に効果があがる 5S 対策の種類について
ここに個々の事例をあげるスペースは無いが、各社が実務的に 5S を活用し
て経営的な効果をあげてきた種類をあげると次のようになる。このような違
いをあげる要点は、製造現場で行う研修や各種実施内容は、アウトプットと
対象を具体的に定めて進めた方が一般的、何にでも当てはまる 5S を適用する
より、効率も成果創出も確実になるはずである。
① JIT・5S：リードタイム短縮、仕掛かりや在庫減に JIT 手法を駆使した結
果得る対策（例：段取り替えのシングル化～JIT 購入まで）。
② 動作経済 5S：工程分析など IE などのムダ排除手法を適用した結果、すい
っきりした置き場や作業環境を結果として実現する活動
③ 設備故障対策 5S：強制劣化になるゴミや汚れの発生源対策を始めとして
故障の原因除去を進める対策
④ 不良対策 5S：不良や手直しを発生時点で対策して、現場にこの種の物や
書類、看板やグラフを不要にする対策
⑤ 安全対策 5S：ケガの要因を KYT(危険予知訓練)で予知、予防する対策を
中心に、製造現場の各種問題の発生予防対策へ広げる対策法
⑥ 経費節減 5S：経費面の無駄遣いを防止したり、VE 手法を適用して各種改
善を図りつつ、経費面の低減へつなげる対策
なお、この 6 種の 5S と、先に示したムード的な 5S、すなわち、『気合いの
5S』や『掃除の 5S』と呼ばれるものとを、縦軸に 5M+I という生産要素を縦軸
にして、5M+I を改善することにより得られる経営改善効果、Q(品質改善)、C(コ
スト低減)、D(納期と時間短縮)、S(安全、個々には地球環境安全が含まれ、エコ
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対策を含む)、M(モラル)という経営効果をマトリックス化したものに位置づけ
を試みると、図 5-2 のようになる。ここで重要なことは、5S 対策に当たって重
要なことは、図 5-3 の右側に示したように、美化を目的とした清掃などの繰り
返しではなく、問題の基を絶った結果美化を得るアプローチである。
経営効果

品質 ｺｽﾄ

納期 安全
時間 環境

改善要素

志気
提案

経営直結型５Ｓ対策の対象
（対象を直接的、科学的に改善する対策）

物＝設計
設備

①ＪＩＴ・５Ｓ：科学的に整理を図る。

② 動作経済５Ｓ：IE手法と共に整理を図る。

経費節減
５Ｓ

計測
方法

売れるスピードで生産を図るため、ＪＩＴ手法を
駆使して仕掛かり・在庫減を図る対策を進める。

設備故障対策５Ｓ

不良対策
５Ｓ

動作経済
５Ｓ

人
ＪＩＴ対策
５Ｓ

情報管理

「段取り上手は仕事上手」の思想でムダ排除を
図る対策を進め、結果として美化を得る対策を
進める。

安全対策
５Ｓ

気合い５Ｓ ③ 設備故障対策５Ｓ：清掃対策により
強制劣化の基を絶つ対策を進める。
美化５Ｓ
ＴＰＭ（Ｔｏｔａｌ Preventive Maintenance）の初段
書類整理 として、強制劣化となるゴミや汚れの除去~発生
５Ｓ
源対策を進め、稼働率向上 目標達成を図る。

ムード的（目的
方式
が疑問な）

④不良対策５Ｓ：清掃対策により、問題発生

環境整備や意識改革などを
目的に活動する５Ｓの例

時点の対策を進め、不良ゼロ化をきざしの段階
で図り、不良ゼロ対策へつなげる。

⑤ 安全対策５Ｓ：危険予知訓練（ＫＹＴ）の手法

① 気合いの５Ｓ
（掃除をさせ、気づきを求める対策）
②美化５Ｓ
美化、マナーといった仕付教育など
何らかの変革を求める対策

を用いて、ケガの要因を清潔の概念で予防する。

⑥ 経費節減５Ｓ：清潔の概念で経費面や仕事
の流れを追い、ムダな費用発生予防策を図る。

図5-2 ５Sの種類と改善対象

【経営直結型５Ｓ】
単なる掃除の
繰り返しだけで
果たして、企業と
個々人の成長は
進むのだろうか？

脱皮

【掃除5Sの問題点】
１、掃除は従業員の
マナー習慣づけ
２、投入工数と
成果の計算なし
３、美化と発表会
が目的では？

１，美化は改善の
結果であり
目的ではない。
２、掃除より発生源
対策を重視！
３、科学的改善手法
を駆使

５S着手前に実施
内容の成果／費用
の事前評価が必要

図5-3 清掃や不要物撤去より問題発生源対策が重要
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おさらい（その１） 5S の定義
5S の用語を御社ではどのように定義しているか、解説を加えて下さい。また、
経営面で効果があがらない場合、何が問題となるか？を記載して下さい。
１，

整理

２，

整頓

３，

清掃

４，

清潔

５，

しつけ

おさらい（その２）

実務的に経営効果があがる 5S の種類

過去、5S を熱心に展開した結果、投入工数に見合う形で、具体的に経営効果
（金額面で計算可能な効果）が上がった 5S の対象と例を示して下さい。
記入欄

【注釈】本設問に解答はありませんが、図 5-2 とこれからの内容をご参考ください。
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【参考事項】掃除の科学について
ここまで解説してきた『経営直結型 5S』は製造の時間内に行う対策であり、
経営効果をあげるため、いかに 5S＋科学的改善手法を駆使すべきか？という改
善を狙いとした手法である。すなわち「改善を進めれば、結果として美化を得
る」という 5S 展開方式である。この方式は時間外に行う職場の掃除や、作業時
間前に行う準備、仕事が終わった時に行う次の仕事の準備、さらに、始業前、
掃除をしながら職場の友好を深める活動と異なる。仕事を進めるプロ、給与を
もらって働く企業人なら、少なくとも自分達が働く職場がゴミためみたいな場
所では、やる気が起きないわけであり、掃除をしておくことは当然である。筆
者も製造現場で活動していた時、当然、早出して、ここに記載した内容はやっ
てきた。だが、掃除も科学的に行うべきである。この種の内容はテレビで報道
されたり、掃除専門業の方々がノウハウ公開という形で、その内容を紹介する
例があるが、その種の内容は表 5-1 のようになる。要は、
「掃除は科学、問題発
見をする道具として活用して、短時間で意味ある発想を得ることが大切です」
となる。
一応は知っておくべき掃除の科学
よく行う掃除を考えよう（例題）！
１，雑巾がけの要点は？
２，窓ふきの要点と、チェック法は
３，コンセントや壁の汚れ取りは？
４，頑固な油汚れは？
５，板目の掃除機かけは？
６，部屋の掃除はどこから？
上から？下が終わって上のクーラー？

【科学的な掃除の要点】
①掃除や畳には縦に溝がある
溝に沿って掃除すればゴミや
ホコリは簡単に取れる。
② スクイジーの利用が有効
③ 箸の先に布や紙を巻きつけて
こすると、力が集中。消しゴム
利用も有効な技
④ タオルペーパーに化学洗剤を
しみこませ、時間で反応後除去
⑤ ①と同じ、雑巾は複数用意して
拭き掃除後にまとめて洗濯
⑥ 地球には重力がある。

７，掃除機のチェックは？

⑦ ゴミ取りが
一杯では
吸い込み
のムダ

掃除の科学を利用して、早く楽に、
そして発生源対策へ向けた対策が要点

図5-4 科学的に掃除をする例
以上、掃除は科学的に行う内容を紹介したが、では、なぜ間違った美化 5S が
世に登場したのであろうか？本来、物事を進めるには経営思想が重要であり、
以下に示す内容は重要な訓話である。また、企業人の心得である。だが、この
種の内容を間違って解釈した方が「5S とは掃除、掃除を繰り返せば何かが変わ
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る」ということになったようだが、下に紹介する内容と美化を狙う 5S とは大き
く意味が異なることにご注意願いたい。
【企業人の心得】ある工場長の訓話（昭和 6 年、未曾有の不況時代）
「現在は未曾有の不況とされるが、この時期こそ良い会社が注文を受ける時
代である。このような観点で当工場を見るとまだまだ問題が多い。そこで皆様
にお願いしたい。
先般、お客様が我が工場を訪問されたが、お客様から「おたくには注文しな
い」というお叱りをいただいてしまった。皆さん、考えていただきたい。この
時期に工場訪問をいただくと言うこと自体大変なチャンスをお客様からいただ
いたことになる。お客様が「注文しない」と言われた理由は、
「あのように、道
具を散らかし、測定具が汚れた現場で良い品ができるわけがない」という訳で
ある。私も現場へ出てみた。ネジ回しはチビ、ネジを壊す状態だし、レンチは
キズだらけでボルトの頭を痛める状態ばかりが目についたわけだ。さらに、唖
然とする状況として、製品はホコリだらけ、製品の上を歩いた足跡まで沢山あ
る状況だった。道具を買えと言うなら買いましょう。だが、皆さん、誰が見て
も、道具の使い方が乱暴ではありませんか？特に、お客様にお届けする製品、
すなわち、デパートやスーパーマーケットにある製品がホコリだらけで、足で
踏んだものなどお届けできるわけないではありませんか！『魂を入れた仕事』
という言があります。魂とは鬼になって云うという言葉の合成語だから、あえ
て云わせてもらいますが、プロとしてお金をもらって仕事する皆さんなら、も
っと仕事の仕方を正すべきです。・・・・」という話の後、数ヶ月後
「皆様のご努力で、工場の仕事が良くなりました。先般、お客様からお褒め
をいただきした。
「立派な仕事をされている。熱心に製品のつくり方を話してく
れ、信頼出来るので御社に注文を出します」というお話をいただきました。皆
さんは力を持っておられます。後は、言われなくても自分で仕事を高める段階
に入って下さい。
・・・・」という話でこの講話は終わり、この話は多くの企業
が参考にした内容である。要は、魂の入った仕事と共に、工場の美化、仕事の
進め方が商品であることを示した例だったため、5S の基本的考え方として産業
界に伝わった有名な対処のひとつであり、今更、紹介するまでもなく、生産の
基本となる内容ばかりである。
資材・購買の方々は、評価項目の重要の中に「5S がダメな企業とは取引しな
い」とされ、
「①モンキー、②ガムテープ、③針金を現場で多用している企業に
も注文は出さない」としている。この理由は、先の事例同様、
「その場しのぎの
作業の表れであり、確実な仕事をする姿勢が無い」という理由があるからであ
る。要は、皆様には、魂の入った活動と共に、問題の原因を除去する、改善を
徹底して進め、結果として美化を得る活動をお願いしたい。
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５－２「経営直結型５S」の進め方
（１）『経営直結型 5S』について
経営直結型 5S は掃除を否定する物ではない。掃除をするにも、目的や理由を
考えて科学的に行うことを願い『経営直結型 5S』の名をつけたわけである。そ
の例をただ、漫然と掃除を繰り返す 5S と比較して示すので表 5-1 を参考に願い
たい。

表5-1 2種類存在する「掃除5S」と活動の差
区分

科学的に掃除を進める対策の「掃除5S」 掃除そのものに何か？を求める「掃除5S」

目的

掃除の的確性と効率化を求め、科学的な掃
除手順の追求を図る対策

単に、精神作用の変化を気づきという形で本人
に求めるため過酷な肉体労働を強いる教育術

対策
事例

１，ほうきで畳や床の掃除をする時は、畳や
木目に沿ってほうきを動かすことにより、ゴ
ミ除去と対象物の損害を軽減する。
２，雑巾かけをする時は、ぬれタオルを数枚
用意し、いちいち、清掃の後にすすぎ、掃除
時間がかかる。汚れた水につけた雑巾でふ
くことによるムダな汚れの対象物への残余
をなくす。
３，掃除の前には窓空け、ほこり飛散で再度
掃除する手間を省く対策の後、上から下へ、
重力沈降によるほこり飛散をなくす。
４，科学反応を要する対象は、例えば、ペー
パータオルで覆い、時間をかけ反応を待ち
油汚れなどの除去を図る。
５，掃除の道具、例えば窓ふきはスクィージー
の利用、狭いところは割り箸、プラスチック
表面は消しゴムを利用する。

１，挨拶を同時にする訓練を、タイミングが合う
までやらせて、「命令一つで現場が活動出来
ない」ことを体得させる。
２，河川敷で大きな声で「やるぞ！」と声をあげ
繰り返して気合いを高める訓練を繰り返す。
３，便所掃除を雑巾ですべて行い、嫌な仕事が
あることを知り、下層階級の仕事のつらさを体
験し、部下が働く感謝を知らしめる。
５，つらい掃除の繰り返しの後、掃除道具の改
善を図らせ、人が知恵と道具の工夫能力を知
る。
６，ゴルフや囲碁クラブ同様、共に苦労したもの
が、共に、神社や仏閣などの掃除をして、心の
平和と共に集まったこと、生きている感謝を相
互に感謝しあう。なお、駅前などのボランティア
的な掃除、市民を巻き込んだリサイクル対策
のような社会貢献は対象にしない。

要求
内容

美化を得るためのムダ排除対策を科学的、
効率的に行うこと

目的は定めない精神的変革、形を繰り返し気づ
きを期待する。時間効率は無視する対策

掃除に対する経営直結型 5S の対応は表 5-1 に示した通りだが、ここで対象を
変え、企業が持つ問題の清掃～除去という観点で、表 5-2 を用いて、本書が提
唱する『経営直結型 5S』の内容を紹介することにする。
① 整理：不要物撤去の繰り返しは不要資産滅却という損金に相当する。こ
の種のものは繰り返すべきではない。そこで、表 5-2 に示したように、
「必
要な時、必要な所に必要なだけ」という生産管理と改善を進め、結果と
して仕掛かりや在庫圧縮を図る。整理とは、この種の問題を JIT 手法で
対策すべき内容を意味する。
② 整頓：整理の後に続いて行う対策が整理である。整理は,「段取り上手は
仕事上手」の言にあるように、例えば、医者が外科手術を行う時、メス
やその他の機材を手順に従って無駄なく準備しておくことであり、手術
終了後に手入れを確実に行い、次の手術に支障がないようにする後処理
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までを言う。従って、製造現場においては、道具の置き場や棚を『動作
経済の法則』を活用して、ムダ排除を図る対策を図るのが整理の要点と
なる。

表5-2 「経営直結型５Ｓ」とは
５S

対 象と活用の狙い

適用手法

整理

ＩＮ／ＯＵＴのバランス対策で仕掛減とリードタイム
短縮を評価基準に対策し、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを改善する

ＪＩＴの適用

整頓

「段取り上手は仕事上手」の名のもと、
作業の効率化を追求する

動作経済則

清掃

「清掃は点検なり」と設備の強制劣化の基を絶つ
対策と、各種・発生時点不良対策を図る

清潔
躾

問題発生の潜在問題の予知・予防～未然防止対
策を図る
常に仕事に疑問を持ち、一流の仕事を追及しつ
つ改善を図る・日々改善・努力

ＱＴＡＴ
（発生時点問題対策）

ＰＰＡ
（ﾘｽｸ対策手法）

ﾉｳ･ﾎｱｲ活動

注釈： ＱＴＡＴ：Ｑｕiｃｋ Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｉｍｅ ， ＰＰＡ：Ｐｏｔｒｅｎｔｉａｌ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ａｎａｌｙｓｉｓ

③

④

⑤

清掃：
「清掃は点検なり」という言葉があるが、問題を発生時点で捉える
方式が“点検”という仕事である。製造現場では一旦きれいにしたとこ
ろへゴミや油のたれる現象や、不良や手直しが何も無いところへ発生す
ることがあるが、このような時、その原因を即座に点検という概念でと
らえ、原因究明を発生時点で行い、早期原因除去につなげる対策法を清
掃という。決して掃除の繰り返しではない。このため、QTAT(Quick Turn
Around Time)システム が重視されてきた理由がある。なお、QTAT の具
体例としては、例えば、組立ラインで不良が発生しかけた時、作業者に
ライン・ストップの権限を与える『ストップ・ヒモ』方式がある。この
方式は、即座に問題対策を図り不良の原因除去対策と共に、後工程に不
良を送らず、不良ゼロ生産を実現する方式であり、国際的に有名な方式
である。
清潔：清潔という言葉は病院や調理場や食堂などで使われる用語である。
この意味は、例えば病原菌やカビなど、人には見えないが、その種のも
のを予知、洞察し、問題を起こさないように手を打つ対策を意味する。
躾：先に図 5-1 で解説の通り、4S の内容をよく知って自ら自分の職場と
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仕事の仕方をプロとして最高のレベルに高めようとする行動を示す。
（２）経営直結型 5S と美化目的の 5S との差異について
本書で学ぶ読者の方は、ここまでの解説で 5S には多くの種類があり、その目
的や攻める手順に大きな差があることをご理解願えたと考える。このことは、
例えば、
「釘を打つのに、ドライバーの軸を持ち、ネジを廻す握りで釘を打つこ
とは可能だが、釘を打つのであればハンマーを使用した方が絶対の効果的であ
る」という例えに似た内容を持つ。このように、改善ツールは対象、目的や目
標により最適な手法を適用すべきである。また、このような観点から、おおぐ
くりではあるが、美化を目的とした 5S 対策と、対象を定めて改善を進めた結果､
美化を得る『経営直結型 5S』とは多いな違いがある。そこで、一般型だが、そ
の違いを表 5-3 に整理した。要は、製造上の問題を無くしてしまうと、製造現
場はスッキリするが、掃除の繰り返しで一時的な美化を得ても、問題となる原
因の除去はなされていないので、問題は繰り返し、また、清掃が必要になる。
この種の行為を一般に『賽の河原の石積み』という言うが、皆様には問題の原
因を探り再発防止を図ることによって、無駄な掃除の繰り返しをすることは避
けていただく行為は避けていただきくことをお願いしたい。

表5-3 美化目的の５Sと、経営直結型５Sの差
項目

経営直結型５S対策

美化目的の５S

１

管理ポイ
ント

見えるところの美観、従業員のマナー習慣づ
け。

問題の整理、整頓から入り、改善の結果としてスッキ
リした仕事を実現して美化を得る。

２

狙い

トップから見た従業員の意識改革。経営数値
目標はなく、ムード的な判定が評価内容。

ﾉｳ・ﾎｱｲを重点に仕事の一流化をプロとして目指す
中から理想－現実＝改善ギャップとして現状をとらえ、
自主改善を図る。１日１善は0.1%/日×
25日/月×12ヶ月＝30％、1.3×1.3×1.3＝3年で
2倍程度の実力向上の目標と共に各種改善を進める。

３

前提条件

仕付け教育、Ｘ理論（性悪説）による教育と
清掃作業の強制実施

整理・整頓・清掃・清潔の意義を知り、科学的問題解
決手法を駆使した問題の要因の除去対策を自主的
に図る（Ｙ理論：性善説重視の活動）

４

適用手法

セレモニー重視の活動、例：写真展、標語募
集、表示板づくり、各種発表会などの実施

ＩＥ／ＱＣ／ＶＥのような科学的問題解決手法の利用
を3現主義で進める。なお、問題対策は、事後処理→
発生時点対策→予防対策へ向けた方向とする。

５

主体と範
囲・制約

トップが旗振りして事務局を設け、「５Ｓは生
産の基本、永遠なり」の方針で日程を決め、
推進～監査、評価で美化レベルをあげる。

中期経営計画の一里塚的扱いとして、3ヶ月程度で
掃除・美化５Ｓを終了させ、経営改善に役立つ課題を
設けて改善プロジェクトを動かす。小改善は自主改
善方式で個人と職場へ委託、目標管理で個々人のレ
ベル向上の一環として５Ｓ改善を自主的に進める。

６， Ｉ／Ｏ評価

掃除と美化の熱心さが前提、インプット重視
の活動

有効性と効率を事前検討評価して、最良手法を用い
計画的にアウトプット最大化を狙う。

７

効果はそのうち、あすなろ的意識改革への
期待（本音はトップの意志に、理屈なし、考え
ずに従うことが目的と最大評価）。

ＪＩＴ性、工数低減、ケガ・不良・設備故障ゼロ、経費
節減ＶＥなどの技術改善目標の達成

期待
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【参考事項（その１）
】 ムダが多い、美化を目的とする 5S の例
下に示す例は、形を重んじる 5S の適用例としてよく紹介されることがあるが、
改善の余地が残る例である。だが、この種の内容は IE 分析を知るものなら常識
だが、動作経済の法則面から改善点を発掘すると図 5-5 のようになり、ムダが
多く、まったく理屈に合わない内容となる。

5S研修のガイド（よく書籍や研修会で紹介される内容）
① 通路側に工具の絵を描いた置き場管理用の
「見える化」板を設置しなさい。
② 工具は「見える化」表示がなされた管理板に戻す規定
を守ること。
③ 工具の有り無しは、工具の形が画かれた模様でわか
るので管理が容易である。

習ったことを実践

一見、形は最もに見えるが改善は？

作業場

見える化置き場
管理板

５Ｓ工具置き場

工程分析で
ムダは歴然！

通路側

動作分析を用いた改善発掘状況
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？

仕事は４つの記号で把握

作業場

５Ｓ工具置き場

○：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）：Eliminate
Ｃ（結合・統合）

通路側

Ｒ（置き換え）

C:Combine

R:Rearrange

Ｓ（単純化→自動化）
S:Simplify

ムダと改善内容
① 工程分析よる動線図から、歩く（＝移動の）ムダ！を見つければ、
工具の置き場は職場の近くにするである。
② 工具の絵柄だけがあり工具が無いことを示す内容は 探す（＝検査）が残余
していることを示す。対策は図書館の貸し出し札システムが必要となるはず

図5-5 よく見るムダの残る５Ｓ対策の例
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工程分析は流れ図という形で仕事の流れ、物の流れ、情報の流れを分析する
際に用いる手法だが、図 5-6 を用い、図 5-7 のように、ある自動車整備工場の改
善では、1 箇所に置いた部品置き場を「必要な時、必要なところで､必要な工具
だけを使う」という考えで、改善を進めた結果、大幅な移動低減をした。

４つの視点で仕事や、モノ､情報の流れをつかみ改善点発掘へ
○（マル）：正味、付加価値を生む仕事、売れるモノづくりへつながるお金を意味する。旋盤
作業であれば、材料を世界最良・最高スピードで研削する内容を示す。
□（シカク）：検査、工程内で良品をつくれば、検査不要という判断をする。検査は出来るだけ
モノづくりの段階で行う工程内検査保証（自己完結型）生産を狙う。
▽（サンカク）：人の場合は手待ち、材料は仕掛かり、情報は保管・ファイルなどを意味する。
工程の流れのスムーズ化、ネック工程対策、JITによる対策が有効。
→（ヤジルシ）：移動、運搬、搬送、情報の伝達という内容が、この対象となる。どうしても移
動が必要な場合、太く短くを基本に近接を考える。
改善の進め方
理想
改善の質問
E（Eliminate）省略？
－ 現実
改善ギャップ
C（Combine）結合？
R（Rearrange）置き換え？
ムダと見る

ムダは
発掘
清掃へ

S（Simplify）単純化→自動化？

図5-6 工程分析によるムダ発掘の視点

改善前
集中
部品棚

改善後

過去の仕事の流れから１箇所に
部品や測定具、治具置き場を集中化
していた。

JIT的に分散して、必要な時、
必要な道具や部品、測定具
を使う処置とした。

移動距離
１台につき
１，５００ｍ

移動距離
１台につき
３００ｍ

ムダな歩行は
何も価値を生まない

図5-7 動線図による自動車工場置き場改善の例
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【参考事項（その２）
】事務の 5S
現場管理者の机の上が混乱状態だと、部下に 5S の実施を願っても迫力がない。
この種の内容は図 5-8 に示すように簡単にできる内容なので、是非、率先垂範、
お手本を示す形で常に実施を心がけることと実施をお願いしたい。

① 混乱する書類の山

分類・整理と
優先順序を
決め、処理
スピード化へ

② 増えるファイルと
探す時間の増加

検索システムと
ファイルの整理
頻度管理や
キーワード検索

③ 文房具や部品の
購入のムダ対策

共有備品
指定席化

④ 区分内ゴミ山と、
事務所の掃除

ゴミの区分
資源化対策
机上の
整理
~清掃

図5-8 短時間と日頃の努力で終わる、事務所５Sの例
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５－３

経営効果が見える「整理・整頓」対策

（１）「JIT 対策と JIT･5S の生い立ち」について
整理は JIT 対策で進め、整頓は整理対策の後に動作経済の原則を用いて行う
方式が効率の高い科学的手法の投入である。では、昨今、多くの書に見る、図
5-9 に示したような置き場管理と共に発達した 5S の歴史的背景を紹介すること
にする。

指定席管理
① 置き場管理： 仕掛管理

作業着手順
差し立て
指示表
投入指示

② 差し立て管理
作業進捗管理
とフォロー

③ 棚の管理
棚は作業場の近くに
移動を少なく

仕掛場からの
あふれは現場に
問題発生！
事後改善から
予防対策重視へ

④ 各種連絡
進捗・異常管理

作業指示表

移動はムダ
回数×距離で評価
① 図書館同様、検索は
大分類→中分類→小分類で棚枠へ
② モノには指定位置を決めて
③ 取り出しや入れ込みは上下動を少なく
有効な位置へ置く

図5-9 ５Sを応用した各種ムダ排除の工夫例
製造現場においては、売れるスピードでものづくりが要求されるが、過去、
多くの企業では「沢山つくれば安くなる」という大量生産方式がモノづくりの
主流だった。トラック生産を行い始めたトヨタ自動車でも 1950 年頃、この方式
でモノづくりを進めてきたが赤字、3 ヶ月分の給与の 1 週間分をやっと従業員が
受け取りながら生産する中で、どこの企業も銀行もお金を貸してくれない状況
だった。その中で、日銀・名古屋支店が倒産の影響を計算したが、8,000 人の授
業員に対し、本人と家族を含め 4 倍、ご承知のように、トヨタ自動車に関連す
る部品製造企業の倒産は 10 倍になり、町の商店などを含めると、その 2 倍、何
と、トヨタ自動車を倒産させると、この計算だと 64 万人の方々が突然に路頭に
迷うことがわかった。そこで、3000 人の首切りでようやく損益分岐点になるた
め、この規模の生産をトヨタ自動車に迫り、資金援助を約束するに至ったわけ
だった。この時、例えば、1 枚の板を 10 秒程度で製造するプレス機を例に取る
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と、数時間かかる段取りのため、図 5-10 に示すように、10,000 枚もの部品を製
造してから型を交換する方式がとられていた。しかし、トラック 1 台には 1 枚
の鉄板部品があれば良い。また、トラックが売れて、始めて収入になる。また、
仕掛かりになった鉄板の管理やさび防止など多くのムダが製造現場に発生して
いたが、このことは、銀行からお金を借りてきて材料を買うが。仕掛かりや在
庫などに形を変え、製造現場で売れないまま現場に存在し、ムダばかりを生む
元凶になっていることを意味した。このような内容に疑問を持ったのが、かの
有名な故・大野耐一トヨタ自動車副社長だった。大野氏は、当時まだ部長だっ
たが、トヨタ自動車の赤字脱出対策の任を帯びて欧米を視察したが、何も売る
ものがなく帰宅が迫っていた。このような時、スーパーマーケットを訪れ、
「売
れただけ、仕入れる」という話を聞き、この方式を『トヨタ生産方式』の柱に
して果敢に仕掛かりと在庫減に取り組んだ結果、売れるものだけを生産する JIT
対策方式を確立したが、この成果が認められたのは､1970 年代のオイルショッ
クだった。他の企業が赤字で苦しむ中、大きな黒字を生み出す JIT 生産・販売
方式が成果を示したのだった。

受注形態ニーズ：
中量産

量産・流れ生産

生産性ニーズ：

個別生産

多 ← １回当たりの生産数 → 小

量産
産ラ
ライ
イン
ンの
の生
生産
産性
性向
向上
上対
対策
策例
例
量

従来の理論
大量生産：段取・物流費用
沢山つくれば安くなる！

理論を
大きく変えた
シングル段取り！

段取
時間

ロット数

８Ｈ

100個

８Ｈ

10,000
個

在庫・仕掛
管理費用
個数に応じ増加

小 ← ロット内の個数

生産時間
分／個

1個当たり
作業時間

比率

1分

1分＋
8×60
100
＝5.8分

62.5％
と膨大

１分

1分＋
8×60
10,000
＝1.048

たった
0.5％
程度！

シングル段取りの成果！
８Ｈ → ５分にする（10分以内）
100個生産の場合
５分
1分＋
＝１．０５
１００
５％程度は吸収可能！

→ 多

最適ロット

図5-10 シングル段取りと造りすぎのムダ排除
トヨタ自動車が生み出した JIT は、図 5-11 と 12 にまとめあげることができ
る。なお、この要点は、
「仕掛かりと在庫が従業員の首切りに直結していた」と
いう思いと歴史から、
「仕掛かり＝死にかかりを生む。在庫＝罪庫（従業員が汗
水ながしてつくったものが売れなければ滅却する倉庫は罪を倉庫にまとめた形
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である）と考え、徹底的にこの種のものをつくらせない生産方式をカンバン方
式という形で具体化した点にあった。このようにして JIT 生産・販売方式が世
に知られる結果となったが、この中で、仕掛かりと在庫を無くす対策の中で製
造現場における仕掛り低減対策の一部が、先に示した JIT・5S になった。

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）

生産・
販売量

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

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

JIT・平準化生産
① カンバン方式

ＴＰＭ、ｱﾝﾄﾞﾝ

必要な時、必要な
ものだけをつくる

② ポカヨケ
問題発生時点対策
不良ゼロ生産

② 標準作業徹底
目で見る管理・セル
生産

③ 人材育成
多能化、目を抜いた
少人化

③ シングル段取り
小ロット切り替え生産

時間

図5-11 トヨタ生産システム JITの誕生
直間の余力

管理の本質

多種、
少量
短納期
変動

設備の余力

シングル段取り

同期化

JIT
生産期間の圧倒的短縮
スーパー
マーケット
方式

小ロット生産

１個流し生産

シングル段取

ワンタッチ段取

不良をつくらぬ検査
ポカヨケ

不良の排除
後工程
引き取り

全数検査
不良発見
↓
ライン停止

故障の排除
ノン・ストック

平準化

余力の調整

ニンベンのついた
自動化

工数
低減
標準作業
の維持と改善

機械化

安い機械を
自家製で

他工程持ち

手待ちと余裕の統合
作業の改善

図5-12 ＪＩＴの体系
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離れ小島作業の減

少人化

徹底的なムダ排除

目で見る
管理

ながら生産

作り過ぎ防止

原価低減

非原価主義

①
②
③
④

需要変動
に対応

カンバンの運用

需要の実態

受注生産

能力の弾力

（２）シングル段取りの適用による大幅な仕掛り低減効果について
シングル段取りは、故・新郷重夫先生がトヨタ自動車などの企業と取り組み、
産業界に紹介してから有名になった手法であり、図 5-13 のような手順でシング
ル化（10 分など一桁の数字で製品種の切り替えのための段取り替え）を図る手
法である。具体的には、調整無しで金型交換を行う、ワンタッチ・ネジしめな
ど多くの手法があるが、その具体的な手段を例示すると、図 5-14 のようになる。
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。

内
段
取

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。

応援

調整なし取り付け
Ｓ段取

一発立ち上げ不良ゼロ

外
段
取
へ

改善

段
取
替
え
時
間

努力の度合い

図5-13 シングル段取りを進めるステップの要点
シングル段取りの開発で新郷先生が最も重視した内容は、設備を止めて行う
段取り時間を、出来るだけ減らす対策だった。当初、トヨタを支援する新郷先
生が関与するプロジェクト・チームは、当時、他社が 4～5 時間掛かって行うプ
レスの金型、2 トン程度の段取りを 2 時間程度で済ませる対策を図ってきた。だ
が、米国から帰国した大野耐一氏は 6 分程度の段取り時間を要求した。このた
め、新郷先生は大変悩んだが、奥様が「仕事で悩むのは良いが、たまには生き
抜きに歌舞伎に行きましょうよ・・・」と誘ったことがシングル段取りの発想
を得る発端になったとされている。舞台を見る中で歌舞伎役者が早変わりした
からだった。
「これだ！要は、①舞台と同じく、顧客を待たせないためには外側
で十分準備する。②調整無しで型交換を済ませる。③ワンタッチ締具や方式を
利用する。④時間が短い状態では数名の人数をかけた対処も許される。⑤その
後で本当に設備投資に関与する改善や自動化が必要なら投入する」という対処
だった。この対処で、先の図 5-12 のステップが具体化し、図 5-13 のような具
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体的な技術ノウハウが具体化していった。

① 段取り台車による調整無し投入
① 旧型取り出し
② 新・旧移動
③ 新型投入

③ ワンタッチ・ネジしめ~分解の工夫例
同じ位置で締めるため削った例

③

①
②

粗い位置合わせ

同じ高さで
締めるため
ブロックを
足した例

ネジは仮に１６山あっても、最後の１回転でしまる原理を使う

ボルスターによる
正確な位置合わせ

② プリ・セットによるワンタッチ投入
仲介治具
距離は
一定化
外段取り

金型

① ネジ１回転
①
ワッシャーを
② 外して
開放する
機構
②

④ ハンドル微調整を
ブロックで
一発位置決め

だるま穴加工された
板をスライドさせて
ワンタッチ抜きする
方式

⑤ 個別一個づつ
投入を調整なし
カセット投入式へ

工具
位置決め治具

図5-14 シングル段取りの技術
改善内容に簡単な解説をすると次のようになる。まず、図 5-13 の①だが、こ
れは、旧型を取り出すと同時に新型を投入する状況を示した例だが、三角形の
粗い位置合わせ投入～位置合わせの後、ボルスター・ピンで精度よく位置合わ
せする方式である。②は機械への治工具などのセットに関する内容だが、機械
の中でセットする状態と全く同じ状況を外でつくり、十分な準備を行った後、
交換時には調整無し、ワンタッチ交換を済ませる方式を原理図で示した例であ
る。③は各種のワンタッチ締め具、④はハンドル調整で位置や寸法出しをする
作業に、ブロックなどに調整位置を決めた治具を作成して、調整無しで所定の
処置を済ませる対策である。⑤は数件のセットをまとめて行う処置を原理的に
示した例である。このように、シングル段取りという要請を受け、新郷先生を
中心に、多くの企業の方々が費用を掛けず、簡単、確実に製品切り替え時の段
取りを済ませる対策は、単に、段取りに要する時間減だけでなく、ベテランの
ノウハウを知恵と工夫で具体化させた点でも、世界の産業界では、
『価値の高い
技術』知見とされてきた。
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おさらいと設問 仕掛り・在庫の発生理由について
シングル段取りは、多種少量生産への対応だけでなく、製造現場における仕
掛り・在庫低減や生産リードタイムの短縮、さらには、変化対応生産に対して
重要な対策のひとつであるが、この対策を含め、ここまで紹介してきた内容を
整理する形で、仕掛りや在庫がなぜ増えるか？また、どのような対策を進める
ことが有効か？という考えで、下表を用いて低減対策を整理して下さい。
仕掛り・在庫が発生する理由と対策項目
No.

仕掛り・在庫発生理由

対策手法

【本設問のヒント】仕掛り・在庫増加理由について
ダムは雨の降らない渇水期に大きな役割を果たす。水の需要と供給を調整する役割を持
つからである。港の倉庫も同じ機能を持つ。大きな船で海外から運ばれた物を一時的に蓄
え、市場に提供する際に、需要と供給の調整上、役に立つからである。この種の機能を持
つ対象はすべて、入りと出のタイミングがバランスしない時に必要になるが、使用目的が
決まっているものに対しては、この方式は有効だが、現在のように、製品ライフサイクル
が極めて短い製品環境にあって、このタイミング外れ品を抱えると、不要資産滅却という
大損を招く。この状況は、夏に蓄えたスイカを売れ残して冬に提供するようなものであり、
もし、腐った場合売れない状況に似ている。このような意味を頭に置き、製造現場で発生
する問題をあげると、そこに仕掛り・在庫増問題と対策手法のヒントになる。是非、小さ
い項目も製造現場を歩き、見つけて、対策へ向けることをお願いしたい。
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【おさらいの要点】おさらいを通して、今後に役立てていただきたい事項
仕掛り・在庫の増加は製造現場で、本来は対策すべき問題を隠す対象である。
このために表 5-4 を利用願い、どのような小さな問題もつぶす対策に注力願い
たい。なお、この際、JIT・5S においては、図 5-15 のような物の置き場管理が
活用される例が多いので、ご参考下さい。

表5-4 仕掛発生対策の主なもの
No

問題となる代表的な項目の例

効果的な対策手段の例

１

余計につくる仕組の存在

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）

２

過不足、計画変更の発生

小ロット生産の運用、つくりだめ禁止、日々管理の運用

３

小ロット生産システムの完成度 段取時間のシングル化、セル生産の適用、多能化・多機能対
が低い
策

４

設備トラブルの発生

TPM（生産保全）対策、ZD（是正→予防）対策

５

不良・手直しの発生

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)

６

ライン同期化が出来ていない

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

７

工程間のつなぎに多くの改善
点を残す場合

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

８

JITの徹底が活用されていない
場合

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

９

作業や加工時間変動が多い

時間分析～IE・QC・VE改善、応援・多能化対策

10

部材納入のスムーズ化の不備

協力会社への各種JIT対策

QTAT:Quick Turn Around Time の略

目で見る
管理の
実践

Ｆｒｏｍ → Ｔｏ
物の流れが
見える！

Ａ工程→Ｂ工程
3：00PMまで

５Ｓ対策の整理
５Ｓ対策の整理
５Ｓを用いた
指定席管理
訓示：「５Ｓの徹底」

問題
物を探す、
不要物撤去の
繰り返し

問題対策
赤札
作戦

①
① 置き場を決めて
置き場を決めて
ＪＩＴ対策
ＪＩＴ対策

(必要なものを必要な時
(必要なものを必要な時
必要なだけ､指定席化
必要なだけ､指定席化
して置く。これ以外は
して置く。これ以外は
違反駐車扱い
違反駐車扱い

②Ｆｒｏｍ→Ｔｏの明確化
②Ｆｒｏｍ→Ｔｏの明確化
（時間指定移動）
（時間指定移動）

③
③ 責任担当の明確化
責任担当の明確化
不要物、計画外生産品、
不良・手直し品の停滞の撲滅

図5-15 仕掛り・在庫管理と５S対策
物と情報の一体化対策（物が語る現場のイメージ）
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（３）動作経済 5S に見るムダ排除の工夫について
動作経済 5S は『整理対策』で行う仕掛り・在庫といった物品管理と共に活用
される改善手段であり『整頓対策』と呼ばれる改善法である。この対策手法に
ついては、先に示した工程分析＋ECRS による対策が活用される。5S では、改
善内容が図 5-16 のように示され、図 5-17 のような対策が推奨されてきた。
Ｃ,必ず使うものは
JIT設置へ

B,定位置組立は
バランサーで

A,よく用いるものは
身につける

D,段取り替えは
セット台車で一括
準備
マニュアル
工具・計測器
部品・・・・・
チェックリスト

点検簿
治工具
計測器
・・・
E,ワンセット部品
供給は配膳方式で

一目で
５×４＝２０

J,必ず使うものは
固定席化へ

I,必要な治工具類
は指定席へ

図5-16

置き場の３悪
① 置き場を決めてない。
② 表示がない
③ 決まった場所へ
戻さない

K,結合可能な
工具は一体化へ

① 大分類を示す

⑥使用中は
使用場所を示す

⑦ 金型などは
カルテで
履歴と状態
を示す

① 小分類を示す
④モノには置き場を示す

検査職場の治具の定位置化
ライト

L,図面の部品は棚番号も
記載（故障時の検索容易化）

５Sの整頓の対策例
② 中分類を示す

棚の管理

H,立て重ね保管
積み替え品は
棚に横並べ
指定席化へ

G,部材の員数確認は
定数式の容器で

F,順次取り出しは
ターンテーブルで

⑤ 異常があれば色でシグナル

決まった位置で
投入~取り出し
可能な治具を
つけた。
ごろごろ位置が
変わる問題も
探す問題も
目の移動もなくなり
検査に集中可能になった。

外観検査の際、
部品にエアーブロー
が必要、ところが
ころころして、
レンズから目を
離すと探すの大変
目も疲れる。

図5-17 「動作経済5S」における置き場管理の例
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５－４

問題の早期発見対策～予防を進める「清掃・清潔」対策

（１）隠れた問題の早期発見対策に有効な「清掃・清潔」対策について
清掃は“問題の清掃”であり、掃除の繰り返しではない。このため「清掃は
点検なり」という言葉がある。この意味は、一度清掃したところに問題が発生
する状況に出会ったら、即座に問題をとらえると同時に発生源対策に向かうべ
きことを示唆した内容である。このため、設備や安全、不良や環境問題の兆し
をとらえた対策を意味する。さらに、問題を予知して予防する対策が“清潔”
対策である。O-157 やウイルスなどは目にとらえることが出来ない。また、発
生してからの対策は手間と時間がかかる。このため、環境問題やケガ防止、設
備故障対策では予知技術が重視される。また、個人情報などは漏洩防止対策も
昨今、社会を騒がす問題の例だが、同種対策が重視される状況である。
このような考え方を実務に移すため、図 5-18 は、各種、製造現場に隠れた問
題を顕在化させて対策するイメージを示した一例であり、先の整理・整頓対策
をさらに進めた対策法である。この考え方は、トラブルが発生しても、その内
容を隠し、吸収する道具として活用してきた仕掛かりを、
“悪”とする考え方で
ある。すなわち、仕掛かりを減らし、ボートが進む水面を下げるイメージで問
題を顕在化させることにより、本来改善すべき問題の顕在化を図る方式であり、
この方式は MST(Minimum Stock Minimum Standard Time)生産として、1980
年代、トヨタ生産方式を学んだ日立製作所が名づけて展開した改善方式である。
設備故障

不良・手直し

作業者の不慣れ

もとの仕掛かり

5Sでは
物の流れを
阻害する！
要因は除去
すべき対象！

仕掛
低減

納期遅れ対策

過去、一見、問題時に役に立った
バッファーも、実は本来は改善
すべきムダを隠す対策だった！
仕掛かり＝死にかかり
在庫＝罪庫（せっかく生産したものを

問題顕在化
問題顕在化
～対策へ
～対策へ

滅却するムダを招くため）

図5-18 仕掛かり低減対策による問題の顕在化
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このように、清掃・清潔対策は掃除やマナーなどの徹底は『経営直結型 5S 対
策』生産活動における改善目的ではない。この種の内容は新入社員研修時に済
ませる対象であり、もし、そこに大きな問題があるのなら、1 日程度の研修や訓
練で是正出来るから、早急に終了させ、本書で示す、まだ顕在化していない各
種問題の対策への『清掃・清潔対策』の適用をお願いしたい。
（２）ケガ防止に対する『清掃・清潔対策』の活用法について
製造現場における危険予知対策はケガゼロ対策上極めて重要である。このた
め、図 5-19 に示す KYT(危険予知訓練)と共に、5S では置き場の管理や高さ管
理、表示や安全通路や見通しを良くする工夫～ポカヨケの設置まで多数の対策
が行われてきた。

○○ ス

ーパー

フロントから
見える視野

本日大
売出

注意１秒ケガ一生！
注意は無料ケガは大損害！
なぜ、ケガをするか？
答えは「エネルギーとの接触」

車のフロント側
運転者

問題発見~対策へ活用

① 位置エネルギー：落下物、落下、挟まれ
② 回転エネルギー：切断、巻き込まれ、・・
③ 熱エネルギー：やけど、火事・・・
④ 光エネルギー：溶接光、Ｘ線障害、・・・
⑤ 化学反応：酸、アルカリ、薬害、・・・

KYTの要点は防御と回避！
防御？ 回避？ 軽減？・・・
＋
人的なゆとり＋知識

図5-19 安全対策に利用されるKYTの例
（２）設備点検と故障ゼロ対策に対する『清掃・清潔対策』の活用法について
「点検は清掃なり」という言葉は問題の早期発見～対策を促す言葉であるが、
図 5-20 に示すように、この対策は歴史的努力の経過を見ると、最終ステップの
対策となる。しかし、設備を購入して、故障してからの対策は全く意味がない。
このため、現在、
「最初から故障を発生させない仕組み作りと設備活用」という
目的で清掃・点検により、故障の余波を感じた時に手を打ち、故障を発生させ
ない対策が各社で重視されている。このことは、火事を起こさない予防を進め、
最初から火災を発生させない事前検討重視の現場管理体制づくりを具体化させ
る活動を意味し、現場管理では極めて重要な対策のひとつである。
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事後保全

壊れてから
治す対策
ゴミ、よごれ、注油のまずさ、
誤操作、・・・・・・・設計のまずさ

１９５４年頃

予防保全
生産保全
TPM

１９５７年頃

(Total Product
Maintenance)

改良保全

米国GE社の
取り組みと
経過

１９６０年頃

水面下
に潜む
問題

改良と、点検・清掃・
的確な注油

壊れる前に
部品を交換
故障発生を
防ぐ対策

経営効果
修繕費は低減して

壊れないよう
改善する対策
MTBF（Mean Time
Between Failure）

故障から故障の期間が増加

保全予防
診断技術を利用して予知・予防
~更なる寿命延長対策へ

故障ゼロへ
時間経過

図5-20 米国GE社で行われた設備故障対策の歴史
同じ考えと対策は品質問題の対策にもそっくりそのまま当てはめることがで
きる。ケガや故障、環境問題や個人情報の漏洩防止も同じだが、問題を発生さ
せてから対策するより、問題発生の兆しをリスクという形で先験的にとらえて
対策する方が、事件が起きてから手を打つことよりはるかに有効な対策となる
からである。このように、極めて当たり前だが重要な対策を進めるためには、
ゆとりと、現場関係者が問題を察知力（問題感知力）と、次に解説する。目で
見て問題発生場所の情報共有化を図る『ハザード MAP』の利用が必要になる。
（３）目で見て問題発生を予防へ向けるための『ハザード MAP』について
昨今、食品異物問題が世を騒がしている。この問題も発生を予防することが
重要になる対象だが、昆虫、髪の毛の混入を例として、QC ステップを用いて問
題発生箇所の見える化を進める方式を図 5-21 に示したが、このように、起きそ
うな問題を顕在化させて対策へ向けることにより、事前検討段階で問題発生箇
所の情報を共有化して、関係者で問題発生防止～改善を進める資料が『ハザー
ド MAP』である（なお、食品工場を例に取り、ハザード MAP 作成時に必要に
なるリスクの評価を図 5-21 に例示しておくので、ご参考下さい）。現在、ハザ
ード MAP は自然災害の余地防止に対する地震や津波対策で活用が盛んだが、製
造現場においても、第一線監督者の皆様には、問題の兆しをつかみ、問題発生
の予防を図る目的で『清掃・清潔対策』を進めて行く活動をお願いしたい。時
に清掃や清潔作業を行うことがあるが、問題の発生源対策を考え、そちらに行
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動を移すという対策が『経営直結型 5S』における『清掃・清潔対策』の要点で
ある。だが、この行為は、現場の美化のために行う、時間外にゴミやホコリを
清掃する掃除とは区別をお願いしたい。

ハザードMAP作成手順

問題整理～重点対策開始へ
発生
レベル

手順１～５：現状把握＝事実の確認

ＱＣ手順
１，問題発掘

崩落

手順６：実務に基づく対策案の立案
１問題→１原因→１対策の立案

２，事実分析
↓
３，本質追求

髪の毛
混入ゼロ
の状態

髪の毛対策・ハザードMAP検討

資材置き場

５，標準化・歯止め

エアー
シャワー

４，創案・テスト

製品倉庫

手順７：改善後、
定点撮影・観察
と共に原因除去
～検証を図る

こぼれ材料飛散
可能性：Ｐ＝５
重大性：Ｓ＝３．５

この実証が解
この実証が解

３現主義で現状調査

ロッカー室
シャワー
手
洗
い

事務所

清掃時髪の毛落下
発生率：Ｐ＝３．５
重大性：Ｓ＝５

図5-21 ハザードMAP作成手順とモデル
危険度は現場観察の結果を
基に、【発生可能性】×
【状態の悪さ】
＝危険度の算式で評価する。
《発生可能性（確率）》
× 《状態の悪さ》
５： 極めて大
５：劣悪である
４： かなり大
４：かなり悪い
３： 可能性がありそうである。３：悪い要素を見受ける
２： 少ない
２：問題は少ないと判断する
１： ないと思う
１：全く問題ない
危険・劣悪
現状把握＝事実の確認

図5-22 昆虫の食品への混入を例としたリスク評価の例
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おさらい 次の事項をおさらの形で整理してください。
① 危険作業の発掘
KYT:危険予知訓練は製造現場におけるケガ防止に大きな役割を持つが、下図
のような脚立作業を検討して、危険作業内容の発掘～対策点を考えて下さい。

脚立作業に見る問題は？
脚立事故：日本全土で月１~２件転落、骨折や
死亡事故につながる例がある。
何が危険か（やってはいけない内容は）？

具体策をどのように進めるべきか？

② 設備故障問題の『見える化対策』
設備故障を起こさないためには、まず、(1)発生する故障の状況を目で見てわ
かる形で情報公開して再発防止の対策を進め、対策の的確性を監視する。(2)故
障予備軍となりそうな箇所を設備毎に発掘～公開して、故障前に手を打つ。(3)
改善を進め（改良保全）を進めるという 3 つの対策を平行に進める必要がある
が、この対策を具体的にどのように進めるべきか？下にまとめて下さい。
記入欄
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【おさらいの要点】おさらいを通して、今後に役立てていただきたい事項
①の危険作業の発掘の問題発掘～対策は図 5-23 のように解析願えれば製造現
場における改善に役立つ内容になると考える。また、②の設備故障問題の『見
える化対策』は図 5-24 に例示したように、横軸に期間、また、3 種の対策をカ
ードで表示しながら対策を進める方式を見える化の例としてご参考願いたい。
日本全土で月１~２件転落、骨折や死亡事故につながる例がある。
知ってますか？

まず知る

事故の状況と
メカニズム・怖さ
を学ぶ

メーカーの
関 係者

なぜ登るのだろうか？
危険なことを知らない
のであろうか？
注意書きをつけてPR
すべきかな？

脚立作業の場合
一番上に乗っては
いけないことに
なっている。
正しい乗り方は
２段目まで。

更なる改善

学んで行わざるは
知らざると同じ

・最上段は赤ペンキで
登るな！と表示をする。
・脚立は近くの柱などに
番線または、ロープで
固定
・滑るので運動靴使用！

図5ｰ23 工場における脚立による教育と事故
この例では、期間に何件

見える化管理盤
への表示方法

設備名

４月

③ 改良保全 発生するか？という形で
② 予防保全
MTBFの逆数を利用して
① 事後保全
活動を見える化した例で
５月

６月

７月

８月

９月

ある。

10月

A-1
AG-1
AG-2
WH-1
WH-2
CP-1
CP-2
CP-3
SM
GT
LL
フォーク

【 実施手順 】
突発故障は
緊急対策

再発防止の
ための予防
保全

今月の状況

図5-24 設備故障の見える化の例
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再発ゼロ化の
ための原因
究明~除去
（改良保全）

５－５

躾を通した部下の「気づき」育成法

5S で最も大切な対策は“躾”の対策である。躾は子供の仕付けとは意味が大
きく異なることを表 5-1 で示したが、大人の社会で 5S が出来ないことには、何
か理由がある。ここまで紹介した 4S を進めても、最終的には現場関係者が、本
当に自分の職場と仕事を愛し、気づきの中から自主的に改善した結果、美化を
得ることが 5S だが、現場管理者はこの種の行動を促すようなガイドが必要とな
る。この対策に故・末広先生(以降 S 先生と記載)が行った取り組みが多くの企業
で参考にしてきた指導例なので、以下、図 5-25 を例に、要点を解説することに
する。

手順１：「どちらを買いますか？」

ペイント不良車50台

良品50台

顧客志向を知っていますね。
すばらしい！

手順２：「どこに、どのような問題がありますか？」
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

チェックシートの取り方を教えようと思ったが、皆様は
データーを取ってきておられますね、すばらしい！

不良

ｷｽﾞ

ｶｹ

その他

手順３：「事実分析は？」

こうやってキズがつくのです！
そうですか？教えなくてもできる
これは、すばらしい！

手順５：「対策は？」

手順４：「では、対策討論です！」

会社支給の作業着を
着用しよう！同じチーム
で頑張れる！

アイデア評価は？
①安価、②早くできる（容易）、
③楽しく守れ、続けられる

図5-25 躾対策で自律改善を進めた例
1980 年代の半ば、米国の F 社では、自由な服装で作業する塗装工程の不良対
策が悩みの種だった。その理由は、過去、何度となく対策を打ってきたが、キ
ズ不良が一向に減らなかったからだった。なお、不良対策に当たっては、標準
書の徹底、注意書きや張り紙、朝礼での訓示だけではなく、特別教育や作業監
視など多くの手が打たれてきた。だが、どちらかと言うと、作業者の反発が増
すばかりで、本音を聞くと、この種の対策は全く機能してなかった。このよう
な条件の中で S 先生の指導が開始された結果、たった、2 週間で不良ゼロを得
ただけでなく、その後も不良ゼロを継続した。では、S 先生が何をどのように教
え、気づきの中から自主性重視の改善を作業者達が行動変化していったか？そ
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の要点を対話式で紹介することにする。
S 先生が F 社の塗装キズ対策を頼まれた時、先生は、黙って話を聞いていた。
そして口を開いた。
「お話と問題はわかりました。御社の従業員は優秀な方ばか
りです。ここに仕付け教育法を持ち込み、自主性をつぶしてきた点が問題のよ
うですね。今回のアプローチは結果を見てからご判断願うことにして、お願い
があります」「何でしょうか？」「研修の前に、御社の駐車場に塗装キズ不良の
車のグル－プと、良品の車のグループを同数用意願いますか？」
「簡単です。50
台づつに分けて用意すればよいのですね。」
「そうです。」
「やります！」
「もう一
つ、従業員の方を 3 名程度一組として、メモの取れる台紙つきのボード、クリ
ップボード（メモの止め板）を 1 グループ一組ご用意願いますか？」
「簡単です。
用意しておきます」ということで、この品質対策研修会の開催となった。だが、
研修生、この計画を聞くと「また研修か！たまらないな。今度はどんな先生が
くるのかな、いじめてやろうか！」という内容で研修がスタートした。ここか
らは、図 5-19 の手順に従って、研修の模様を紹介することにしたい。
先生が研修に来て、S 先生の第一声は「皆様のような優秀なベテランを教育し
てくださいとの会社の要求ですが、研修を進めるより、まず皆様にお願いがあ
るのですが、あそこに置いてある車を見てもらえますか？」だった。
「今度の先
生は変な先生みたいだ」
「でも、我々をいじめにきたようではないな」
・・
「先生
質問があります。」
「何ですか？」
「お願いと、車を見る、と言うご要求は何です
か？」「お話します。このクリップノートと、止めてある白紙を持参して、3 人
一組でどちらの車を買うか？また、その理由はなぜか？と書いて、30 分後にこ
こへ戻ってきてお話いただけますか？」
「簡単です」ということで皆は車を見に
いった。
20 分経たないで皆は戻ってきたが、どのグループも、
「こちらの車のグループ
は買うが、こちらのグループの車は買わない。ペイント傷があるから」と報告
した。この話を聞き S 先生は「素晴らしい！」と言った。皆は、キョトンとし
ていたが、次いで、S 先生「今日、実は CS(Customers Satisfaction) 、すなわ
ち、顧客志向の講義を皆様にしようと思っていたのですが、この講義内容は不
要ですね」
「・・・」
「その理由は、皆様にお話しなくても、
「こちらの車はペイ
ント傷があるので、買わない」というお話自体が買う立場、すなわち、顧客の
立場で製品を評価されている内容だからです。一般の企業では、
「買わない」と
は言いません。いろいろ理由をつけて不良発生に関する言い訳をします。だが、
皆様は、それをなさらず、単に「買わない」とされました。これこそが製品を
顧客の立場で見る行動なのです。今回、この説得をどうしようか？と思ってい
たのですが、全く必要無いので、次のステップへ進みたいと思います。その理
由は、当然、顧客志向をご存じの皆様に知っていることをお話するムダを省く
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という内容も大きいのですが、加えて、不良は早く退治すると、お客様にも企
業にも多くのメリットを生むからです。」「･･･沈黙・・・」
「そこで、次のステップですが、どこにどのような傷があったかをデーター
で示す内容をお伝えしたいと思います」
「その内容はこれですか？」と、あるグ
ループの方が自動車の絵を描き、その上に、どこに、どのような傷が何件有っ
たかを示す図を S 先生に示したわけだった。S 先生「どこで、この手法を習っ
たのですか？」
「こんなの簡単だよ、米国は野球の国、子供でもスコアーをメモ
することが常識だから、
・・・」と皆が話してくれたが、他のグループも同じデ
ーターを示したわけだった。
「そうですか！実は、このデーターの取り方を演習
問題と共に教えようというのが第二ステップだったのすが、そう、知っておら
れるのですか、それなら、今日はもう研修は終了！」と S 先生は言い。追加事
項として、
「では、今日は終わりです。次回は、この傷がどのようにして、どの
ような時につくのか？という事実分析の方法を解説しに来ます」といって帰っ
た。これを見て、塗装関係者は「この先生変わっているな！」
「今までと違うぞ」
「面白い、今日の研修では講義中にどうやって寝てやろうかと思ったが、その
必要は無かった」
「それより、我々をバカにしたような研修で無かったことが面
白い」「褒められてうれしかったよ」という雑談で翌週となった。
翌週、S 先生が F 社を訪問すると、皆が目を輝かして待っていた。部屋へ入
るなり「先生、これを見てください」と言って、正にペイント傷発生の現場を
写真で示した。また、その内容は、自由な服装が原因していたが、手につけた
チェインやベルトのバックルで傷をつける状況を示したものだったが、S 先生
「また、教育不要の内容ですね、皆さんは素晴らしい｡今日は第三ステップであ
る事実分析、すなわち、この手法を教えるためにきたのですが、今日も教育不
要であることがわかりました。では、次のステップへ行きましょう」と言って、
先生は、黒板に第四ステップである。討論表を示し、解説を始めた。
「よろしい
ですか？この事実、すなわち、問題を発生させない仕事の方法を案出してくだ
さい。縦軸に、A 案、B 案とするわけです。次に横軸に評価基準を定めます。
評価項目ですが、会社はケチというわけではありませんが、どこの会社でも、
実行に移すアイデアは安価なほど採用可能性が高くなります。従って、評価項
目①は「安価なこと」となります。次の項目ですが、すぐ出来る案の方が、時
間をかけて待つ案より良いはずです。従って、②は「容易に実施できる」とし
ましょう。そして、三番目の項目ですが、よく起きる現象ですが、現場の方が
良かれと思って提案した内容が、実施すると楽しくない、守れないで苦労する
案があると、結局、自分が出した案で苦労することになります。こうなると、
アイデア段階では良かったが、後戻りしてしまうムダが発生します。そこで、
③は「楽しく、喜んで担当者が守れる」としましょう。そして、案の評価は★
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で記載し、ミシュランのレストラン評価ではありませんが、本当は★3 つの案が
①~③のマトリックスの欄に評価して記載して下さい。これで良い案が見つかれ
ば、第五番目の手順は実施へ向けた活動だけとなります。ここが勝負です」と
いうことで皆の討論が始まった。時間は 1 時間程度を予定したが、約 30 分、皆
は大騒ぎのように討論していたが、突然、皆は部屋を出ていったわけだった。
先生は不思議に思ったが、コーヒー（ブレイク：休憩）タイムかな？と思って
いると、皆が、F 社支給の作業着を着て戻ってきた。S 先生が「おや？」と思っ
ているところへ、塗装工程のリーダーが代表する形で話を始めた。「S 先生、こ
の案が最良です。会社支給なので、会社も個人も安い案となります。傷はこの
服の構造で防御してくれます。従って、容易で早く出来る案です。こうやって、
全員が改めて作業着を着て話したことですが、
「同じ野球チームのような塗装チ
ーム員は、顧客のために一丸となって頑張ろう！」となりました。要は、野球
でもアメリカン・フットボールでも、同じ制服を着ているからチーム一丸なの
です。
・・・」と誇らしげに語ってくれたわけだった。S 先生、また、
「素晴らし
い」の言と共に、この研修は終了、同時に、塗装不良は、当然のことのように、
ゼロ！また、過去、あれほどマナーや着装を正す注意をしてきたことが、嘘の
ように、塗装員全員が正しい着装をして仕事することと、誇りを高めたのだっ
た。筆者がこの事例を米国でお聞きした時、
「教育とは、生徒自身が、自分の中
にいる先生を引き出す大切さ」という言葉を思い出した。また、同時に、躾と
仕付けの差を改めて知ったわけである。要は、自ら問題を認識して、自主的に
アイデアを出し、自律的にことを進める行動が“躾”というわけだが、F 先生は、
正にこの内容を実践されたわけだった。
【参考事項】5S 改善コストの評価について
5S の経営効果を明確にして対策へ向ける策は、現場管理・改善上、極めて重
要である。JMA で 5S 研修を行う度に研修生の方から受ける感想の中に「掃除
5S では経営効果が出ないので研修にきました。今まで掃除の発生源対策が進ま
なかった理由がわかりました。要は、ムダを金額で明確化する対策法を入れて
なかったからです。この方式を用いると、単に美化を求め、掃除の繰り返しを
するムダがはっきりしました。同時に、5S 対策のムダを研修で習った図 5-26
のように現場を写真に撮り、問題発掘する内容を、表 5-5 のように示せば、経
営トップも「このようなムダがあるのなら、また、この程度の投資や工数の投
入で、この利益を得るのなら早くやれ！」と言うはずです。また、現場関係者
も、
「このように収益に貢献するのなら、休みに出ても早くやりたい」となりま
す。5S のムダ・コストは経営トップと現場の改善をつなぐ通訳の役を果たすわ
けですね！・・・」ということだった。経営直結型 5S の実務では、表 5-5 のよ
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うな詳細まで必要としないはずである。だが、この表を参考に読者の皆様には、
是非、『経営直結型 5S』を活用した改善活性化の展開をお願いしたい。
ビデオの内容を写真にした現場撮影のサンプル
棚の有効活用は？
機械作業
不要物は？

切り子飛散
毎日掃除？

問題

問題

対策

対策
棚の下と作業性は？

効果

問題

対策

効果

効果

図5-26 写真を用いた5S改善法
例えば 1 日 10 分の掃除は年間に集計すると、10（分/日）×22（日/月）
×12（月/年）＝44 時間/年にもなる。もし、残業があり 1 時間 1,500 円とす
ると、6 万 6 千円になる。この改善が 1 万円なら 5．5 万円の利益となるが、さ
らに、この時間を活用して改善や製品生産に当てて売上増になった場合、
「この
ムダを放置しておくことは出来ない」ということになる。表 5-5 はこの種の計
算と共に、各種 ISO 面（品質、環境、労働安全衛生とコスト面）から評価を加
えた内容で解析した例であるが、このような解析を研修や製造現場で行ってい
ただくと、「改善の結果美化を得る」という『経営直結型 5S』の内容が具体化
するわけである。なお、筆者が今まで企業に訪問して現場実習を行う研修では、
20 名程度、5 グループ程度で数件の事例を解析～見積もり願う 1 日研修ででは、
毎回 500 万円/年程度の改善を得てきた。これは、写真やビデオで視野を定めて
改善する大きさと、現場の方々が少し物の見方を変えるだけで大きな改善にな
る例である。
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表5-5 ５S改善に必要なコスト計算
１，問題・テーマ名：機械職場の５S対策
特に、掃除のムダ､動作、資源のムダ

記載者 ○○

２，問題の状況（三現主義で事実をとらえて）
①奥の棚がエアーレス
職場A
（空気の置き場）もの
取りに体の回転必要
②手前の台の下は
不要物撤去が必要
撮影５月15日
③キリ粉を床に飛散さ
せ、掃除の手間必要
項目
①棚整理
の改善

問題と程度

非定量効果

10秒×10回×
22日×12ヶ月
＝７Hr/年

美観が問題

②台の下
不要物
撤去

・不要物5,000円
・掃除工数10分×４回/
月×
12ヶ月＝8Hr/年

美観だけでなく、台の
高さが異なる上下作
業で疲れが多い

③切り子
飛散

・掃除10分/日
×22日/月×
12ヶ月＝44Hr/年
・掃除道具費用
5,000円/年

美観もあるが、靴底の
摩耗、
スリップによる転倒な
ど安全面の問題があ
る

【まとめとして】

マネジメント面の影響内容
（ﾁｪｯｸﾘｽﾄで再チェックのこと）

①ISO9001
（品質面）

①で示すように、治具､工具が乱雑、機械の
汚れは強制劣化不良のもととなる危険あり

②ISO14001
（環境面）

③の油の汚れと飛散は地球環境への影響が
ある。掃除道具の廃却はゴミ問題・燃焼は温
暖化へ

③OHSAS
（安全衛生）

油こぼれはスリップ事故の要因
汚れ環境は健康問題に関与

④その他
（原価など）

①~③59Hrは÷8Hr/日
＝7.4日/年のムダ工数になる

４，改善効果集計
(1)年59Hrの工数のムダ、(2)費用１万円/年ムダ
５，改善内容と実施
(ｲ) 棚の高さを揃える
囲に必要品

(ﾛ)手の作動範
を置く

(ﾊ)切り子飛散防止改善
実施内容
担当○○
期限○○

5S に関するチェック事項
項

１

承認 ○○

３，ISO面の
チェック

目

美化運動上、清掃や不要物撤去に代表される整理は重要な対策と
されているが、繰り返しはムダを生む。では、そのムダとは何か

２

JIT・５S と整理の関係を部下にどのように説明し、現場での活用
効果をあげる応用があるか

３

仕掛かりや在庫が増える要員は何か

４

動作経済・5S と言う整頓とは何か

５

「清掃は点検なり」と言うが、この言葉は何を意味するか

６

清潔という言葉は病院や食堂などで使われるが、５S においてこ
の言葉が持つ意味は何か

７

しつけには、5S で活用する『躾』と子供の『仕付け』に使われる
内容があるが、この違いは何か

８

動作経済 5S はムダ排除に有効であり、工程分析と共に ECRS が
改善チェックリストに併用されるが、この内容を適用した改善方
を部下にどのように教えるか（事例を示して下さい）

９

掃除、気合の５S がもたらす経営への弊害にどのようなものがあ
るか、また、ムダを生む事例が示せるか
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チェック欄

表 5-5

5S における問題発生の原因を除去する（是正）対策書様式の例

１、問題・テーマ名：機械まわりの各種５S 対策
(製品落下、油漏れ対策、切り粉掃除対策)
２、問題の状況(現場へ行き、現物・現象を確認して、写真と
共に、図で要点や問題点を示して下さい。
）
②問題の要点と問題の構成・ﾒｶﾆｽﾞﾑ
①写真
解析結果
① 製品が落下して不良になる。
② 油モレがありｳｴｽで止めを行
っているムダがある。
③ 切り粉が飛散し掃除が大変
毎日 10 分掛かる。
(撮影年/月/日)

３、問題と悪影響の程度
No
項 目
問題と程度
①

製品落下

②

油漏れ

③

切り粉掃除

1 個 100 円×30 個
×22 日×12 ヶ月＝
79.2 万円の損失
ｳｴｽ月 800 円、
油代月 200 円
掃除月 30 分
１日 10 分×22 日
×12 ヶ月＝４４H

非定量的問題・影響
不良に対する認識が
低下する。悪影響大。

発生・改善の期日
記載者(担当)：
承認：
○年○月○日
４、ISO を中心と
影響と問題のチェック (各種ﾁｪｯｸﾘｽﾄを利用のこと
した項目区分
（例）環境：使用禁止物質など)
①ISO9001
不良問題は重大。落下防止のストッパーは即必要
(品質面)
②ISO14001
環境への油流出危険性､ｳｴｽの廃棄、油事態のムダなど
(環境面)
環境問題の対策、モレ止め対策が早急に必要である。
③ OHSAS
安全・作業環境面から床に油があることはｽﾘｯﾌﾟ事故の
(労働安全・衛生)
問題対策を急ぐ。
④ その他
ｺｽﾄ面の問題は製品不良、ｳｴｽ､油代、掃除の時間・ｺｽﾄ
（原価面など）
全てに多大な影響がある。
⑤ 改善案とその対策効果（集計値）／費用～投資利益率・回収期間計算値
不良 79.2 万円／年＋油・ｳｴｽ関連 1000 円×12 ヶ月＋掃除 30 分×12 ヶ月
＋44H＝80 万円＋50 時間×単価 3000 円＝95 万円は小額投資で対策可能！
２、改善案と対策内容（図、または表で記載する）
① 製品落下は落下防止ガイドの設置
② 油モレは発生源対策
③ 切り粉掃除も飛散防止対策
切り粉防止対策内容
ｶﾊﾞｰ設置
材料の切削

油飛散は環境・安全上
３、実施効果とその確認(実施日／効果確認期間などを記載する)
の問題多大である。
○年○月○日翌日、研修で刺激を受け、設備を止めて①～③全てを実施
掃除の５S は良いが
計算通りの効果を得た。掃除５S からの脱皮は工場の問題意識を大きく高
問題の発生基の対策に
めた。この波及効果､特に、原点対策で事後処理で工数を使うムダは躾の
はならない。意識低下
考えを正しく認識し、同様の改善にことを進める動機となった。
人材育成に支障が出る

第6章 部下育成 OJT 教育
６－１

部下育成前に必要な自己育成の大切さ

（１）現場管理者に望まれる姿について
ここまで、多くの部下育成に対する事例と要点を示してきた。そこで、ここ
では、泥臭いが実務的な部下育成の要点だけをまとめて整理することにする。
「子供は親の言う通り行動する例は少ないが、子供は親のする通りの行動(真
似をする)」という格言がある。部下育成には率先垂範が大切であることを示唆
した内容だが、
「部下は上司の後ろ姿を見ている」という言と共に重要な内容で
ある。表 6-1 は工場における業務と現場管理者がカバーすべき業務である。こ
のような整理をした理由は、この企業での改善をお手伝いした時の対策に話が
さかのぼるわけだが、「会社で就いて、給与もあがる簡単な仕事は何ですか？」
という問いを従業員に行い、新たな仕事へのチャレンジを願った時、ほぼ 85%
の方々が「職長になりたい」と回答したアンケートとしたことがあった。この
内容は関係者には意味不明だったため、再度、その理由を問うと、
「言いたいこ
とを言い、机に座って楽な仕事、現場がトラブルと、応援や材料提供して汗を
かき部下をしかるだけ。あの仕事なら、すぐに出来る。私に任せれば、部下育
成や品質設備のトラブル対策、新製品の立ち上げ準備に注力する。これが現場
管理者の本来業務でしょ！」というものだった。

表6-1 工場における現場管理者の職位と責任分担の例
業務区分
資材調達

業務機能

工場長

計画立案

課長

職場長

○各部長

◎各職長

実績フォロー

○各部長

◎各職長

人・物・設備・計画立案

○承認

◎各職長

調整・徹底

◎各部長

○各職長

グループ長

スタッフ

実務

製造

実行
業績評価

出荷

外注管理

□フォロー ◎各職長
○

○作成

問題の抽出

◎

○指示

◎各職長

トラブルシュート

□フォロー ◎各職長

合理化案提案（自動化）

○各部長

○協力
◎権限委譲
○参画

◎各職長

出荷・納入計画

○各職長

出荷フォロー

◎各職長

納期改善

○各職長

◎生管

○協力

◎購買

選定

◎新規

契約管理

○協力

日常管理

◎各職長

レベルＵＰの指導・評価

○協力
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◎生管
◎権限委譲

◎購買
○協力
◎購買

そこで、この企業では従業員の優秀さを認識し、管理者の本来業務レベル研
修を、従業員教育の前に進めたが、大きな成果を得たわけだった。
ここで、製造現場のマネジメントについて簡単に解説を加えることにする。
現場管理に関する内容を ISO9000:2000 から探すと、規定 3.2.6 に「組織を指揮
し、管理するための調整された活動」とあり、マネジメント・システムは「方
針および目標を定め、その目標を達成するためのシステム（相互に関連する、
又は、相互に作用する要素の集まり）」とされている。この文面を参考にすると、
現場管理者は現場を管理・監督・改善する役目を持つことが判る。
（２）現場管理者に要求されるリーダーシップの要件について
リーダーシップについては、既に多くの著書にその内容が記載されてきた。
また、その要素は「指導力、統率力、指導者としての素質を発揮して定めた目
標や目的を完遂する取り組みを果たす活動」というような内容が書物に示され
ている。この内容から判ることは、単に組織をまとめ、仲良し軍団をつくるこ
とでもなければ、部下に目標と権限を丸投げし、気合いと、きらびやか、派手
な宣言やディスプレイでコンセプトだけを強調して部下を叱咤激励するだけの
行為ではなく、自ら組織の先端に立ち、いざという時は責任を全て負うことを
覚悟して、用意周到に目標達成を図る取り組みと人間力を相互的に示す全人格
的な内容を意味する。
このためには、片手には、人間に興味を持ちつつ人を動かす、もう一方には、
業務目標達成への信念と問題解決力に自信を持ってものごとを進めるスペシャ
リストを目指す活動が要求される。一人でこの内容を完全にカバーすることは
理想だが、多くの努力が必要となる。そこで、ここでは、ごく知られる、製造
現場を管理する上で重要になる要点だけを以下に例示した。
① 目標達成に関する準備
(1) 現状の詳細な分析と何をすれば課題達成が確実にできるか？という見
通し（達成可能性を見通し、目算がある）。
(2) 過去の経験や同種事例の認知（知識、経験を持つ）
(3) IE、QC、VE など問題解決技術を自由にこなせる能力と経験に加えて、
モノづくりに関する製造技術の熟知や経験がある。
(4) 問題解決に行き詰まった場合に問題解決の糸口を見つけるネットワー
クを持っている。
(5) コーチング技術のように、関係者をやる気に導く技術を知って使え得
る（経験を持つ）。
② 集団を動機付け、先頭に立って引っ張って行く内容に関する準備ができる。
(1) 信頼される人間的側面（日頃からの行動と実績）を持っていること。
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(2) つらい立場、責任がかかる状況に面して絶対に逃げないで、自分の責
任で果たすことを示す行動を先頭きって実践できること。
(3) 過ちを犯さなせないようにするための準備と指導、相談や忠告、進言
を気楽に受けることが可能な制度や人間面の努力が図れること。
(4) 間違った行動があり、判れば即座に関係者に報せ、詫びるなどの行動
と共に、前後策を皆の知恵を集め、最良の策を合意の基で決め、新た
な活動の基で、当初の目標を達成する努力を図る行動力があること（一
種の謙虚さや事実を直視し、冷静な判断をする活動）。
(5) 部下を信頼して任し切るが、責任は取る（逃げない）。なお、部下を育
成して、権限委譲を図る行動を積極的に進めている。
上記に記載した内容は時代と共に変化する。このため、21 世紀型の管理者の
あり方を JMA・第一線監督者強化研究会で検討したことがあったが、現場管理
の項目は表 6-2 の①・②となり、右端に示した 21 世紀型の要件が望まれるとい
う結論を得た。この内容からも、現場管理者に期待する業務は多く、過去、図
6-1 に示したような、グリッド分析という形で漠然と示された現場管理者の内容
は、その中身を具体的、かつ実務的に実践できる現場管理者の能力開発・育成
が重要になることがわかる。このため、各社とも、第一線監督者の方々に対す
る研修が盛んだが、注意すべき事は、一般教養的な人材育成教育システムの投
入ではなく、本当に実務に役立つ内容の教育と実践内容を見た人材育成システ
ムの具体化が探求される状況にある。

人間重視

理想タイプ
９．９型

人間軽視

放任
タイプ

キーパーソン
一任・依存
タイプ

組織変更
繰り返し
タイプ

平均タイプ

管理品部長
タイプ

ブラックリスト
タイプ

データー
コレクター
タイプ

カリスマ冷血
タイプ
業績重視

業績軽視

図6-1 グリッド分析を利用した管理者のタイプ分析
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表6-2 ① 強いフォアマンづくりの項目
21世紀型・職長のあり方（過去→現在→未来） ＪＭＡ第一線監督者強化研究会（1999年）
業務区分

過 去

現

在

未来（予測を含めて）
企業としての実施要件

生産管理
（顧客の受注を受けてか
ら、生産、指示、フォロー
までの内容を示す。工程
管理・日常管理を含む）

生産活動・
工数管理
（生産現場の最高効率を
追求した５Ｍ＋Ｉ 管理）

人事管理
（教育・部下育成と共に
人事考課を図り、人的パ
ワーをフル活用しつつ実
力向上を進める）

ＩＴ化
（変化する顧客情報の
提供～活用まで）

第一線監督者の役割

・与えられた生産指示内
容を達成すれば充分
・単一ショップ管理を重
視した体制
・与えられた範囲でフル
生産すれば役目充分

・顧客の状況、量の変
化を見たフレキシブル
対応
・前/後工程を考慮に入
れた生産対応
・つくり過ぎのムダ対策

・実需を正確にとらえた
生産計画対応
・情報一元化とＩＴ：ネット
ワーク化利用の変種
変 量生産への対応
・リードタイム短縮努力

・自主・自立型管理をベー
スに現場をスーパーバ
イズする
・顧客動向を見ながら、各
種リスク対策を実施
・領域の壁を超えて活動

・ムダ排除を中心とした
生産性向上努力
・標準時間、稼働率目標
達成への協力
・単一職場生産性維持

・ラインの総合生産性向
上努力
・省力・自動化・不良対
策を含め、課題解決
・変化に応じた配員

・変化対応を予見した各
種自主的な調整・問題
対策活動
・多能化対策
・コストターゲット対策

・必要最少人員生産対
応＋変化対応生産に
対応した現場管理
・アウトソーシングの選
定・活用・評価を駆使

・家父長的個人管理
・年功序列型
・一般的レベル向上対策
としての単能工・プロ育
成対策

・実力主義による個人
の育成、登録、活用方
法の具体化
・多能化対策
・組織力向上企画策定

・スキル登録管理システ
ムの活用
・アウトソーシングを含め
たプロ活用対策法駆
使
・匠技術の醸成

・個を重んじ、プロ化編
成～活用をスムーズに
行う対応力駆使
・戦略的な人員配置～
将来育成を含め対応

・ハイアラーキーシステ
ムによる対応（上司の
指示、計画の具体化は
受身でも忠実であるこ
とが望まれた。）
・手書き、掲示板による
月/週の生産達成管理

・情報ネットワークと共
に現状の情報を加工
すればＰ－Ｄ－Ｃ対応
が図れる力をつける
ことへの対応
・各種ＩＴ化に慣れること

・マイ・システムに代表さ
れるようにパーソナル
現場管理の設計～
活用 対策力の充実
・簡易ソフトを自由に使
い こなし現場管理ＩＴ化
を 進める力量の装備

・自主、自立、自由に職
場管理が行えるようＥ
ＤＰの活用力をつける
・アラームシステムの運
用による先見的問題対
策方式の運用

図6-2 ② 強いフォアマンづくりの項目
未来の
現場管理
業務区分

過 去

現

在

Ｑ，Ｃ，Ｄ
ＪＩＴ、・・・

未来（予測を含めて）
企業としての実施要件

製品・品質・設備
管理～改善活動
（本来業務である生産の
実施、設備・人・ものや
時間を駆使した生産と改
善活動の実践）

新製品立ち上げ
対応
（短ライフサイクルに
生産対応する）

外注管理
（工程内外注、工程の一
部委託部門のレベル向
上対策を重点とする）

第一線監督者の役割

・「死亡診断書的」な不
良・故障改善対策
・小集団活動に頼ったセ
レモニー的発表会重視
のＴＱＣ改善活動
・形、形式重視による５Ｓ
やＴＰＭによる稼働率
向上対策

・発生時点問題対策
（３現主義の実践）
・ポカヨケの推進
・フレキシブル生産対応
と可働率管理の実践
（ＪＩＴ生産対応）

・自動化の推進と共に、
フレキシブル生産対応
を進める。
・ＤＲ・デザインインによる
事前問題対策システム
運用・駆使
・先を見た技術課題明確
化～対策活動

・デザイン・インへの積極
参画～能力向上
・キー技術を押さえ、吸
収し、品質、設備でも
のづくりを最良生産す
る活動の推進
・３～５年後の現場革新
案作り～達成努力

・スタッフ中心の新製品
立ち上げプログラムへ
参画
・立ち上げ時に発生する
問題への即応（人海戦
術を含む）

・短製品ライフサイクル
に対応、人,物,設備フ
レキシブル生産対応
した仕組みづくり運用
・事前問題対策ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄへの参画

・変化対応に準じたスキ
ル登録と、人材育成～
活用の常道化
・科学的管理法による新
製品立ち上げスピード
化対策システムの運用

・同上
・課題の事前予知、企画
提案が自主的にできる
現場管理能力の向上
・早期新人育成方式の
習得～開発・駆使

・能力オーバー分丸投げ
外注対策
・人件費低減を目的とし
た外注化の対応処理
・親方育成方式による浪
花節式外注政策展開

・フリーターも駆使・活用
可能なフレキシブル生
産対応
・科学的な標準時間を
基とした負荷能力管理

・アウトソーシング活用、
契約,スキル管理による
効率化生産の運用
・キー技術の統制・育成
管理

・場内・場外関係なく人
材を育成活用できる管
理技術の駆使
・個人別アウトプット評価
と実力主義評価・育成
システムの運用
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６－２

部下育成に必要な学ぶ側の習得術強化法

（１）新人教育、仕事のスピード習得対策について
部下育成は仕事を通した指導（OJT）と、別途、テキストや小集団活動によ
る自主的活動などを通じた各種教育（Off JT）がある。
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！

時間を取り行う
図や絵で
解りやすく
教える。

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！

本業で成果をあげ、
皆の、お手本となる

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

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

図6-3 あるべき部下育成トレーナーの行動

受け手
教えられる内容か？
渡しても将来役立つか？
教える技があるか？

教え手
講師の活動

イメージとアウトプット、ファースト
教師として
・何をして欲しいのか？
・どのようにしたいのか？
・問題と改善点は何か？

誰に渡すか？
何を渡すか？
出来るか？
① 具体的な
アウトプット？
（目的と目標？）

③ P-D-C？
② 評価？
（生徒のアンケート？
またはインフォーマル
な交流）

図6-4 教育に必要な送り手と受け手の努力
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加えて、図 6-3 に示す、教育者の熱心な活動と、図 6-4 に示した受け手側の自助
努力が結びついた活動が運営されると相乗効果が増すとされてきた。
新人教育には手順書やマニュアルを渡して座学による教育が行われる例があ
る。だが、苦労して作成したマニュアルより、山本五十六方式にあるように、
①現場でやってみせ、②やらせて、③褒めて育てるという方式の方が有効であ
るとされてきた。要は、この内容は、知識教育だけでなく、現物、現場で行う
仕事の伝承法の有効性を示唆した例である。この具体策は図 6-5 に記載する形
となるが、この方式は習う側が指導者の仕事を見て、質問しながら自分でマニ
ュアルを作成する方式であり、仕事の伝承に極めて重要な手法である。

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

特に重要な点をまとめてワンペーパー
標準書にする

異常処理、特殊処理は
別の標準書にする。

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

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

コピーマシン方式

維持・定着

SN式＝Shigehiro
Nakamura
式の略称

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

図6-5 スピード・メモ修得法（SN式）
図 6-5 は筆者が用い、産業界で一般的になったため SN 式という名称になった
が、この実践例と開発の経過を紹介することにする。
若い頃、筆者は生産管理システムの構築～定着を図る仕事を担当する中で、
まだ、PC にアレルギー(当時、キーボード・アレルギーと言われた)対策に対抗
するため、現場関係者に現場端末を上手に使っていただく教育が盛んに行われ
たことがあった。システム開発者がマニュアルを作成して現場教育を行う方式
が運用されたが、問題は、研修会で習っている時には、PC の扱いを解った気が
するようだが、実務で活用願うと、習ったことがわからず、再度の問い合わせ
や製造現場からの呼び出しが発生した。このため、システム開発関係者は次の
システム開発は出来ず、教えた内容にも自信を失いかねない状況まで発生した。
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そこで、このプロジェクト・リーダーだった筆者は「マニュアルはシステム
開発側でつくるのではなく、簡単な資料だけを持ち、習う側がつくる作戦に切
り替える」とした。要は、習う側がノートを持ち、先生に当たる、教える側が
説明しながら実施した内容をメモに取り、清書してもらう。清書した資料を講
師がチェックする方式だが、実施して判ったことは、教えたことと習った側が
記載した内容にズレが発生する事態が発生した。これで判ったことは、教える
側の文化や環境が教わる側と違う点だった。さらに、PC の扱いを習う方々が挿
絵を描いたり、画面の状況を絵にしたりするマニュアルは実にわかり良いこと
がわかった。教えるシステム開発者には、過去、すでに勉強して当たり前にな
ったことも、習う側にとってはメモが必要であり、詳しい説明が必要であるこ
とを教える側が学んだわけだった。この状況は図 6-5 の手順通りの内容だが、
このようにして作成したマニュアルは極めて習う側に解りよい内容になったよ
うである。システム開発者から見れば、その内容は幼稚極まりない内容ではあ
ったが、まだ、PC の扱いを知らない新人をつれてきて、このマニュアルを活用
すると、ほとんど質問なしで PC 操作が可能になっていったからだった。その後、
図 6-6 の下に示したように、NASA アポロ 13 号の事故の際、同種の取り組みと
訓練があることを知った。読者の方はご存じの通り、アポロ 13 号は初中で突然
の爆発事故が起きた。この時、月の遠心力を利用して地球に戻す策が取られた
が、ここで役割を果たしたのがメモ術だった。

事故の概要 ： 1970年月面着陸を目的に飛びだった１３号は宇宙空間で予想して
いなかった事故に遭遇した。電力供給タンクと、電力供給ラインの
故障は飲料水お供給不能にまで及んだ。

対処 ： この絶望的とまで見られた内容は、地上の管制官と宇宙船に
いた宇宙飛行士の連携で回避されたことは有名な事実である。
酸素ぎりぎりの状況で月の引力を介した帰還と地上でシミュレ
ーターを使った対策と地上からの連絡・指示にはメモが大きく
役立てられた。
次へ・・・繰り返す

手順を伝える。
メモをとる。
確認する

急ぐ、緊張する。
疲労の限界の中で

手順を間違えない
よう、押してはならない
スイッチにはＮＯ！と書
いた赤いメモもつけた。

複雑な処理をひとつ
づつ遂行

間違えはそのまま死
につながる状況！

図6-6 ＮＡＳＡアポロ１３号の事故と対処
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ＮＡＳＡで正しい
手順を伝える手法
はフローチャート
の活用だった。

このように習う側がメモをとる方式は、考えて見れば当たり前、かつ、有効
な仕事習得法のひとつであることがわかる。
筆者の体験談だが、面白い例がある。米国在住の時だが、企業に人を雇う時
のテストである。現地の人事専門家が行ってきた方法だが、採用前に会社の案
内を採用候補者に渡す、採用には筆記試験を行うが、これは簡単なテストだっ
た。要は文字が書けない方が入社するのを防ぐ程度の内容であり、これはテス
トの本命ではない。テストは、この筆記試験の後、1 名が重要な内容を話す。も
う一人が試験管席に座り、生徒の行動をビデオ撮影するという内容だった。最
初、この試験法でビデオを使う目的を、筆者は「カンニング禁止のためかな？」
と思ったが、そうではなかった。試験は次のように行われた。①講師に当たる
方が黒板に重要な内容を書き、説明した後に質問を受けるという内容であり、
15 分程度の話をする。②その後、黒板を消し、同時に、座っていた試験官が「あ
なたと、あなた、・・・と数名に告げ、「向こうの部屋へご移動下さい」と言う
が、別室へついて行くと「先ほど重要な話を講師が伝えましたが何でした？」
と問うわけである。いろいろ話させた後「正確ではありません。申し訳ありま
せんが、ここにおられる皆様はメモを取らなかった方々ばかりですが、メモを
とらない方は、正確な情報を聞く意図がなく、我が社のような細かな技能を要
する仕事では必ずミスを起こし不良やケガなどを起こすので、申し訳ありませ
んが他社で皆様の才能を活用下さい。残念ながら、当社の規定では 2 度の試験
はありません。身についた習慣はいざという時に出てしまうからです」と伝え
た。先のビデオだが、これで文句を言う者が出た場合に証拠という形で見せる
ための撮影だったとのことだった。部屋に残った者から採用試験を進めるわけ
だが、③メモを集め、メモの内容が正確にとっている者から順に採用者を決め
ると方式だった。また、この採用でパスした者は実に仕事の習得が早いことを
経験してきた。その後、この採用法は一流企業で常識的に行われている手法で
あることを知ったが、極めて効果的な採用者判別法であることを知った。
（２）エデュケーション（教育＝本人の持つ能力を聞き出す）対策について
昨今、言われたことだけを行う仕事の伝承ではなく、
「マニュアルを超えた仕
事の具体化」という自主性や気づき、考えながら仕事を進める教育法が求めら
れる例が多い。仕事を教える際、余りに詳細、潤沢に教育資料を揃え、ロボッ
ト的な教育を図る方式は習う側が内容を深く考えず、受け身になり、創造性ま
で欠く弊害が出るとされる。この状況はエデュケーション（教育＝本人の持つ能力
を聞き出す）対策との対比で現場を管理する第一線監督者の方々が日常の仕事の
中でも注意すべき一面を示唆する内容である。そこで、教育専門家達が研究し
た結果を図 6-7 に示した。これは、マニュアルを整備する程度と、教育（習得）
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効果を示した例だが、この分析を見てわかることは、マニュアル型人間づくり
の危険性を明確に示している。要は、マニュアル依存度が高くなると、個々人
がリーダーとなり仕事を進める裁量度が低下するという点にある。ロボットの
ように訓練して決めたことだけを実施させることが、自分で考えない、学ぶ意
欲さえ失い。製造現場における諸問題を自主的に解く力さえも失う危険性を示
したものである。このような内容から、改良された成果主義では（過去、結果
評価だけを行い、うまくいかなかった反省から、仕事はプロセスも評価～指導、
監視、示唆することで成果をあげる人材に育てる方式を改良された成果主義と
いう）、タスクを設定して、マニュアルにすべて依存しないで、本人の考えを引
き出しつつ指導する方式が重視されている。
教育：Educationの意味は「引き出す」という意味であり、コーチ（御者）が目的地へ導く
ことが基本だが、①むち打ってでも目的地へ行かせるという意味ではなく、
②教える生徒を「お客様」ととらえて、裏方として指導することが大切とされる。

成果主義成功の要点
高
モチベーションレベル 低

最適目標水準

小
大

マニュアルの依存度
リーダーの裁量度

大
小

① タスクの設定条件
数値目標・状態目標
＋
② 評価の対象
個人評価／グループ評価？
＋
③ 評価方法
結果評価 → プロセス評価
＋
④ 期間
長期 → 小刻み段階的な
目標管理とフォロー

リンク

図6-7 マニュアルの依存度とリーダーの裁量の幅
【参考例】マニュアル型人間が行うアリバイづくりについて
昨今、企業で爆発事故や設備の突発事故が多い。この際、点検マニュアルが
提示され「日々の点検は行い、このようにチェックリストをつけてきました」
という内容が提出される例が多いが、その中身を探ると、すべてとは言わない
が、
「上司の指導通りの仕事をして問題が起きたので、私の責任ではない」とい
う例がある。だが、現場で実態を確認すると「一般人でも気づく常識的な異常
の余波を見逃していた」という例が多い。この内容はここまでの内容に関する
ものを多く含む内容であり、製造現場では注意すべき話である。
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６－３

アウトプットを定めた早期・部下育成法

先に図 3-18 で、アウトプット無視の研修を例示したが、研修はアウトプット
を明確にしてから研修を行う方式をお願いしたい（この項では、設問を設けず
下に記載の内容を基に、皆様が行う教育・研修の見直しを願うこととする）。
教育におけるチェックポイント
□ 新人教育後、アンケートを見て研修や講師の良否判定に終始していないか？
□ 研修や教育はアウトプットを決めて、最良のインプットをすべきだが、この
検討と評価をどのように進め、改良、スピードアップしているか？
□ 研修が箱物と研修メニューの消化、研修者の数を追う形になっていないか？
この種の研修の場合、研修は成功しても、仕事に生かされない例があるので、
ご注意というわけである。例として、ある企業の研修をフォローすると、2 日間
程度の座学であり、研修アンケートを拝見すると、
「非常にためになった。自分
も現場で是非活用したい」という内容が記載されていた。だが、実情は、研修
後、研修生が職場へ帰ると、机の上の整理～雑務に追われ、結局、研修生は発
表期限近くになり、何とか資料化して中間発表する方式が多く、発表者も、余
り手をつけていない言い訳を含めて、今後への期待を述べる内容があり、その
後、数社の相談に乗ると、この種の例に多々出会った。そこで、さらに問題を
調査すると「その後、やがて、そういった研修を受けた記憶すらも忘れた」と
いう本音までお聞きした。この種の研修を、ある方は「あすなろ（花が咲きそ
うだが永遠に花も実もつかない植物の名）強要番組」
「箱物・研修事務局のアリ
バイつくり研修方式」というが、もし、この OFF・JT という集合研修方式を
OJT 研修に持ち込むと大変なロスを生む。ここで大切ことは、①水泳で言うな
ら、畳の上の水泳訓練ではなく、実務達成を水中で指導する。②具体的な成果
を段階的に得ることで気づきを得る。②類似の内容にも自主的に気づき実力向
上と応用の場を広げる対策となる。
この種の対策内容の例として、2007 年に JMA・中部で第一線優秀監督者が
努力を語るパネルディスカッションの任を受けたことがあった。内容は、異業
種 3 名の方との討論を会場のアンケートを受けて、会場の方々に参考になりそ
うな苦労談を話すという企画だった。なお、前日からご出席 250 名程度の方か
らいただいたアンケートは図 6-8 であり、「製造現場における OJT 研修にいか
に苦労を要するか？」また、「多忙な製造現場の中で時間を取り OJT 研修を進
めることに多くの困難がある」という内容が多く出され、これに対し、以下、3
名の第一線監督者は、①無理してでも、先に教育時間を決めて行う（生み出す）。
②人材育成は一般論で語るべきではない。また、このためには③具体的テーマ
とアウトプットを決め、段階的に被教育者とコンタクトして指導を続ける。こ
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の背景には①自ら技術を習得した記録を見直し最短の習得プログラムをつくる。
②職場では丸投げ研修にせず、自らお手本を示す。③同時に、尊敬と信頼、部
下を思いやる対策となるように、相手の正確や嗜好、話し方やタイミングを的
確にする、という内容を提言の形で示した（図 6-9 はその時に図化して会場に
示した内容である）。
57

１，時間不足

21

２，人材教育（含むビジョン）

14
14

３，技術伝承・多能化対策
４，品質・能率課題対応
５，５Sを含めたモチベーション

8
7
6
5
4
4

６，他部門・交代勤務・アウトソース対応
７，アウトソースの入れ替わり対応
８，現場管理者としての指導力
９，指示待ちの方のやる気対策
10、人間特性に対応した指示・指導

約150名の方から
いただいた問題
設問「現場教育で
困っている内容は？」
16

11、その他

0

20

40

当日のディスカッション・テーマ： ①時間活用の工夫で努力された点は？
②効果があがる効率的部下育成方法は？
③ 職場の領域を超えた問題の対処は？

図6-8 2007年1月JMA・中部F大会で得た会場アンケート

難技術→製造技術のなぜ？の徹底追及
ノウハウや、現場関係者が困って
対処している内容と、モノづくりの
メカニズムの関連をつかむ
内容が判る
ノウ・ホアイ化
原理・原則の明確化

技術伝承波及～
スピード多能化へ

企業収益
＋
働く意義
仲間づくり
など、・・

管理者自らが聞き、実態把握！

関係者と熱心に話し合い、
理由とメカニズム把握

スタッフ＋
現場を巻き
込んだ検討会
情報共有化と相互信頼・尊敬へ

デザイン・インへの
展開→新製品早期立ち上げ

具体的なテーマ（課題）を持たないコミュニケーション強化手段はムダ！

図6-9 部下育成に必要なOJT研修事例（2007年F大会）
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【参考事例】次期・現場管理者の育成プログラム
次期・現場管理者育成は部下育成のひとつであり、多くの企業から JMA に依
頼が多い内容のひとつである。そこで、「研修はアウトプットの明確化が重要」
という視点で参考願う例として、下に、研修メニューを例示した。なお、この
研修は、①筆者が講師を担当させていただき、1 回目が終了すると、後は、この
場合 A 社の方が講師を行う方式を採ってきた。要は、研修生と指導者を同時に
育成する方式であり、②最初は一般的なケースを使うが、A 社に合った内容と
することや、③受講生が講師を担当するというタスクが、講師自身が内容を実
践して実力向上を図っていただくためである。
A 社「現場管理者研修」の例
１，目的：御社における現場管理者のニーズを受け、現場管理技術を実務的に
活用し、率先垂範する実務研修を行い、現場改善の企画～実践成果を得る。
２，研修内容（案）
：２日研修の内容（フォローアップ研修は後日設定とします）
No.

区分とスケジュール

１

収益構造と原価改善
【１日目】
9:00～12:00

２

主要実施項目
①ＢＳ、ＰＬと現場活動の直結化

直接原価計算を理解

②原価計算値直結させたテーマ発掘法

し、現場管理と改善

③現場の問題と直接原価計算の連動化

活動の一体化を図る

理想とすべき職場

①現場管理の基本と活動事例（ビデオ） 現場管理上の必要事

づくり

②各種現場管理技術の棚卸し～現場管

12:45～15:00

理の問題と対策討論（発表）
③２１世紀型現場管理国際レベル評価

３

６大能力のチェック
と活用研究
15:10～18:00

４

求めるアウトプット

作業長のあり方
【２日目】
8:30～12:00

項の整理を整理し、
あるべき姿を明確化
する。

① 表現力・説得力・聴講力・改善力・ ６大能力を自己評価
管理力・企画力の６大能力の評価

し、ケーススタディ

② 部下育成・説得演習

による部下育成～目

③ コーチング技術事例と活用研究

標管理へつなげる

①品質・安全・５Ｓ対策を例とした現場

率先垂範で現場改善

管理～改善の実務（率先垂範）対策

（問題解決法）をス

②現場管理者の時間活用術

キル管理と品質改善

③意志決定の効率化対策

事例解析を通し修得
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研修内容（案）つづき
No.

区分とスケジュール

５

現場課題解決能力の

①現場の問題の把握と整理法

持参した現場の問題

育成

②現場改善と企画（案）策定法

を解析し、重点問題

③相互発表検討会

を抽出～改善企画書

（見本市式で全員同時グループ発表）

を策定、相互討論へ

上記の企画案の内容から優良なものを

現場改善企画案を各

抽出して全体発表を行う

人が作成～実行へ移

12:45～17:00
６

代表事例発表～まと
め

17:00～17:30

主要実施項目

求めるアウトプット

す題材とする
【事前準備と今後へのお願い内容】
① 研修前に「現場改善に役立つ経営・財務入門」（１冊税込み¥1,000）を事前に送付し
ますので、送り先と部数をご連絡をお願い致します。また、書は研修生が事前に読み
ご参加下さい。また、テキスト（一部、演習問題）は送付後、事前配布下さい。
② 現場の問題を事前に各人が現場関係者と話した項目を A4１枚に自由形式で記載した
ものを研修時に持参するようお願い致します。
③ 研修の最終アウトプットは各人が持ち帰り現場改善を図るテーマを企画化し、実行す
る内容（企画→実行計画）とします。このまとめは研修で行い、事前準備は不要です
が、1.5～2 ヶ月後にフォローアップ研修と、例えば不良・ケガ・故障ゼロ対策に関す
る実務研修を、１日程度計画されることをお奨め致します。

３，研修使用機材など：テキストと演習問題送付時に連絡させていただきます。
基本的には、プロジェクターと A4 用紙でまとめたものを発表できる形態が
あれば結構です。
［注釈］その他、問い合わせ先や、費用に関する打ち合わせ内容の記載は省略
以上
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６－４

部下育成と日々のコミュニケーション対策

（１）第一線監督者がかかえるコミュニケーションに関する悩みについて
企業では「ホウ・レン・ソウ」という標語と共に、報告・連絡・相談運動が行
われた企業があるが、この種の活動は、例えば、異常の早期発見を速やかに関
係者に報せて、問題発生防止を図る活用法が要点となる。このような内容を 2008
年 JMA・中部 F 大会において、図 6-10 のように示し、会場参画の形でアンケ
ートを取り、部下育成とコミュニケーションの取り方についてパネルディスカ
ッションの形で、アンケートの集計結果と、要点を基にした討論を図った。な
お、2007 年は、①多忙な中で現場管理者が困っていること（対策は時間活用術
の応用をアンケートし、討論した）②部下の方々が自主的、積極的に改善や技
能習得に取り組むには（対策は、2:6:2 の原則と、コーチングにウエイトを置い
たディスカッションを図った）が、300 名ほどの会場から得たアンケートの中心
テーマだったが（回収は 180 名）、今回は、③部下とのコミュニケーションに苦
労する点をテーマとしたアンケートを行った。また、その要点に対し、現場を
実際に管理・指導する 3 名のパネラーが、体験談を話しながら会場のアンケー
トに参考となる内容を例示する形で、アンケートをまとめ、討論した。司会役
を担当した筆者は、そこには参考にすべき多くの点を見出したので、以下、紹
介することにする。

１，ISO9001の規程を参考にすると？
5.5 責任、権限及びコミュニケーション
5.5.1 責任及び権限

トップマネジメントは、責任及び権限が定められ、組織全体に周知されている
ことを確実にすること。
5.5.3 内部コミュニケーション
トップマネジメントは、組織内にコミュニケーションのための適切なプロセス
が確立されることを確実にすること。また、品質マネジメントシステムの有効
性に関しての情報交換が行われることを確実にすること。
仕事の成果と
5.6 マネジメントレビュー

２，ホウレンソウ：報告・連絡・相談の目的は？

チーム一丸を
目的とする

３，人には感情がある。
好き／嫌い
認められている？
自己育成、仲間や顧客
のためになるか？

図6-10 何のためのコミュニケーションか？
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まず、図 6-11 には「業務多忙な中で、部下と何らかのコミュニケーションを
工夫して取る方法」を問うたものであり、アンケート結果とその要点は図の下
に記載の内容となった。
【設問】業務多忙で部下とのコミュニケーションの時間が不足する中で、コミュニケーションを充実させ
るために、管理・監督者として、ご自身が実行していることをご記入下さい。
0
10
20
30
40
50
60
１，現場へ出て、現場巡視時
２，日々のあいさつ時
３，時間をあえて割く・工夫して
４，会合へ参席して
５，休み・昼食時を利用して
６，リクレーション・会食など
７，相手からの相談に応じて
８，問題やトラブルの相談に対応
９，教育・指導時間を利用
１０，その他

59
36
28
23
18
12
12
4
4

0
【参考にしていただきたい記載内容】

7

アンケート1日目187名
2日目104名だが、ここには
1日目の集計内容を紹介
20 人数 →

40

60

① 工場巡視の回数と時間を決め、必ず、全員に声をかける（30分～2時間／日）。単なる声かけでは
なく、３現主義で行う（仕事と、各人の育成を重視）、face to face が基本！
② 休憩時間をコミュニケーション時間として利用するが、全員集まる工夫や朝礼前に多少早出をする
などの運用を工夫してきた。
③ あいさつをすることを基本に、対話を心がける。
④ 目標管理を実施、この内容を基に対話、日々、育成指導に努力
⑤ 改善活動を共に進める形態、相手に質問して引き出す工夫（コーチング）に努力

図6-11 部下とのコミュニケーション①（2008年JMA・中部F大会）
このアンケートは全て設問に対する記述式だった。従って、記述された内容
を分類整理してグラフ化したものだが、同時に、記載された内容には実に実務
的で、工夫された内容が提示されていた。このため、図 6-9 の枠に、その内容
を記載した。ここで参考にすべき点は、工場巡視の時、部下全員に対し、単な
る声かけだけではなく、現場・現物で仕事を通した部下育成をコミュニケーシ
ョンの目的としていること、さらには、時間的にも工夫した取り組みが図られ
ている点であり、図中に記載された①～⑤の内容は、読者の皆様にも取り入れ
ていただきたい点が多い内容であると考える。
次の図 6-12 は部下とコミュニケーションを取る時、プラス・イメージでチャ
レンジに向かってもらう工夫についてのアンケートである。ここには、見せか
けの褒め言葉ではなく、部下の育成を指導する中で、仕事の達成内容に指導し
ながら育て、褒めて、次の目標へ向かってもらう現場実務で行うコーチング麺
の工夫が多く見られた点だった。そこで、当日、パネラー一同はこの点に関す
る体験談を紹介した次第である。
最後の図 6-13 はコミュニケーションと共に進める「働きがいのある職場づく
りへの工夫」だが、特筆すべきは、実力主義社会にあって重要なことは、結果
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ばかりを追うのではなく、結果を生むプロセスを重視した活動の大切さに大き
な関心が払われている点だった。以上、部下育成とコミュニケーションについ
て実務者のアンケートを解説したが、目的を持った現場活動にコミュニケーシ
ョンを効果的に活用するために重要な内容がここに集約されているように思う。

【設問】部下の方が“やる気を出してくれた”、“成長した”などと感じることがあると思います。その時に
効果的だと思うアドバイス（言葉）や行動などをご記入下さい。
0
10
20
30
40
50

40

１，成果をあげた時ほめる
２，努力中を含め、成果とプロセスを褒める
３，期待を相手が受け任せられる「君ならできる」と言う
４，アイデアなどの相談で自助努力や気づきを褒める
５，責務を与えた時、やる気を見た時促す
６，改善発表会やミーティングで成果を褒める
７，状況を見て、上司、次席、メンバーより褒める
８，失敗時に相談に乗る
９，打ち上げなどの集まりで褒める
１０，その他

28
24
20
18
7
5
2
1
4
0

アンケート1日目187名
2日目104名だが、ここには
1日目の集計内容を紹介
20

40

60

【参考にしていただきたい記載内容】
① 仕事や改善を依頼するとき、相手の目の輝きや、態度などが変わった時、「出来る！」「任せる！」
と言って、期待を示す。ただし、依頼前に、意義や目的の理解を正しく把握する。
② 成果が出たときが褒めるチャンス、また、次への期待をふくらます次期なので、このチャンスを
生かす形で、部下を褒めて育てる。
③ 失敗時に怒ることをこらえて共に考え、納得とチャレンジ精神を高めて、成功に導くことが重要。
④ 現場の不満、困っていることを助ける形で助言することが重要
⑤ 答えや命令の前に、相手に気づきを求めるべきである。また、気づきを褒めて育てることが重要！

図6-12 部下とのコミュニケーション②（2008年JMA・中部F大会）
【設問】働きがいある職場を実現するために、自社で展開すべきと思われる内容をお聞かせ下さい。
0
10
20
30
40
１，良いことを褒め合う・プロセス重視の
コミュニケーション（結果主義ではない）
２，現場が向かう、夢、目標の見える化
（含む、貢献度の明示）
３，その他として、やる気づくりの各種対策
マネジメント、自己申告、ストレス対策
４，会社側の対策：援助、教育、評価制度
給与制度など
５，発言自由な雰囲気づくりと、情報共有
化対策（含む、使命、努力、成果など）
６，他社見学によるなどの刺激策

33
32
21
20
19
18アンケート1日目187名
10

７，楽しくやれる雰囲気づくり
（やらされ感の排除
８，個性重視体制

3
0

20

2日目104名だが、ここには
1日目の集計内容を紹介

40

60

【参考にしていただきたい記載内容】
① 明るく、風通しの良いコミュニケーション
結果主義でなく、プロセス重視、貢献度や達成感が共有できる活動の「見える化対策」が有効
② 人を育てる現場管理者の活動を基本とした日常活動により、皆が、働きながら考えて仕事
する、仕事の実力と成果の高まりが自覚できるコミュニケーションの配備
③ 部下への押しつけから気づきを求める対話が必要
その他、会社全体に求める制度や報酬面の要求もあった。

図6-13 部下とのコミュニケーション③（2008年JMA・中部F大会）
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（２）製造現場における「コミュニケーションの役割」について
製造現場において活用するコミュニケーションに関する役割について、
JMA・中部 F 大会で会場に紹介した内容を例示し、この問題の方向づけをさせ
ていただくことにする。図 6-14 をご覧願うと判るが、製造現場におけるコミュ
ニケーションには 7 種類あり、現場管理者の使い分けの必要性が示される結果
を得た。そこで、この内容を図 6-15 示した『情報理論による活動と情報の必要
性』との関係で評価することにする。

① 挨拶を通して通じ合う（仲間を再確認）
② 仕事や改善、やるべき内容を伝える
③ 内容を理解して、意義、使命感を感じる
④ 仕事を通して成果を得る。
悩みを相談する。

⑤ 異常の予告や変化、
仕事の経過中間報告

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

図6-14 どのような目的でコミュニケーションを図るか？
そこで、製造現場管理者が関与するコミュニケーション手段、すなわち、部
下とのコミュニケーションを中心に各種手段を図 6-16 に示したが、コミュニケ
ーションとは、情報を得て、目的とする成果達成が、その主要点となる。この
意味で、図の右上に記載した。伝えて、わかるか？→出来るか？から→やって
できたか？が重要になるわけだが、要は、仕事の情報を伝えても。わからない。
出来ない、では、確実な伝達に至っていないため、情報を受ける側にとっては、
意味の無い情報授受に留まることになる。気休め的、教養的な情報は別として、
情報の授受には、このように、
「相手に理解され活動に変化して問題なく目的や
目標とする仕事が任せられる」という条件が必要になるわけである。なお、コ
ミュニケーションの手段は口頭による伝達ばかりではない。PC を介するものや
文書を介するものなど多くの手段がある。従って、第一線監督者の皆様の立場
では、この種の手段を効果的に活用して情報伝達～スムーズな活動をコミュニ
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ケーションの目的とすべきこととなる。

基本：必要な情報を必要な時、必要なだけ提供する

ムダな情報

緊急かつ重要
な情報を伝える

必要なものを
ウェートづけして
絞り込む

復唱願い
確認する

活動内容を
フォローする

意思決定は情報をスムーズに加工する工場です

必要なら事実を

気になるが、今は必
要でない情報も除外
する

任せる
～成果
を得る

確かめる
単純動物アメーバーの活動

単純な情報系

危険物

仕事の内容を
伝えるコミュニ
ケーションとは？

好物

行動

計画

判
断

理解と
納得！

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

図6-15 情報の理論による情報を得て活動する意義

●特に異常時の情報伝達と活用が

相 手：わかる化→出来る化→出来る化

大切です。
紙、掲示物…

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

【伝達手段】
…

電話、ファックス
・・・・・・
表示ランプまで

自 分

図6-16 製造現場で行われる多くのコミュニケーション形態
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６－５

多能化対策

（１）多能化の重要性について
変種変量の時代にあっては、多能化の重要性は極めて重要である。また、そ
の要点は図 6-15 となり、多能化の手段は図 6-16 となる。

【多能化の必要性と意義】

【多能化育成の方法】

① 生産の変動に対する対応
① 留学方式

・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

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

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
人名

技術Ｘ

Ａ

◎

○

△

・・

Ｂ

◎

○

○

・・

Ｃ

○

◎

・・

Ｄ
・・・

技術Ｙ

技術Ｚ

・・・・

多能化管理表
△
◎
・・

△→○

□

・・

・・

・・・

（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

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

・・・

図6-15 多能化教育の意義と方法
方式１

方式２

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
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）。

A
方式３

B

1点手中、1対１
特別訓練方式

C
方式４

D
集合教育・
山ごもり式

E
方式５

社内留学
集中教育
職場でできない
技術を打破

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

図6-16 多能化の区分と教育方式の例
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この対策は、単に、企業の都合だけでなく、部下育成という局面からも対処が
必要な内容である。多能化の有用性を個人の面から整理すると次のようになる。
① 多くの仕事を経験することで、立場や見方の違った発想を得る機会が増す。
② 異なる仕事を習得するという手続きで習得術が高まる。
③ 分野が異なる仕事に、今まで行ってきた仕事で得た持ち味を生かすことが出
来ると、自信につながるばかりか、より高い目標達成や知識、技能の習得目
標を立てる基盤となり、自分の新たな能力開発が可能になる。など
以上、企業にとって多能化は、近くは出勤率調整や新製品立ち上げ時に有能
な方々を編成した垂直立ち上げなどに有効な内容を多く持つが、それに勝る形
で個人の育成や活動面の発想の若返りに有用な対策である。しかし、
「多能化が
有効！」ということで、便利屋的な人の使い方は人材育成にならない。このた
め、産業界では『T 型人間づくり』が多能化の前提とされる。
この『T 型人間づくり』を簡単に説明すると、図 6-17 のようになる。何事も
そうだが、基本技術の習得は、全く理由のない、ご本人の努力の繰り返しとな
る。この状況を、
「掛け算はなぜ覚えられたか？」という設問がうまく説明して
いるように思う。９×９は訓練で覚えるだけだが、覚えると、いろいろなこと
ができるようになる。買い物ができる。貯金して目標とするものを買う算段が
できるといった内容への広がりは、この種の基本技が成り立って応用動作が出
来るようになるわけである。いろはやＡＢＣの訓練と同じである。学べば書や
英会話などの基礎になるからである。

掛け算の９×９は、なぜ覚えられたか？
・ 意味のない内容は訓練あるのみ！→ 反復練習
・ 早く覚える、覚えた達成感が誉められる
・ 声に出す、書く、カードで訓練する。
（自分に合った記憶法の開発）

求められるＴ型人間
教育法

理想の形
現実の形

手順２～Ｎ
一芸に
秀でた内容
を他へ拡大
～展開

手順１

成果
時間

我慢！
努力！
苦労は
身に付く！
の言はこの
形を示す

ひとつの技術を極める

図6-17 T型人間づくり説得要因の例
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（２）多能化に必要な『人が持つ性格への対処法』について
人には個性と性質があり、一般に、3 歳の頃、ほぼこの形は固定した特性を持
つとされている。従って、多能化教育にあたって、第一線監督者の方々は、人
の個性や特性を見て多能化の何を習得願うかを考慮する必要が出てくる。野球
チームを見ればわかるが、チーム全員が 4 番バッターでは勝てない。ピッチャ
ーやキャッチャー、サードやセンターなどのポジションに加え、バッターの効
果的な編成も必要になる。要は、多能化は強い生産チームづくりに当たるわけ
で、適材適所、個人の性格と特性を見て配備する対策が必要になり、ピッチャ
ーはファーストをカバーする。センターは時にはサードをカバーする、といっ
た編成が多能化の基本であり、時にはピンチヒッターや守りのポジションを代
行する選手が登場する形に例えることができる。以上、このような職場環境を
考え適材適所配備と共に、個人の育成を図るため図 6-18 に例示したような、個
人の性格に合った対処が望まれるわけである。ここに記載した内容は心理学者
などの区分であり、人によっては図に示した複合型もあるので、読者の皆様に
は、個々人の性格にあった人材育成を基本に、この種の内容の活用をお願いし
たい。

頑固タイプ

おせっかいタイプ

長所：責任感が強く
理想を追求する
短所：タテマエにこだ
わり、攻撃的

長所：思いやりがあり、
世話好き
短所：他人に過度に
干渉する

冷静沈着タイプ
長所：理性的、客観的な
判断ができる
短所：打算的で、冷静な
面がある

控えめタイプ

あっけらかんタイプ

長所：協調性に富み、我慢
強い
短所：消極的で、他人へ
の依存度が強い

長所：天真爛漫で、好奇心
が強い
短所：自己中心的で、衝動
的な行動が目立つ

図6-18 心理学者が区分する人の持つタイプの例
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【まとめとして】

部下育成に関するチェック事項
項

１

目

部下育成に当たっては「部下は上司の後ろ姿を見ている」という
言葉が重視されるが、この注意が示す内容は何か

２

部下育成に当たっては『率先垂範』が重視されるが、この言葉が
意味する内容は何か

３

部下育成の教育手順の中に、
『山本五十六方式』が有名だが、その
手順と活用の要点は何か

４

部下育成にはコミュニケーションが重視されるが、ISO9001 など
で定義されたコミュニケーションの要点は何か

５

産業界では『ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）』という言葉
がコミュニケーションとして重視されるが、活用の要点は何か

６

現場管理者が行うコミュニケーションは、単に人と人だけに限ら
れない。では、人以外にどのような対象や手段があるか

７

多能化育成には多くの方式があるが、どのような方法があるか

８

OJT 研修は実務を通した部下育成の方法として、有名、かつ、効
果的な手法だが、その適用の要点は何か

９

部下育成には、人格と性格を見た対応が、必ず、必要になるが、
人のタイプをどのように分けて対処することが有効か
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チェック欄

第7章

情報共有化とコミュニケーション対策

７－１

「見える化手法」の種類と活用

（１）製造現場で実務的に使う『見える化』に必要な理由について
『情報の共有化』が、昨今、企業で重視されている。変化対応の時代にあっ
て、もし、関係者が重要な情報を知らなかったり、同じ情報を持っていても間
違った解釈をすると。製造現場で各種トラブルが発生することがある。このよ
うな場合、時に、この種の問題がお互いの信頼を損ね、対策にムダな時間を費
やすことになるため、昨今、この種の問題を避ける一手段として各社で『目で
見る管理（見える化対策）
』が重視されている。図 7-1 は新製品立ち上げに活用
される例である。この種の『目で見る管理盤』は、工場で皆が見えるところに
現状～早急に着手すべき内容を、瞬時、また、最新の内容を伝えることにより、
ベクトルを合わせた活動が図れるので有効なコミュニケーション手段として各
社で活用されてきた。その結果、情報一元化や情報共有化が図られる環境整備
により、ベクトルを合わせた活動が効果的に図られる、という状況である。

○○作戦◇製品垂直立ち上げ作戦
○○作戦◇製品垂直立ち上げ作戦

問題発見

目標：
実績：

本日の重要課題：
① ・・・・・・・・・・・・
② ・・・・・・
③ ・・・・・・・・

目標
実績

月日 →月末

課題の大きさ

緊急対策

生産量（累積）

生産量

実施済み事項・連絡事項

重要課題の対策状況
何を 誰が 何時・・・
①・・・・・・・
②・・・・・・・・・
③・・・・・・・・

恒久対策

① ・・・・・・・
②・・・・・
③ ・・・・・・
A設備稼働 教育訓練
終了！

テーマ名
遅れ・問題カード

事前対策カード

提案

実施済み

PERTスケジュール
不安事項・事前対策課題

図7-1 目で見る「新製品立ち上げ管理盤」の例
【目で見る管理盤が持つ有効な点】
① 短時間で実情がわかる：必要な方だけが見る。説明不要でわかる
② 今後の対策の連絡：指示が容易、担当者の状況や援助が自然に進む。
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③ 情報一元化と共有化：役割・担当・貢献度がわかる（安心感も得る）。
（２）製造現場における『見える化』の事例について
まず、表 7-1～2 に、また、製造現場でよく活用される『目で見る管理』様式
の例を用いた事例を表 7-3 と、図 7-2 に例示することにする。
表 7-1 『目で見る管理』の例（生産計画必達を前提として）
No.
１

方

策

解

説

ホウ・レン・ソ

問題を個人でかかえず、報告・連絡・相談（ホウ・レン・ソウ）を上手

ウ対策

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

２

オクレ人監視式

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

３
４

仕事詳細分割表示

マクロなテーマの一任は禁物なので、計画を 5Ｗ1Ｈで詳細に分けること

～フォロー式

により管理できるように表示すると共にフォロー可能な表示を行う。

事前小マメ

仕事の切れごとに進捗の報告を受ける。遅れの原因となる時間、金、情

検討式

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

５

応援体制援助式

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

６

旧製品投入一時し

従来製品、部品を使っている製品に対する新規品、新製品のトラブルが

のぎ式

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

７

プロ緊急依頼式

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

８

外部工数投入式

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

９

金銭投入対処式

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

10

その他

社員の視察日程を決めたり、遅れの対策と進捗を促すためボーナス、ペ
ナルティーを定めたり、会社へ在住させ対処する方式等々、いろいろな
緊急対処方式がある。
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表 7-2 「目で見る管理」の生産管理図での活用の例
No.
１

項

目

生産進捗管理板

解

説

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

２

電光表示連絡・

組立ラインにおいて、部品納入を促すもの、棚より部品をとる時

呼び出し板

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

３

作業の差し立て

作業の優先順位を作業指示書、カード、伝票などで指示していく

板

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

４

置き場管理

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

５

異常停止ランプ

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

６

メトロノームシ

作業の進捗が標準時間通り進んでいるか否かを人に報せたり、設

ステム

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

７

設備自動停止予

設備が自動停止するまで人は他の仕事が安心してできるよう、丁

告ランプ

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

８

危険域表示

危険域に入らないようテープ（黄色と黒のしま模様）で報せる。

（テープ）

ＳＴＯＰ、危険の文字と共に安全上の注意を促す表示。
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表 7-2 「目で見る管理」の生産管理図での活用の例（つづき）
No.

項

９

目

解

説

各工程の作業進

重要工程は、作業の進捗をフォローする必要があるが、何％進捗

捗表示

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

10

部品の納入状況

部品納入の差し立て管理（カードで納入指示を行い入荷したら札

表示

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

11

集団活動のＰＲ

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

12

その他

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

表7-3 見える化で活用する図表の例
Ｎｏ．

手法の形態

１

ＰＰＭ

２

相関分析法

要
・

機
能

・
・

点

① ＧＥ社で製品の統廃合に利用してきた。
② 製品戦略とライフサイクルを一度に見られるので有効。
① 機能・コスト曲線を利用して、製品を評価する。
② アンケートと共に、ターゲットコストを決め、製品開発に応用する。

３

ライフサイクル分析

① 製品の交代時期を予測する。
② 製品開発戦略をライフサイクルの階層の区分を利用して判定する。

４

樹木法

① 化学・金属の材料開発パタンを利用して製品開発を行う。
② 異種・類似パタンを利用して先行製品開発（特許）戦略を展開する。

５

アンケート分析法

① 各種のアンケート調査を基に新製品開発を行う。
② クレームを活かす(問題解決→新ニーズ→新製品の種）

６

チェックリスト法

① 他社比較で問題や改善を探す。
② ｱｲﾃﾞｱ発想法を利用する

７

マトリックス法

① 市場調査データーを縦軸に製品・技術／横軸に市場を書き分析
② 問題／対策で情報をマトリックス化して穴場のｱｲﾃﾞｱを探る。

【図表類使用上の注意点】 情報はどのように立派な図で示しても、製造現場で各種
の活動に役立たなければ､単なる飾りとなる。特に、グラフ類はP-D-Cの経過
の盛り込みが重要である。単なる結果表示や、死亡診断書的なものは見直し
て、排除すべきである。
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図7-2 A社における「お飾り的見える化」の弊害と対策
本来、
『目で見る管理』は、製造現場を管理で関係者が効果的なコミュニケー
ションを図るための手段のひとつである。一般に、製造現場実務上、見えるか
を用いたコミュニケーション手段が必要になるケースは、①P-D-C 管理、例え
ば、部下や関係者に指示した内容を的確に伝え、仕事の報告を受けて目標達成
状況をフォローする場合、また、②仕事や設備、品質や安全などの異常を早期
に発見～把握して、早期に手を打つ場合に利用ニーズが高まる。特殊な例とし
ては、③仕事を離れ、交流することが、経営方針の理解や特殊なプロジェクト
を進める上で関係者の合意や、納得を深める必要上から、相互に話しあった内
容を大きな用紙にまとめる方式を用いる。だが、この方式は、関係者相互に対
話が、従業員同士のゆとりや、人的な融和や交流面で役立つ、という副次的な
作用を果たす内容であって、他に手段があれば、ことさら『見える化対策』を
使う必要はない。
（３）個々の職場で実務的に使う『目で見る標準化』について
先にも図 1-12 で示したが、多くの企業で使われているコピーマシンにトレブ
ル対策の内容は写真 1 のようになっていて、便利、かつ有効な『目で見る管理』
の例である。すなわち、トラブルが起きると、まず、アラームが出る。表示に
従ってパネルを開けると『目で見てわかるトラブル解消手順の表示』がある。
トラブル対処が素人でも容易にできる方式になっている便利な方式であり、目
前に、必要な時、必要な情報だけを写真や図に簡単な手順を記載したものであ
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る。なお、この工夫は、当初、コピーメーカがー簡単なトラブルの度にメーカ
ーのサービス関係者がいちいち訪問することを避けるため設けられた方式であ
る。要は、使用者が簡単な故障の復帰が出来るので、トラブル対策後に問題な
く仕事が続けられてきた方式であるが、この手法は製造現場の設備トラブルに
もそのまま利用できる方式である。具体的適用方法は、解り易い注意点を作業
現場で作業者の前、視野に入るところに置いて、P-D-C よろしく標準作業の要
点を常に注意しながら仕事する方式である。よく見ると、この方式はひとつの
『目で見る JIT 標準化』である。安全対策やホテルのドアーの開閉、設備の作
動ボタンの表示などにも、色と注意書きを上手に活用した表示があるが、これ
も同じ機能である。

必要な時、必要な指示を
必要な時、必要な指示を
必要なところに必要なだけ
必要なところに必要なだけ
行う標準化活用例
行う標準化活用例
紙づまりの第１段階

カートリッジ交換

写真１ コピーマシンの標準化例
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７－２

「ムダな見える化」排除の必要性

（１）現場管理者が行うべき『見える化対策』に対する注意について
先に解説のように、
『見える化』も、形を追い過ぎて行き過ぎになると、かえ
って、現場管理者には負担を強いるだけのお祭りとなる例がある。では、筆者
が関与した『ムダな見える化』の例について、ある企業（以下、A 社と略称）
における『見える化』問題対策の例を紹介することにする。
A 社では、よく書物で見るように、大きな模造紙に生産関係の各種記録がな
されてきた。工場見学では各種の現場の改善活動を PR する目的で作成したもの
だが、多くの資料が工場の壁一杯に綺麗に張り付けられ、見た目は見本市で見
る内容に匹敵するようなパネル表示法だった。この企業では「トップ方針で皆
に作成させている」というお話だったが、この種の資料の作成工数を算定に対
し、投入工数に比較して利用効果はほとんど無かった。また、IT 画面で見れば
よいものをなぜ？苦労して書き直して表示し、文字や絵など、派手な内容の追
加が必要なのか？疑問の多い資料づくりばかりが、大きなパネルに広告板のよ
うに表示されていた。
そこで、筆者は『見える化』を実施するまでの実状を調査した。すると、
「職
長が一人当たり１週間に半日以上も費やしてこの表示板の図表づくりをする」
という状況や、表示対象が不良の推移や設備故障の推移などであり、グラフが
示す内容は改善の低迷を示していた。この工場には、その種のグラフが 10 件ほ
どあったわけだが、この時、
「もし、この時間を使って製造現場で職長の方々が
現場の改善に当たったら必ず改善は好転する」と筆者は判断した。
このため、A 社の改善指導を頼まれたとき、改善を進める中で一旦、職長の
方々にビラ描きを止めていただき、改善に集中願った。当然だが、その後、こ
の対策で製造現場の不良や故障はみるみる低減していった。要は、ビラ描きよ
り改善の方が経営改善には役立ったわけである。この種の指導が進むに従い、IT
データで改善状況をつかむ程度の資料づくりとなり、改善時間が増え、現場改
善に皆が集中していったが、ある時、
「ビラ描きが職長の仕事か？」それとも「お
客様と工場、従業員のための改善指導が職長の仕事か？」という話しを A 社の
方々にしたら、
「当然、良品を安く、早くつくることです。資料づくりはあくま
で補完的内容だということが判りました」という答えが返ってくるようになっ
た。また、「今までの見える化は、無駄なお飾りでしたね！」と話してくれた。
○○賞狙いの企業に行くと、ここまで述べた例と似た例を見ることがある。そ
こで行う、
『見える化』対策の目的は○○賞を出す審査員の先生のお勉強資料づ
くりと、活動をやっているという PR が『行き過ぎ見える化対策』となっている
例であるが、これは、企業にありがち、ご注意願いたい一例である。
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（２）一度は見直しをお願いしたい『製造現場の見える化資料』について
製造現場で『見える化』を活用するポイントは、(1)事前連絡～事前検討によ
り問題発生の発生を予防する対策。(2)問題の兆しをつかんだ時点で早期対策を
図り、問題発生を予防する。(1)・(2)の対策で手を打てなかった内容に対し、(3)
発生時点で問題対策を早期に図り、再発させない恒久対策を実らせる、となり、
事後報告の統計や置き場表示のようなものは製造現場から出来るだけ排除すべ
き思想で活動することが重要である。では、注意点を紹介することにする。
① 不良低策のグラフ表示について
不良発生推移の統計だけをグラフ化して示す行為は『死亡診断書』の表示と
なる恐れがある。そこで、(ｲ)1 件づつをゼロ化へ向ける内容を表示し、(ﾛ)5W1H
で実施すべき内容、目標と担当、スケジュールを不良対策計画として示す。(ﾊ)
その経過と結果をフォローする内容を示し成果創出へつなげる。もし、過去の
不良統計を見たければ、エクセルにデータを入れれば 1 秒程度で資料提出が行
える時代であるので、この種の表示は余り重要ではない。
② 不良の区分箱の設置と運用について
ハインリッヒの法則が示すように、1 件の不良の下には 29 件のヒヤットが
あり、この不良の 1 件は 30 件の不良が顕在化した結果である。そうなると、
①で記載のように、(1)不良は発生の兆しがあった時、発生元へ状況を即座に
連絡する。(2)現場・現物主義で発生時点対策を図る。(3)是正(原因の除去)対
策後、その確実性を不良/手直し箱と現物検査でフォローして、再発させない
管理を図るという運用が重要となる。要は、
「単に不良を出し、箱に区分する
置き場管理だけでは、不良品の廃棄区分をするというゴミ箱管理だけとなる
ので注意！」というわけである。
③ 赤札作戦 (企業が倒産すると税調が差し押さえに使う札) の運用について
この設問も置き場管理の面で注意すべき内容が多い。生産管理の面から見
ると、JIT すなわち、必要な時、必要なものと情報を必要なだけ計画して製造
現場に置くことが、ムダの少ない生産計画の準備であり、この計画段階でム
ダがあり、この事後処理を現場の置き場管理で対処するということは、無理
がある。例えば、ムダな部材の購入は管理部門の責任であって現場の責任で
はない。この場合、現場の置き場管理の前に、生産計画や資材・購買面～販
売面の総合的な対策が求められる。この対策の後、計画通りの生産となり、
置き場違反は生産の乱れ、すなわち、生産の遅れや不良、故障の発生に伴う
問題発生となるが、この対策は事前検討と、発生時点対策という手段を駆使
して軽微な問題を撲滅することを意味する。従って、管理者が現場を巡視し
て赤札を貼る行為はかなり問題の多い状況を意味し、
「その前に、ここに記載
の手を打つべき」となる。
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（３）第一線監督者が示すべき『見える化』適用思想の明確化について
製造現場で『見える化』を進める場合には、ひとつのチェックが必要である。
そこで、その種の例を下に示した。また、危険域の表示、置き場の表示など、
普通に生活の中で活用する「見える化対策」を含め、何のため、何をやるべき
かを JMA 関係者間で検討したことがあったが、生産現場では、モノづくりを中
心に、
『各種マネジメント対策面からの見える化』を中心に有効なコミュニケー
ション手段として、この種の手法の利用を評価すべきである。先に A 社の問題
を例示したが、図 7-3 に示したように「ムダの無い見える化手法の適用」を検
討すべきである。
(1) 仕事遂行、問題解決上に必要な事実情報やアイデアの基になる情報
(2) 早く手を打つべきことを目的とした異常情報やリスク対策上の情報
（安全対策、納期上危険な内容、・・・教育訓練のスケジュール等）
(3) 業務報告や生産関連の実績情報（出勤率、投入工数、生産性、不良や
故障、・・・・各種改善活動の進行内容等）
(4) 行事や工場における工事、会議や打ち合わせ予定、設備導入や新製品
が現場に投入される予告情報、個人の休暇予定や資格取得に関する（事
前準備に関与する情報）等
(5) 個人の志気をあげる刺激や提案や現場の困った問題の相談
(6) その他、教養的情報の伝達や世間話的な内容
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図7-3 A社における「お飾り的見える化」の弊害と対策
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【参考事項】 3 分割管理（不良／ヒヤット品／良品）の区分
図 7-4 に示したように本来、不良対策に当たって、その区分は、不良／ヒヤ
ット品／良品の 3 区分があり、30 件のヒヤットの 1 件が不良として顕在するこ
とをハインリッヒの原則が伝えている。従って、図の下に示す 3 分割管理を行
い。このヒヤットを崩すことが重要な対策となる。もし、2 区分のままだと、仮
に「この程度は不良！」ということでヒヤット品を不良グループへ入れて廃棄
すると、例えば、100 個生産したものが今まで 90%良品判定していたものが、
85%、・・・65%となることがある。これが、本当に不良なら納得ゆくが、良品
として使えるものをこの扱いとする処理は問題となる（歩留まり落ちとなる）。
逆に、「この程度なら良いだろう」としたものが不良～クレームになった場合、
大問題となる。このヒヤット対象品は不良の予備軍なので、判断を誤ると、こ
こに示したような問題を生じる。加えて、不況やライバルとの競争が激しくな
ると、不良とのラインはヒヤット側へ降りてくる。このように、品質基準のラ
インとヒヤトの存在をとらえると、自然体で、最初から 3 区分しておくべきと
なる。また、安全（ケガ）対策における KYT（危険予知訓練）や、環境問題の
発生防止に使われるハザードやリスク対策と同様の考え方で対策すべきである。
以上、このような区分と運用が『目で見る管理』を利用した、3 分割管理（不良
／ヒヤット品／良品）の要点である。

多くの企業が行ってきた不良2区分方式
ヒヤット
手直し品

確かに不良は
ロス・コストである！
だが、本来存在
する３区分をなぜ
2区分で
扱うの
だろうか？

不良品

現実に存在する形
品質基準

？
良品

？品を厳しく
扱うと良品が
良品
取れない。
逆に甘くすると
良品に不良品が混入～クレーム！

3区分と同時に、
発生時点で原因
究明ゼロ化努力！

不良品

不良品

この品の
扱いは？

良品

不良に対し
30倍出現する
ヒヤット山
ヒヤット品
を崩せば
良品増！

図7-4 良品／？（ヒヤット品）／不良の３区分法
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おさらい 『見える化』に関し、つぎの事項をおさらいの形で整理して下さい。
① 単に不良統計をまとめたグラフを拡大して現場に表示するだけの見える
化はなぜ役に立たないか？理由を記載して下さい。
記入欄

②

製造現場の置き場管理に不良を赤い箱、手直し品は黄色い箱を設けて、目
で見る管理と称して、不良や手直し品が良品に混在することを防ぐ例がある。
なお、不良や手直しの数と状況は集計して不良対策会議に提出している状況
であるが、このような見える化に潜むムダは何か？問題点を整理して下さい。

記入欄

3 分割管理（不良／ヒヤット品／良品）の区分
ハインリッヒの法則によると、1 件の不良発生の下には 30 件のヒヤット品が
ありその 1 件が顕在化する（1:29 の関係）が、不思議なことに、企業では不良
と良品の 2 区分しか適用していない例がある。このような企業を例に取り、こ
こで起きる問題と、見える化を適用した不良低減の方法を整理して下さい。
③

記入欄
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【おさらいの要点】おさらいを通して、今後に役立てていただきたい事項
① 単に不良統計をまとめたグラフを拡大して現場に表示するだけの見える化
はなぜ役に立たないか？という理由について。
おさらいの要点
単なる不良統計は過去の不良の状態表示であり、P-D-C という管理の輪と共
に、低減計画のための要因と対策の進み具合が示された内容でければ『死亡診
断書』となる。従って、再発防止を目的に 5W1H 様式で､本当に品質改善活動が
関係者に目で見て判る表現をすべきである（目的が合えば様式は自由）。
②

製造現場の置き場管理に不良を赤い箱、手直し品は黄色い箱を設けて、目
で見る管理と称して、不良や手直し品が良品に混在することを防ぐ例がある。
なお、不良や手直しの数と状況は集計して不良対策会議に提出している状況
であるが、このような見える化に潜むムダは何か？問題点を整理して下さい。

おさらいの要点
単に、不良を箱に投げ捨てるのであれば、それは『色つきゴミ箱』となる。
この箱自体を無くす対策のためには、(1)不良や手直しの状況を箱の表面に示す
こと、(2)発生基へ実情を伝え、何を進め、その結果がどうなったかを表示する。
(3)そのような活動が具体的成果につながり、いつ、この箱を不要にすべきかを
明示して使う、という内容で扱うことが現場管理～改善の上で重要である。
3 分割管理（不良／ヒヤット品／良品）の区分
ハインリッヒの法則によると、1 件の不良発生の下には 30 件のヒヤット品が
ありその 1 件が顕在化する（1:29 の関係）が、不思議なことに、企業では不良
と良品の 2 区分しか適用していない例がある。このような企業を例に取り、こ
こで起きる問題と、見える化を適用した不良低減の方法を整理して下さい。
③

おさらいの要点
本来、不良は 3 区分ある。しかも、不良：ヒヤット＝1:30 の比率で発生する
とされるヒヤットを取り上げて対策することは、不良減に大きく寄与する。不
良を出してから対策する方式を『もぐらたたき方式』と言うが、まだ、不良に
ならない段階で撲滅して、不良発生ゼロ化へつなげるべきである。
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７－３

コミュニケーション理論と情報伝達

（１）コミュニケーションに必要な『情報の理論』の理解について
先に図 6-13 で示したように、「製造現場におけるコミュニケーションの基
本は情報の収集と評価であり、活動し、その良否を判定して、次の活動を決定
するために必要な題材である」とまとめることができる。従って、①無駄な情
報は集めない。使わない。②アウトプットを先に決め、有効な情報収集にしぼ
る。③効率よく、効果的な結論を得る方式をつねに探求・活用・工夫を加える
ことになる。このような意味合いから、ここで、情報の理論の中から、製造現
場で活用されてきた基本的なものを整理することにする。
ジョハリの窓は縦軸に相手が①知っている／②知らないという 2 区分の状
況、そして、横軸に話す側が(a)知っている／(b)知らないという状況を書き、
②(b)は放置して良いが、②(a)や①(b)を①(a)の状況にすることを求めた内容で
ある。だが、実務的には、図 7-5 のように改良したコミュニケーションの解析
の方が、相手に対して伝えた内容の満足度が示しやすい。

ジュハリの窓
ジュハリの窓

階層と情報の興味
階層と情報の興味

提供する側の行動
あり
↓

受け手側

適合

望む→

素晴
らしい

未知→

希望→
しない

▲

無駄
余計

経営トップ： 方針との適合
の興味
決裁・収益性
戦略・・・・・

なし
↓

▲ 期待
外れ

中間管理者：
重点・緊急課題の
対策～目標達成

？何も
起きない
適合

実務担当者：
詳細・具体論への
対処（調査・研究
・創案～各種対策）

満足？

図7-5 ジュハリの窓と、階層による情報の質
この方式を用いると、製造現場で行われるコミュニケーションや見える化の
対象は相手が望むことを提示するだけではなく、潜在化した要求だが、本当は
知りたいが言えない。また、知る側がまだ、はっきりとした要求を出す状況に
至っていないが、先に情報をつかむことによりスムーズに仕事を遂行させるこ
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とができる内容が多いからである。特に、納期対策上のこと、各種の行事や新
製品のテストが行われる準備、さらには、新人が配属される。ベテランが定年
になる次期などを知ることにより、腹づもりを持ち、余裕を持った各種対処を
図ることができる。感情面でも部下と上司の信頼が高まるなどの効果があるこ
とは、仕事を進める上でよく経験する例である。
次に図の右側だが、これは、企業において、情報には受け取る側の地位が関
与することを示したものである。要は、経営トップが知りたい内容と、担当者
が知りたい内容は大きく差があることを知って対処すべきことを示した例であ
る。情報の理論では、この内容はさらに、図 7-6 によって補完されていきた。
この解析法は、図の左側に示したように現場管理者の方々は上下、横のコミ
ュニケーションが必要だが、情報の理論によると、「情報を伝える際、相手が
知りたい情報を図の右側に示すような伝え方をすべき」となっている。この表
現方法はジョハリの窓理論の中身を示す内容であるが、余り高度なものは、ど
のように価値ある情報であっても、相手が理解できないため『猫に小判』状態
となることを示している。また、既に知っている内容は相手に伝える意味がな
いことも示し、情報は必要な時、必要な情報だけを的確に伝えるべき示唆を示
している。このように、コミュニケーションには多くの方々との交流がある
が、効率よく、効果的な対処を図るため、製造現場管理者の皆様は、ここに記
載の内容をチェックポイントとして活用を図ることをお願いしたい。

レベルに応じた情報提供を！内容・質・タイミング・理解のしやすさ
猫に小判現象

組織とコミュニケーション
（工程、設備、資材、
人事、組合…）

上司
ｽﾀｯﾌ、
他

現場
管理者

歓迎
歓迎
少し高いレベル

横

自分

レベルの高さ

A
さ
ん

かなり
高いレベル

知っている
ﾚﾍﾞﾙ
既に知って
いるレベル

M
さ
ん
“マネージャーは連結ピン的”な役割が大きい

図7-6 現場管理者の位置と情報伝達内容
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確認程度
余計・
不要

（２）5W1H と、その活用について
5W1H はコミュニケーションの基本事項であり、短時間で必要な情報を的確
に伝えるツールとして多くの方々が学び､訓練により腕をあげる努力を図って
きた方式である。このため、第一線監督者の方々を始め、新入社員の方々に対
しても研修で､必ず、最初に学ぶ事項となっている。5W1H の活用の要点は図
7-7 となるが、実際の会話や文章作成において、まず、結論を示してから理由
を解説するという基本技を使うため、何がどうした（What と Who）とまと
め、いつ（When）、どこで（Where）、どの程度（How many, How mach）
などを示した後、理由（Why）を示す論述や記述方法が採用されてきた。
ちなみに、話を業とするアナウンサーやニュース解説者、ニュースを書く新
聞記者は、目の前の事件や事象を目の前にして 5W1H で纏める訓練を徹底的
に訓練するそうだが、この訓練が、我々が目にするニュースや記事に生かされ
ている。現場の朝礼で現場管理者が伝達事項を皆の前で話す標準時間は 3 分と
される。長話は生産に使う時間を阻害し、通常、立ったままで話を聞く側にと
っては迷惑であることが多い。「落語のような面白い話は別途、休み時間で行
うべき」とされてきた。この種の対話法は訓練で腕があがる。かの有名な故・
ケネディ米国大統領は演説がうまいとされたが、関係者に直させ、10 回もの
訓練の後で大衆の前に登場して演説したという内容を聞いても、訓練の必要性
が高いわけであり、「ぶっつけ本番の長話はご注意」となる。

What, Why, Who, Where, When, How to, How many, How mach
要は
（What,How mach,
Who,Where,When）
「いつ、どこで、何が
どの程度どうなった」
その理由は（Why）
・・・・と話す。

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

結論を先に示す

情報は結論処理から
その後、状況
に応じて
理由や説明
データを示す

（80%はこれでフレームが決まる）
(1) ５W1Hの活用を図り、結論－状況把握
－理由と入る。
(2) 本は先に目次から目を通す。
(3) 新聞や書物の中身はキーワードで判別する。
なお、内容は3区分、（ｲ）自分が知らないこと、
(ﾆ)興味がある対象、(ﾊ)知っていること、
目的対象外

図7-7 ５Ｗ１Ｈ利用による、わかりやすい書類と対話

203

（３）感性面の要件が与えるコミュニケーションへの影響について
コミュニケーションは単に内容や言葉使いといった以外に、感性面の配慮が
必要である。その理由は人には感性があり、目で見た状況、態度や声の調子な
どを含めて相手が伝える情報を判別しているからである。この面を研究する専
門家によると、感性面の要件が与えるコミュニケーションへの影響について、
人の対話は①視覚 55%、②聴覚 38%、③言葉(内容)7%としている。この調査
結果を見ても、コミュニケーションが行われる現場では、どのように言葉や内
容が良くても、相手に、この種、感性に関する配慮がないと、内容が正しく伝
わらないことがあることにご注意願いたい。このため、現場管理者の皆様は、
一応は、表 7-4 を参考に、対話時、感性面の配慮をお願いしたい。なお参考事
項として、表 7-5、並びに、効果的な話し方や情報提供のコツを図 7-8 に例示
しておくので、参考に願いたい。

表7-4 コミュニケーション時に注意すべき感性関連事項
№

項

目

内

容

１ 挨

拶 ・挨拶 ・お辞儀 ・言葉

２ 表

情 ・笑顔 ・目（視線） ・口もと

３ 態

度 ・明るさ ・姿勢 ・動作 ・返事のしかた

採 点

４ 身 だ し な み ・清潔感 ・服装 ・身だしなみ
５ 言 葉 づ か い ・わかりやすい正しい言葉 ・無駄な口グセ
６ 音

声 ・声量 ・発音 ・声の抑揚 ・速さ遅さ

７ 話し方・聞き方
８ 気

く

ば

・間のとり方 ・相手の理解度にあわせる
・質問のしかた

り ・名前をおぼえる ・声をかける ・気働き

【参考内容】ある研修の場で起きた事件
これは筆者の体験談だが、F 大会で講演した時、アンケートに、期せずして
オール 5 の評価を得たことがあった。このような評価はそれ以来無いが、筆者
の前に話された後援者が問題だったことが大きく関与する。この講演者の資料
を見るか限り、製造現場に役立つ内容ばかりだが、「講演態度が聴衆を愚弄す
るような態度と表現で行われた。このため、半分が公演中退席、ブーイングが
出た」とのことだった。その後、筆者の講演だったが、特にいつもとは変わら
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ない。また、あえて変える技術も持っていないが、一生懸命話した態度がこの
評価となったわけだった。要は、話を聞かれる側の感性が関与してオール 5 と
なったわけであり、話の内容が格別優れていたわけではなかった。だが、逆
に、講演や研修講師に真剣、かつ、正しい態度の必要性を再認識した。

表7-5 「論理的な話し方？」チェック内容の例
注意している欄が6項目以上なら良好と判断される
注意を払っ
ている

チェック項目
１

多くの内容を人に伝える時はメモで項目を整理しておく

２

相手に意図が伝わったか否か？復唱願い確認する

３

自分が、感情的になる危険がある話には、目をそらさず、論理的、建
設的、相手の立場や場を考慮して話す。

４

決まり文句や人の話を用いず、自分の言葉で話す

５

相手の反応と理解度を確かめながら話す

６

相手が必死に話す内容は、話したい雰囲気と場をつくり、メモを取りな
がら聞く

７

相手が調子に乗って、本音を話すように各種の対話法を利用する

８

相手が疑問を持つ話があったら、納得する理由をたとえ話や、相手へ
の影響などを話し、理解を願う

９

話は相手の時間を先に聞き、5W1Hで結論から話して、時間内に入る
工夫をこころがける。

10

多くの人前で話す場合などは、リハーサルを事前に行い、自信を持ち、
効率よく、抜けの無い話し方の工夫と準備をしておく

【送り手の活動】

注意は払っ
てない

【受け手の印象～反応】

目的を示す
||
知識を与える

状況、背景、
重要度の理解
なぜ？を知る

オヤ！
と思う
が、

好意を伝える
||
やる気と場を示す

共感、
同じ立場で
考える状況

ウン！と
うなずく
そして、

行動を促す
||
説得と見通し

意志決定や、
行動を取り易くする
配慮を加える

ヨシ！と
決断し、
行動を取る

図7-8 情報の理論を用いた説得化の要点
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７－４

現場力向上へ向けたコミュニケーション対策

（１）時代の進展で価値を失った小集団活動式コミュニケーションについて
企業は常に新たな課題を受け、国際競争の中で知恵を駆使して改善を進めな
ければならない条件下で活動してきた。製造現場も同じである。おそらく、こ
の状況は今後も変わらない。なお、このような努力が必要なことが人を育て企
業の業績を高めてきた。そして、ここには、製造現場で課題解決のため、関係
者が知恵を集めるため徹底的に話し合う、という活動がなされてきた。また、
ここには、コミュニケーションを実務で効果的に活用することにより、物の無
い日本が、現在のように、モノづくりを基盤とした経済大国を築いてきたわけ
である。過去、このような日本におけるコミュニケーションは小集団活動を中
心とした活動だった。だが、現場丸投げで問題解決を図る方式が広まり、効果
が出ない活動になったため、過去、ハヤリ病のように多くの企業で行われてき
た小集団活動は、図 7-9 に示すように、多くの見直しが図られ、経営テーマを
具体的に定めた職制一体型の活動に変化していった。要は、単にワイワイ・ガ
ヤガヤと対話するだけでは、目的や目標が無いコミュニケーションは人的に親
しくなるが経緯効果があがらず、結局、衰退したわけである。要は、目的、目
標を持たない対話方式は効果的コミュニケーションにならないことがわかる。
昨今、盛んになったコーチングもこれに似た要素を持つ。話し方の技術の前
に、同種の内容を配慮したチェックが必要である。

数年間最高位

80
70

小集団活動

60

品質・作業の見直し

50

海外資材調達

40

生産リードタイムの
減
物流の見直し

30
20

技能者の能力アップ
10
0

1986

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

1987

1988

1989

1990

1991

1980年代
現場放任型
小集団活動
に問題発生
テーマ不足

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

図7-9 小集団活動の変遷~各社の活動変化
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（２）製造現場における技術伝承とコミュニケーション対策
この種の対策に正解はないが、A 社における取り組みの事例を紹介して、部
下育成とコミュニケーション対策を例示することにする。A 社のニーズは「多
種多様に変化する溶接技能をどのように工場内で解析~公開し、スキルアップ
と同時に高度な技能までを多くの関係者に習得してもらうか？」だった。この
ようなテーマに対し、A 社では図 7-10 に示すように、ハウ・ツウの伝承前に
戦略、特に、経営と、この種の技の習得がなぜ？また、どのように重要か？を
関係者に知っていただくため、スキル MAP 作成を進めた。その結果、従業員
に対し、経営参画の意義が理解され、後の活動に大きく効いた。なお、ここで
は、まず、ベテランに手順書を作成願う、また、習う側とベテランの持つスキ
ルの差がどの程度、どこにあるのか？を明確にしていった。この解析で企業と
しては、技に含まれる内容が明確な形で情報公開される状況になった。

１，会社概要
① 代表製品 ： シャッター、ドア、パーテーション建材関連
② 従業員数 ： ２１０９人
③ その他 ： 全国８工場 グループ関連１２社

２，技術伝承対策事例：溶接工程を例にして
① 特徴：多種少量、変化する形態の溶接のため、高いスキルが必要な対象を対策
② 今回の取り組み ：

スキルMAP作成
手順書を細分化

スキルレベルの自覚と
目標設定が明確化された

３，活動の要点と得た点

①修・破・離という思想と、従来の教育
期間半減を目的に、ノウハウ公開
の形で技術伝承MAPを作成した
ことでテーマが見える化！
スキルMAPの見直しと ② 教え手と受け手の
教育内容・対象者の設定
内容と課題がビデオ
（関係者が集まりで検討） 分析で明確化した。

ビデオ撮りして、画像と
照らして技量の差を評価
していった

スキルの差を明確化
受け手と、教え手の
連携をつくり伝承開始

教育期間５０％を目標に
活動を進めた。結果は
良好！

③ コミュニケー
ションが活発化
品質重視の
伝承進行中

図7-10 A社福岡工場のスキルアップ対策
なお、この際、技の解析にはビデオを用いたが、その結果判ったことは、ベ
テランといっても、個々、多くの方法があること、また、その中から一番有効
な技を標準化すべきことが、関係者の討論と共に、より明確になった点だっ
た。このように、教えるべき内容が明確になると、習得に時間をかけずに行う
必要と同時に、教育を管理する側にとっても、何を、どのように修得すること
が意義あるかが判ったため、①修・破・離の考え方で基本をマスターしてから
応用動作、更には、個人の持ち味発揮とすべきことや、②教育期間は従来の半
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分とすべきこと、③アウトプットを明確にしてから教育というインプットを効
果的に進めるべきことを決めた。この方式で進めた結果、従来に見られなかっ
た内容として、①教育している内容の良否がはっきりした。ここには、②教え
てと受け手がビデオという客観的な道具で修得ポイントの明確化がなされた点
や、この取り組みで、③人間面で重要なコミュニケーションの面で仕事の修得
を通したディスカッションまで活発になった、という良い点が生じた。福岡工
場の場合、アウトソースの方々が多く働く職場である。そこでこのような内容
が充実しつつあることは、今後の展開にも、共に、顧客志向で一体化した取り
組みを進める上で価値ある内容となった。では、図 7-11 に実際に行った内容
を示す資料を紹介することにする。図の左上が工場で使用している伝承ステッ
プ、右上がスキル MAP、左下が標準化の内容である。なお、ここには、個々
の技のノウハウまで紹介でないが、今回の取り組みで得た特徴としては、各種
対策の結果、技能ノウハウの『見える化』と共に、現場の手作りではあるが実
務的なノウハウ集になった点を挙げることができる。

図7-11 A社における技術伝承対策事例（サンプル）
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（３）アウトソースの方々の早期教育におけるコミュニケーション対策
この設問にも正解は無いため、成果をあげた事例紹介を行い、アウトソース
の方々のレベルアップ対策に役割を果たすコミュニケーションのあり方をスタ
ッフの方が率先垂範で示す。見える化で対処する、という内容を紹介すること
にする。
B 社は飲料を生産する装置産業の代表的な企業である。G-研で取りあげた事
例は段取り替えのノウハウ伝承だが、このテーマが経営に及ぼす影響は、①多
種少量で製品の切り替え時間が掛かるということは、これが、そのまま生産低
下の影響として出てくること。更に、②１回に 8~10 時間も掛かる段取り替え
は、お客様の都合で 24 直､4 交代で稼働する生産工場に対する影響は、そのま
まスキルの差が生産低下をきたすという内容だった。このような環境下で、③
製造ラインにはアウトソースの方々が働く状況だが、アウトソースの方々にと
っては、このような段取り替えの技量修得と、切迫した時間の中でスキルを駆
使した対応は、精神的にも大きな負担であり、これが、定着率にも大きく関与
する内容となっていた。すなわち、生産はフル、製造現場では、教育に手がさ
けるほど余裕がない状況の中で OJT 式、アウトソースの方々への早期育成は
重大課題になっていた。そこで、この問題の対策となるが、従来は関係者が集
まりノウハウを公開、5 工場間のスキル向上に努力してきた。そこで、図 7-12
のような対策に入った。

１．B社概要
①代表製品 ： 各種飲料水他
②従業員数 ： １,０６０名（２００７年１月現在）
③工場数
： ５工場
・X工場 ・Y工場 ・Z工場（埼玉県） ・W工場（東京都）
・P工場（神奈川県）

２．技術伝承対策事例

： PETボトル、パッケージ機器の型替（茨城工場：ケーサー）
①背景：教わる側の定着率（外部委託社員）、２００７年度問題（高齢化）
②特徴：高度な技術（匠）は不要、通常のオペレーション技術にて対応可能
③今回の取り組み： 新人でも出来るマニュアルの作成
メーカー取扱説明書
社内マニュアルを統一
ベテランからのヒヤリング

・ポイント毎に写真、図の挿入
・型替箇所毎に数値を記載
・使用工具（治具）の規定（数値化）
・労働安全も考慮 他

スタッフによる標準化
（見本：水平展開）

＊PC化
＊VTR化

現場での教育実習
（トレーナーの選任）

・再現性の実現
・型替後の生産機械効率の
向上へ繋げる

図7-12 B社の技術教育（伝承）スピード化対策の状況
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具体的な対処は、次のような内容となる。
①
専従でスタッフが伝承内容を詳細に検討~体験し、通訳の形で判りや
すく内容を示して行く必要性を終始した。
②
現場のプロの集まりで検討しても、プロが故に、アウトソースの方々
が判る内容までかみくだいた社内教育マニュアル提供にならない。そ
こで、写真で必要箇所に必要な仕事内容と注意点を示す方式を適用す
ることにした。
③
メーカーの取り扱い解説書＋社内マニュアル＋ベテランが暗黙知化し
ている内容の解析~見える化までを図らなければ、スピード教育の題
材にはならないため、①と②を基に必要箇所を見える化対策に入れる
ことにした。
この対処の要点は、「分厚いマニュアルや書類、現場で OJT 研修を進める
より、必要な場所で、必要、かつ、重要なチェックポイントを確認しつつ仕事
が進む方式を一気につくってしまうことが、段取り時間の短縮と、教育、更に
は定着率向上に直結する」と考えたからである。この例の一部を図 7-13 の下
に示した。また、その結果、段取り時間の減少と、安定生産は革新的に進んだ
点にあった。

正確な型替
正確な型替

正しいオペレーション
正しいオペレーション

ト
ラ
の
最
ト
ラブ
ブル
ル
の
最小
小化
化

伝承すべ
伝承すべ
きは？
きは？

マニュアル サンプル
順番１． サイド搬送（

低コスト

高品質

安定供給
w 寸）
順番２．マガジン部ストッパ（アタッチメント）

サイズチェンジ位置
41 サイド搬送（
○

方法

サイズチェンジ位置

W 寸）

方法

44 マガジン部ストッパ（アタッチメント）
○
1)

サイド搬送（

W 寸）

調整軸①にハンド

1) 取り外しま す。

ルを取付けて回し、
広げ ま す。

②

①

作業し易い幅まで
広げます。ただし
３００．０mm以上に
しないこと。

②

①

狭いところなので
頭や身体を機械に
ぶつけないよう
注意して下さい。

図7-13 B社における技術伝承の目的と対策事例
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７－５

マネジメント・レビューに必要な経営活動の見える化対策

（１）ISO9001 に見るマネジメント・レビューの見える化対策について
製造現場ではコミュニケーションの手段のひとつとして『見える化』の活用
がなされてきた。また、ここまで各種ハウ・ツウ的な内容内容を示してきた
が、図 7-14 に示したように、マネジメント面の見える化が重要であり、見え
る化を利用した目標管理を進めることが現場管理者にとって重要な仕事とな
る。また、目標達成と共に部下の活動のフォローや指導が P（計画）に次ぐ形
で、D：実施面の活動と、C:確認となる。このような P-D-C 管理全体を評価す
る活動がマネジメント・レビューというわけだが、このマネジメント活動を目
標管理システムの中で管理する内容をマネジメント・レビューという。
［参考内容］ISO9001:2000 規定 5.6.1 一般
トップマネジメントは、組織の品質マネジメントシステムが、引き続き適切
で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、あらかじめ定められ
た間隔で品質マネジメントシステムをレビューすること。このレビューでは、
品質マネジメントシステムの改善の機会の評価、品質方針及び品質目標を含む
品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行うこと。

トップダウン・ニーズ

会社
Q・C・D・S

現場力

見せる化
よく
わかる化

ボトムアップ経営参画活動

できた化
で実現成果！

経営課題と
夢の実現を
絵解きして

人を伸ばし
技術を伸ばす

出来る化の検討 やろう！化へ展開
道具として活用見える化対策
図7-14

現場活動マネジメントと「見える化」の関連
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（２）品質方針の展開の具体化について
ISO9001:2000 の体系とマネジメント・レビューの位置付けを図 7-15 に示し
たが、この種、最良製品を顧客へ提供する活動は、横の流れがモノづくりとす
ると、目にとらえ難い縦軸の活動となる。また、企業はトップ方針で活動する
ので、トップ方針展開が､単にお題目に終わる状況は極めてまずい。このた
め、産業界では、注意として、「上から下まで火の用心」と言う言葉がある。
また、このような問題に陥らないようにするため、品質方針を現場の末端まで
展開する対策が必要になる。特に、品質面の対策においては、下に示したよう
に、ISO9001・規定１の a）の要点である「顧客重視対策、不良・クレームを
出さないモノづくり」が全体方針となり、現場管理者が担当する職場で個々人
に何をすべきかを考え、行動し、実務面で品質保証～改善実績という形で具体
的に製品実現の中で、この内容を具体化させて行く必要が出てくる。
【参考事項】「ISO9001:2000 規定１．適用範囲 1.1 一般」
この規格は、次の二つの事項に該当する組織に対して、品質マネジメント
システムに関する要求事項を規定するものである。
a）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。
b）品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果
的な適用、並びに顧客要求事項及び適用される規制要求事項への適合の保
証を通して、顧客満足の向上を目指す場合。

【注釈】図中のNo.はISO9000ｓ：2000の規定の番号を示す。

顧客満足

顧客要求
８．２．２
内部監査
５．６
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

５．３品質方針、 ５．４．１品質目標
５．４．２品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ計画
６.資源の運営管理

材料の投入

７．製品実現
８．４データの分析
８．２監視と測定

良品の提供

８．５．２是正処置
８．５．３予防処置

図7-15 ＩＳＯ９００１：２０００全体像と
マネジメント・レビューの位置付け
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以上、ISO9001 に示された規定、また、企業活動上、品質の維持・向上に当
たっては、品質方針展開内容を企業全体に展開する必要があるが、この具体的
展開は図 7-14 になる。特に、品質方針については、表の No.1 に示したよう
に、トップ方針を「上から下まで火の用心」にさせない具体策として、まず、
工場方針を基に、第一線監督者の皆様の職場で何をどのように進めるべきかを
「章職場方針として示す」次に、実務を進める部下が各工程、各仕事を目の前
に（見える化）して、モノづくりの要点を 3 点示し守る。これにより不良発生
防止を図る程度の内容の明示が必要である。このような対処を行っていること
をトップや顧客に見ていただくことが『具体的品質方針の展開』であり、顧客
重視の活動を現場で実務的に進める証明となるわけである。加えて、各人が自
己育成を含めた品質改善への取り組みの内容を示せば、ISO9000ｓが伝える
『継続的改善』の実践～展開となる。

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄレビューとは

防ぐべき
問題の飛来

狙い(規定5.6.3ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ)；
１、品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ，及びﾌﾟﾛｾｽの有効性の改善
２、顧客要求事項への適合に必要な製品の改善
３、資源の必要性
No.

項 目

マネジメント・レビュー項目の例

１

品質方針・目標

トップ方針を受け、各人が品質対策上，重要な項
目３つ程度を決め、維持改善を行っているか？

２

設計・開発

デザインレビュー時に過去不良が再発しない対策
を確実に行っているか、そのトレースはどうか？
・・・

３

品質保証体制

再発した不良が品質保証実態図で評価され、再
発防止が確実になっているか？

４

資源の配分

品質改善に適正な人材と技術投入がなされてい
るか？また、問題解決に遅速はないか？

・・

・・・

ﾁｪｯｸ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

図7-14 Ａ社における、品質改善に効果的な
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄレビューの項目の例

（３）品質向上を例としたマネジメント・レビューのあり方について
ISO9001:2000 は先に定められた 94 年型を 2000 年に改定したものだが、そ
の中にトップマネジメントの扱いが大きく変わった。具体的には、「規定
3.2.7 トップマネジメント：最高位で組織を指揮し､管理する個人またはグルー
プ」となったわけだが、過去、トップマネジメントは組織の長、すなわち、企
業の社長だけを示しただが、規定に示された内容は企業トップが権限や責任を

213

第一線監督者の方々に委譲して良い。すなわち、グループでトップマネジメン
トを受け持つように展開可能な内容を意味する。そうなると、職場を受け持つ
長はトップマネジャーとして、品質においては、責任と権限を持つ形で､各種
活動をレビューする必要が出てくるわけだが、時々、下に示す例に見る（これ
は、ある企業が定めた品質管理におけるマネジメント・レビューの項目だが）
内容だけで、果たして、図 7-15、並びに、下に示した ISO9001 が要求する規
定に示された、マネジメント・レビューを行っているのいであろうか？という
疑問が生じてくる。

X社の「マネジメントレビュー」の項目､運用の成果は？
１，決めた日に工場長が職場巡視を行っている。

２，品質会議で工場トップがコメントした内容を議事録に記載した。

３，内・外の監査報告を聞いて、トップがコメントした内容を記録に残した。

４，研修会でトップ講話を行ってきた。

５，品質月間で不良対策事例を表彰し、全員に品質問題に講和をした。

その理由は、ISO9001:2000 に規定されているマネジメント・レビューの項
目は下に示す通りであり、この内容を実務でいかに効果的に活用するか？がこ
の設問だが、上に記載した程度の内容では。とても、顧客満足を得て、品質の
維持向上の活動につながる内容と認め難い。この種の対策に正解は無いが、こ
こで例を紹介し、活用の一例とさせていただくことにする。
5.6.2 マネジメント・レビューへのインプット：マネジメント・レビューへ
のインプットには次の情報を含むこと。a）監査の結果、b）顧客からのフィー
ドバック、c）プロセスの実施状況及び製品の適合性、d）予防処置及び是正処
置の状況、e）前回までのマネジメント・レビューの結果に対するフォローア
ップ、f）品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更、g）改
善のための提案
5.6.3 マネジメント・レビューからのアウトプット：マネジメント・レビュー
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からのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含むこと。a）品
質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善、b）顧客要求事項
への適合に必要な製品の改善、c）資源の必要性

ﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとは
品質目標展開図

ISO9000：2000 定義3.2.7
最高位で組織を指揮し、
管理する個人又はグループ

Plan

（１）目標設定
（２）目標展開

施策ガイド

Do
ﾚﾋﾞｭｰとは
ISO9000:2000 3.8.7
設定された目標を達成
するための検討対象の
適切性、妥当性、及び
有効性を判定するために
行われる活動

（３）
施策
ガイド
↓
施策
の
選定

次の
Planへ

目標値：１００

（４）具体的
活動

施策

施策

施策

３０
施策

３０

施策

４０

施策
施策

ﾁｪｯｸ
（５）実績（成果）の収集

品質改善目標の達成はマネジャーの指揮のもとで行われる。
目標は達成すべきであり、その妥当性,活動や適任者の配分や
技術,時間の投入などの有効性を評価し、次の計画に移行する
ことが必要あり、このﾚﾋﾞｭｰに品質機能展開図が役立つ。

図7-15 ＩＳＯ９００１：２０００に見る、
マネジメントとレビューの解釈例
ここで紹介させていただく企業、N 社では、過去、不良半減運動を進めてき
た。だが半減目標が達成しない日々を過ごしてきた。不良対策に当たって注意
すべきは、①1 件づつの不良が集まり統計を形成しているのであり、1 件づつ
をゼロにすべきこと、②半減以下なら、まだ良いが、半減目標の場合、半減近
くに不良が近づくまで。関係者は対策を進めない。このため、③手を打つのが
遅くなり、結局は前期の実績と同じ不良発生となり、とても半減には近づけな
い、という傾向が出るが、N 社も正にこのようなカラクリに埋没していたわけ
だった。そこで、行動を切り替えた。もともと、統計は 1 問題づつの集まりな
ので、図 7-16 に示した右側の品質目標展開図を作成後、1 件づつ、現場管理者
立ち会いのもと、現場、現物で不良の原因究明～除去を図った。不良は製造現
場で発生する。従って、N 社ではトップ自らが現場へ出向き、図 7-17 に従
い、現物・現象を目前にしながらコミュニケーションの実践（ツール・ボック
ス・ミーティング）を行ったわけだが、その結果、図の右側に示したように、
5 ヶ月後には見事不良ゼロ対策の実現を見た。マネジメント・レビューの進め
方に決まりはない。だが、読者の皆様には、先の X 社の進め方との違いを参考
にしていただければ幸いである。
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25

対策検討開始

不良発生件数

過去実績１５件／月
の平均値

20

15

当初定めてきた
工場の半減目標
これは何を意味するの？
半減まで不良を
許すのですか？

10

5

0
1 ヶ月

2 ヶ月

3 ヶ月

4ヶ月

５ヶ月

６ヶ月

この数値は難/易
という製品構成に
より上下してきた
ことに注意！

７ヶ月

８ヶ月

９ヶ月

統計は１件づつのデータが
統計は１件づつのデータが
集まり全体を構成そこで
集まり全体を構成そこで
１問題→１原因→１対策
１問題→１原因→１対策
を現場、現物対策した。
を現場、現物対策した。

ゼロ達成
～その後も
継続！

図7-16 N社における不良対策？管理グラフ
と改善後の取り組み結果

好ましくない“見る”＝眺める
感激、安心、ゆとりに向く
事実、事象を客観的
手段でとらえる
（問題やメカニズム
を目で見る）

① 観る＝ビデオや写真で
事実を撮る
② 看る＝見えないものは
検査機器で調査
③ 監る＝完全か？
問題ないか否かを
点検簿と比較した調査

物理量を検査機器
でつかみ、問題の
有無や発生メカニズム
を検証する
理想状態との
差を見つけて
チェックリスト
あるべき姿
に戻す

図7-17 ３現主義に使うべき“みる”という行動様式
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【まとめとして】

情報共有化とコミュニケーションに関するチェック事項
項

１

目

新製品立ち上げ管理盤として「見える化」手法の活用が盛んだ
が、その要素にどのようなものが必要か

２

見える化の効果的な例として、コピーマシンがトラブルを起こ
したときに素人でも対処可能なトラブル対策標準書の利用が図
られているが、その有効な点は何か

３

見える化対策は情報伝達の手段のひとつであり、各種基本事項
の理解が必要である。では、『情報の理論』からみて、効果的な
活用を図るために知っておくべき事項は何か

４

ジョハリの窓とは何を意味し、製造現場でがどのように活用を
図ることが効果的か

５

対話で注意すべき基本技術にどのようなものがあるか

６ ISO におけるマネジメント・レビューは何をさすか
７

ISO におけるマネジメント・レビューを製造現場で効果的に活
用するための具体的手段にどのようなものがあるか

８

３現主義は実務を持つ現場管理者と部下のコミュニケーション
では必須の条件だが、これは、何を意味し、どのように活用す
ることが効果的か

９

産業界では、行き過ぎになっている『見える化』の適用が多い
が、どのような事例があるか
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チェック欄

第8章

超・時間活用法による現場管理力強化対策

８－１

時間分析と現場管理力強化対策

（１）現場管理者に必要な、仕事の実態把握と時間分析の大切さについて
一般に、製造現場を担当する管理者は多忙である。ある先生から「『忙しい』
という文字は『心＋亡くす』の合成語である」と教えられたが、これは重要な
内容だと思う。要は、心の無い、死に体に明日は無いからである。また、部下
指導や夢もないことになる。さらに『動中の静』という言葉がある。この言葉
は「忙しく動いていても頭の中と気持ちは冷静にしなさい」という意味である。
また、どのように次の展開を効率よく進めるか？という考えで事を進める仕事
の仕方は良いが、単に、体を駆使してその日暮らしで多忙な日々を送ることに
注意を与える言葉である。このように、企業生活で価値の無い仕事に追い回さ
れて日を過ごすのでは、
『率先垂範』、
『模範となる管理者の行動』という言葉が
あっても実態が無い無意味な内容となる。図 8-1 に示すように、
『時間は仕事の
影』である。この内容がわかると、①太陽に当たる仕事を進める環境となる技
術をあげるか、②仕事の中にあるムダ排除を図る対策が必要となる。

技術の高さ

時間は仕事の影である。
改善対象は①技術向上と
②仕事や製品の改善です。

ムダ
ムダ

ムリ

原価改善
成果

ムラ
ムダ

結果として
得られる原価

図8-1 時間のとらえ方
そこで、まず、私が工場時代関係した K 職長の実話から、時間活用・改善術
の必要性を解説することにする。この話は、筆者が 200 名程の加工工場へ課長
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として転勤した時の話である。工場レイアウトの改善をお手伝いし、次に、こ
の工場の生産管理システムを IT 化して、より顧客密着度が高く管理面でも生産
性の高い JIT 生産を進めるというタスクが筆者に与えられたことがあった。な
お、この種の内容には現場参画が必須であり、各種の標準の登録がどうしても
IT 化に欠かせない状況だった。そこで、職長 8 名の方々の参画と共に、業務実
態の把握~改善も進めた。具体的には表 8-1 を用い、時間分析に当たっては、本
人がメモを取り､管理という業務の実態把握を行いつつ改善を行う方式で時間
分析を開始願ったわけだった。
① 本日目標とする内
容や経過を書き今日
の活動意義を示す。

表8-1
図表５－９ 個人別時間分析表の記載例
個人別時間分析用紙
氏名：

月日：

8:0
9:00 0 （例）朝礼
10:00
11:00
12:00

電話対応

本日の方針：

メール整理

本日のアウトプットと時間値の目標

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

18:00

② 今日行う仕事の内容
とアウトプットを主要
項目として記載する

19:00
20:00

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

本日の苦心と反省点

④ 仕事を見直して、
改善すべき項目と
要点を書く

上司コメント

① 上司コメントと目標達成状況
の支援とフォローを願う。

改善点：

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

この分析は進んだ。だが、K 職長は朝 7:00~21:00 過ぎまで毎日働く状況で、
とても我々が進める生産管理システムのお手伝いといった内容でない状況が続
いた。しかし、残念ながら、K 職長の時間分析は進まない。そこで、筆者が手
伝いながら、K 職長の仕事の把握と内容を見直すことにした。K 職長は検査工
程を受け持っていた。なぜ､毎日このような状況で、正に、多忙な 1 日となって
いるかを見る必要があったわけだったが、筆者も K 職長と共に働きながら、時
間の記録を手伝い、その内容の分析を進める内にその謎が解けた。その内容は
次のようなものだった。①受け持つ工程の設備トラブルが多く、復帰対策に時
間を取られる。②前工程で製品上の問題がある製品を、ひとつひとつチェック
して不良が入らないように仕分けする。③前工程の設備トラブルや製品変更に
伴い。工程の切り替えと作業指示、先頭に立って作業応援をすることで何とか
出荷時間に間に合わせる努力をする。・・・・要は､K 職長、本来業務で無い仕
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事に多忙な日々を送っていたわけだった。トヨタ生産方式に『働くと動く』の
区分があるが、正に、ムダに動く内容であり、原因となる事項や各種改善を進
めれば解消出来る問題ばかりに追い回されていたわけだった。
そこで、筆者の改善指導となった。この期間は 2 週間程度、お手本を示すと
いう形で進めた。具体的には、設備故障に対しては、設備部門の方々1 名を専従
化して、故障ゼロになるまで改善を進める。材料の仕分けは死亡診断対策なの
で、製品を製造した関係者に現物を見せ、ゼロ化の対策を図る。出荷変更は朝
と昼、15:00 に事務所からのコピーを持参し、現場で誰が見ても判る方式で表示
板に最新のものを伝える。
・・・・という内容だった。個々の対処は実に当たり
前、しかも、中には細かな改善内容だったが、筆者は K 職長と共に、スピード
改善よろしく問題発生時に発生元へ行き、原点対策を進める依頼と努力を図っ
た。このような状況で、K 職長にかなりの時間的余裕ができたので、筆者は「後
は自分でムダ排除を進めて下さい」とお願いし、筆者の本業に戻った。このよ
うに改善が進む中で K 職長は私たちが進める生産管理 IT 化対策プロジェクト
室へも足を運んでくれるようになった。このような状況が進んで 3 ヶ月、ある
夜のことだが、筆者が自宅で食事も終わりテレビを見ているとき、突然に自宅
の電話が鳴った。現場を持っている管理者にとって、9:00 過ぎの電話はドキリ
とする。
「もしかしたらケガ人でも出たのではないか？」と思うからである。幸
い、筆者の現場では過去ケガをするという問題は無かったが、注意すべき仕事
が、まだ皆無ではなかったからだった。幸い、この K 職長からの電話はケガの
知らせではなかった。しかも、一杯気分での電話だったので、ホットして電話
を受け取った。話はこうだった「今、何をやっているか判る、ハハハ・・」
「エ
ッ！判らない」「息子とハヤを釣るってきて食ってる。明日、職長会議だよな」
「そう、予定通りだよ」
「爆弾宣言するからよろしく！」ということで K 組長は
電話を切った。K さんから筆者へ電話が来たのはこれが初めてだった。その時
は「何のことだろうか？」と思ったが、一杯飲んでのことだったので、この事
は忘れ、翌日、毎月 1 回の職長会議となった。多くの問題や報告、各種改善の
討論の後、いよいよ K 職長が時間分析を報告する順がきた。
「今、ここへ来る前、皆を集めて「現場管理者として皆様に本当に申し訳な
いことをしてきた」とお詫びしてきた。その話を報告させて下さい。中村さん
が「時間分析をやれ」と言う。
「こんなに忙しいのに何を言っているのか？」と
思っていた。ところが、
「出来ないなら手伝ってやる」と言って現場に入ってき
たことは皆も承知のことと思う。時間分析が始まる。データーを取るだけかと
思っていたら、
「このようなムダにこんなに時間がかかるから、あなたがこんな
に残業し、毎日忙しいということになる。よし、この設備の故障、あなたが設
備の職長 A さんに応援が頼む時間がないのなら、私がする。OK しろ」とか、
「前
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工程の不具合をなぜ品管（品質管理）部門が事後処理するのだ、こんな小さな
工場で前工程に歩いて行くことなど、簡単ではないか？物を見せ、即座に再発
ゼロの対策を発生先に言うべきだし、対策させるのが仕事だろ！」と言って次々
と手を打っていった。その結果、ムダと思っていた内容が無くなり、昨日など
は、定時から 40 分で家に帰れ、息子達が「釣りに行く」ということで一緒に行
った。秋の日は長い。ボケっとして、また、ゆったりして魚をつっていると、
「お
父さん、エサ取られてゾ！つけてやるよ」と言ってくれた。この時、私はハッ
とした。昨年の今頃はまだ職場で部下を叱りつけながら残業させ、トラックを
待たせて出荷作業にヤッキの生活だったからだった。だが、今は生産量が当時
より多いのに釣り？これは何だろうか？帰宅は遅く、子供と話をしたこともな
かった。今まで自分の人生は何だろうか、しかも、部下をムダな作業で残して
の自分、こんな管理者あってはならぬ！と思ったわけです。生産性の数値を見
て下さい。短期間にこんなに上がった結果が、今まで話した内容です」と、K
組長は話しをしめくくった。この話には、筆者を含め、現場管理者一同は拍手
した。私は胸に熱いものを感じた。
以上が体験談だが、形と方法は異なるが、今も製造現場の管理者の教育・指
導に当たって、同じ趣旨の内容を適用しているが、仕事に追われる方々の状況
（改善前）は図 8-2 の状況である。ゆとりが無ければ改善も現場指導も、次々
と製造現場に押し寄せる課題に対処することは難しい。

仕事は3年で半減、残業ゼロ、2割のゆとりを狙うと良い
① 仕事をかかえ過ぎて
いることに気づかない
（能力オーバー状態）

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

② 時間意識がうすい
（時間分析はしない）

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

共通語：忙しい
仕方ない

⑥ 仕事の優先順位が
乱雑である
（どのような仕事も
馬鹿丁寧、全力で）

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

図8-2 毎日、仕事に追われる人の特性

221

（２）仕事の納期対策、その要点について
各種の業務に対する納期管理は重要である。そこで、その要点を整理する
と図 8-3 のようになる。図に示す中で、まず、取り上げるべき点は、自然原理
の中の①となる。仕事にはインプット（投入する資源となる、材料、知識、時
間やお金など）と、アウトプット（目的とする産物）、そして、インプットをア
ウトプットに変換するプロセス（仕事の進め方、手順と努力）がある。従って、
納期はこれらの原因系を対策し、結果を評価するという対処が必要になる。そ
して、②のプロセス改善だが、基本はアウトプットを決めてインプットするこ
とが重要である。すなわち、「やみくもに、何でも良いから努力を繰り返せば、
いつか成果が出る」という考えは採るべきではない。現場管理者の仕事は眼に
見難いという局面を持つ。従って、意味の無いものは E(省略)する。いくつかの
仕事で C(結合)できるものは同時に行う。もっと良い方法や、その仕事を任せた
方が早く進む人や対象があれば R(置き換え､または､分割したり委譲)する。同じ
仕事ならできるだけ S(単純化)するという法則を利用して行うことが重要である
（図には、平行同時に進める仕事の仕方と、それを管理してゆくため、平行同
時に仕事を進める内容をスケジュール＋目で見てわかる管理方式の活用を示し
た）。この対策と、仕事にはウエイトづけが必要になるが、5:極めて重要、4:か
なり重要、3:まあ重要、2:余り重要でない、1:全く重要でない、という 5 段階に
分け、緊急かつ、重要なものから着手して行く、という基本を中心に仕事を進
めることがこの種の対策のである。
納期管理より、スケジュール管理を進めるべき意義
【自然原理】
① 問題には「原因」→「結果」の関係がある。
② 仕事には手順(プロセス）と成果がある。
③ 仕事はかかえ過ぎるとできない。
追われると、ゆとりを持った処理、見直しがおろそかになる

納期管理

プロセス管理

がんばりは認める。だが、・・・ 時間意識？

結
果
優先順位は？ 飛び込みに対する対応は？
負荷調整（応援依頼を含めて）は？
期限重視で中身が不明→追われる原因不明
問題がわかっても対策時間がない

どこがピークか？では、どれを優先するか？
実施の結果、今後、他の仕事をどのように
するか？
考えながら仕事する！
ゆとりは、改善に投入する作戦！

図8-3 仕事と納期対策
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一般に、ゆとりを持つ方と追われる方の差は図 8-4 のようになる、とされて
きた。昨今、図 8-5 に示す名ばかり現場管理者と管理者の過労死問題が問いた
だされている。この面からも、特別、一時的頑張りは別として、仕事は常にア
ウトプットを考え、ゆとりを持って計画的に、無駄なく、仕事をしながら改善
を進めることをお願いしたい。
ゆとりを持つ人とゆとりの無い人の差

ゆとりを持つ人の行動

ゆとりの無い人の行動

１、最初にアウトプットを
決めてインプットを精査
する。
２、常に、時間意識を持って
活動する。
３、仕事をしながら短時間
で同じ成果を得るため
工夫する。
４、時間短縮の勉強をして
取り入れる時間をつくる。
５、寝る、趣味、遊びの時間
を確実に先に見込む

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

図8-4 ゆとりを持つ(生む）仕事術
厚生労働省は「経営者と一体的な立場にある者」と管理者を定義
労働基準法では残業の支払いが免除させているが、飲食・小売店
では、人件費を目的に、店長を管理監督者と定め、長時間労働を
させる動きが高まり、内容から「名ばかり管理職」は区分すべき
判断基準を出した。
① 職務内容や権限
【過去の判断基準】
重要な要素としてパートや アルバイトの
① 職務内容や権限
採用や残業を命じる権限を持ったもの。
② 勤務時間の裁量
② 勤務時間
③ 賃金などの待遇
遅刻や早退をした場合、減給などの
管理職は責任がかかる。
何とか頑張る、現場応援
「あくせく、アクセク」

制裁権を持つ。また、労働時間の裁量
権も持つもの。

③ 賃金
役員手当、給与面でパートやアルバイト
より低額でないことなど。
以上は３１年ぶりに通達として全国の労働局に
出した（朝日・08年9月9日）

図8-5 「名ばかり管理職」問題への対処
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８－２

現場管理ガイドライン

（１）第一線監督者の方が行う管理力向上の実践について(体験談)
現場管理という仕事は目に見にくいため、多くの場合、その方の人柄や気合
い、態度といった人間的な面に評価が行きがちになる。現場管理者の仕事は管
理という仕事をはっきり定め、アウトプットを明確にしてインプットという努
力の仕方を評価すべきであり、何を、どのように進めたか？というインプット
をアウトプットにつなげる良否を判別して行かなければ現場管理者の管理能力
の向上は無い。このような内容を多くの先輩から教えていただいたが、その適
用例として、米国の A 社での体験事例を紹介させていただくことにする。
米国の A 社（正式名：AAP St.Marys 社）では、工場発足当初、現場管理者
が 12 名いた。24Hr×週 7 日間の連続創業で S/V(スーパーバイザー)と呼ばれる
現場管理者は 200 名程の作業者を管理してアルミホイール生産を管理するわけ
であるが、今まで、この地区で 5~6 名の自動車修理を担当してきたリーダーだ
ったり、スーパー・マーケットの店員を 10 名程度指揮してきたような方々ばか
りだった。中には、自動車工場で 10 数名の現場管理を行ってきたリーダーもい
た。だが、アルミホイールのような鋳造現場管理を担当するレベルの方々は皆
無だった。この方々は製造技術に関しては日本へ来て訓練を受けたが管理技術
は全く訓練されていないため、現地で雇った製造部長（工場長）の要請で、そ
の地で有名な大学が経営する教育機関の先生が来て教育となった。だが、現場
管理者研修が開始すると、次々と会社を辞めて行くという事態が発生した。そ
の理由は、教育期間が生徒に A~E のランクをつけることと、E ランクというラ
ンクがついた方を 6 ヶ月専門学校に引き取り教育し、B ランク程度にしてから
会社に戻す制度にあった。一見、納得が行くように見えるこのシステムには大
きな欠陥があることが運用して明らかになった。ひとつは、6 ヶ月の期間、E ラ
ンクの方を必ずつくり（選定して）教育するという設け主義が挙げられる。こ
のシステムのため、E ランクの人が退職すると、また、残余の方々の中から E
の生徒をつくる。次に、この E ランクという不名誉なレッテルに問題があった。
E をつけられるのは米国人の恥となるばかりか、いくら B ランクにあげてもら
っても、
「過去、E だった方は何らかの問題を持つ方」というレッテルを貼られ
た痕跡が残るため、転職しても管理者にはなれないとわけである。このため、
結局、E になりそうな雰囲気を研修生が感じると、
「女房がもう少し近隣で働い
て欲しいといった」
「子供がもっと綺麗な職場を希望して」といったように、理
由にならない理由を並べ、辞職願を出して辞める事態が発生した。その結果、
たった 4 名が残る状況となり、A 社の現場管理どころか、生産にも大きな支障
をきたすことになった。そこで、教育を図る任が筆者に廻ってきた。
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そこで、やむなく、一応の現場教育、すなわち、
「個々人が選んだ管理者教育
の書を各人が読み、読んだ内容が本当に製造現場で効率良く使えるか？」とい
う実務課題をケース・スタディ式で行うこととした。現場管理の書の要点は国
際的に同じである。要は、先に解説のように、①責任は免れない。②P-D-C と
いう管理の輪を回しつつ現場力を増強する。③部下育成という内容であり、こ
の種の内容が旨く使えるか？を時間分析と共に実践していったわけである。実
務としては、OFF・JT 研修でケース・スタディを解析することに加え、先に示
した表 8-1 の時間分析を願い、①前日に本日の反省と共に、翌日の管理業務を
具体的に討論と納得のもとで要請する。②仕事しながら管理業務の評価を行い、
時間や反省点と共にまとめる。③時間がかかる内容は管理面の技術や力量が不
足している。または、何かイレギュラーな内容の介在があったのであり、その
内容は時間値の把握と共に改善へ向ける。という指導を日々､この時間分析＝管
理日報を題材に行ったのである。その結果、この、目標管理＋時間分析＋働き
ながら仕事の良否を時間評価するという方式は現場管理者の現場管理技術を短
時間で大きくあげる結果を生んだ。その理由は、①アウトプットを明確にした
ため、実態がとらえにくい“管理”という仕事が明確になったので、S/V の方々
の仕事が明確化した例を挙げることができる。例えば、朝礼は国際的に 3 分以
内とされているが、5W1H で要点のみ、必要な方だけに話すべきことや、日本
のように米国では、ラジオ体操はしないが、仕事の開始前準備に出勤者の人数
と健康状況や授業業員方々のご家族に問題や悩みが無いか？・・・～午後には､
新人育成のための作業指導や､不良や故障の防止対策のための点検などに関す
る管理項目が具体的行動となり、各種成果があがっていったわけだった。加え
て、②全て事例と事実を基に具体論で対策内容を討論するため、
「事実に基づく
アプローチや意志決定がスムーズとなるムード的な話がない」このため、ムダ
な討論や資料作成などが大きく減少した。更に、③アウトプットを得るため、
一番効率的なインプットと事前準備の欠如でムダが発生する仕事の減が図れて
いった。このように、現場管理者が自分の時計を使う時間分析法は筆者自身、
過去、筆者の仕事の見直しに使った経緯がある。その時は若く、張り切って仕
事をしていたが、多忙の割には、自分では余り価値の無い仕事をする毎日を痛
感したからだった。分析をしてわかったことは、感覚的に思っている仕事と時
間の実態が全く違っていて、
「このままの会社生活で良いのだろか？」と思って
いるとき、過労で健康を害する事態が発生したからだった。そこで、時間分析
を自分の業務改善に使ったことが、その後の仕事を大きく変えた。また、関係
者にも良い影響を与えたため、ここでも活用したわけだが、現場管理者の方々
は予想以上の現場管理職向上を示したので、読者の方々にもお勧めしたく、こ
こに事例として内容を紹介した。
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（２）現場管理者のスケジュール管理について
現場管理者はご自身の仕事だけでなく、部下に、気持ちよく、また、効率よ
く仕事していただき、人材育成は現場、現物で十分に時間を取って行うことが
要求される。このような観点で、1 日の活動内容と目標時間をスケジュール管理
する場合、そこにガイドライン的なモデルなスケジュールが必要になる。そこ
で、第一線監督者の方々に、ぜひ参考にしていただきたい内容を現場管理者の
業務スケジュール・ガイドという形で表 8-2 例示しすることにする。

表8-2 現場の職長の１日の仕事（ガイドライン）
７：３０

出社
現状把握
朝礼準備
朝礼
現場視察

現場

①夜勤の作業状況把握 ②連絡簿の内容把握
③上司、工程担当と打ち合わせ
７：５５
現場
①ラジオ体操前、勤休確認、健康状態確認
②始業前簡単な指示、 ③ ３分間朝礼
８：１０
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）

現場管理者の方々に、暗黙のうちに、業務として、事前に今日行う予定と、
アウトプットとインプット内容を算定し、実施計画に移すべき業務を持ってい
る。このため、筆者も製造現場を受け持つ課長の時代、筆者が受け持つ製造現
場で、部下の方々に「強制ではないが、また、仕事に就く必要は全くないが、
30 分前には会社にいて欲しい。私は労働組合の副委員長を担当してきた。今か
ら言うことは、組合問題に入らないと思う。早出をお願いする理由は、まず、
道路が混雑することがある。この時、あせって会社に入ろうとして事故に遭わ
ないため、また、プロなら F1 レーサーがレース場を 3 日前に歩いて確かめるよ
うに、必ず､勝負をする現場を見て、どのようにレースするかを見るという文化
を身につけて欲しいからである。あわてて、仕事しても良い結果は出ないし、
この種の準備で仕事する精神面の準備やゆとりまでが出来るからです。さらに、
確かに、会社は仕事をする場所だが、単に仕事してかえるだけでなく、前後工
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程、仲間と融和を図る会話を通して、自分を高め、楽しく働く、また、協力し
あって働く意義を実践するため、先の 30 分程度の早出が必要だから、会社には
30 分前にいて欲しいとお願いするわけです。再度、言いますが強制では無いし、
チェックもしません」と、お願いしてきた。こう言う筆者は出社時間の 1 時間
程度前には会社にいて、職場の清掃や点検などはやってきたので、このお願い
は皆が守っていただける状況だった。
第一線監督者の仕事は始業前から始まるのが一般的である。また、その項目
には、例えば、朝､朝礼前に出勤状態を見る。何かあれば、例えば、部下が病欠
で生産や納期に支障がでる危険がある場合、手を打つ。など、
・・・・と対処す
るわけである。朝礼は 3 分、しかも、早く立ち上げる現場の前で行い。スター
ト時に仕事を確認して、優先順位の高い仕事のスタート内容をフォローする。
これが、終わると、現場事務所へ戻り、特急品や昨日確認した以外の追加事項
を把握して､現場へ引き返して対処する。これで午後まで走れる体制をつくる。
従って、現場管理者が午前中会議をする制度はなかった。昼休みは簡単な連絡
や相談がある方と昼食しながら打ち合わせの後、一息、その後、会議があれば
参加、午後は、現場力向上のため、部下育成を現場で○○時間の実務指導や、1
不良や設備故障対策をする。例えば、○○工程を関係者とビデオ撮りして解析
する。○○設備の不具合状況を設備メンテナンス担当者に解説し、対策内容と
停止して改造するスケジュールを決めるなどの対策を進めるわけである。この
ように・・・・協力会社から、新製品に関する部材納入に関する詳細打ち合わ
せ会議に立ち会う、など、多くの与件をこなして、予定通りの結果（アウトプ
ット）が得られるように努力する、といったように、1 日の時間を戦略的に使う
ことが重要であり、
『現場管理』という目にとらえにくい仕事は、この種のスケ
ジュールをつくり活動して、見直し(反省)、さらなる高い現場力づくりと、日常
管理を進めつつ、職場の夢と目標実現に導く活動が未来を先頭にたって創造す
るリーダーの責務の実践となる。
（３）個人別時間の集計と活用について
現場管理者が個人的に時間を分析し、仕事の中身を見直し、より効果的、か
つレベルの高い現場管理を行うことは、時間活用術の利用上、極めて重要な活
用法である。では、日々記録を取る個々の仕事の時間と集計～改善へ向けた活
用法をどのように進めるべきか？時間集計表の活用方法について解説すること
にする。
個人時間の記録は、先に表 8-1 で示したが、ここでは、表 8-1 を用いた実績時
間の記録について解説することにする。まず、時間の集計だが、この表を用い
て単に仕事にかかった実績時間を集計し、1 ヶ月まとめて眺めるだけであれば、
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時間分析を用いた改善点発掘はあまり意味が無い。仕事は P-D-C 管理で進める
ことが基本であり、P（計画）を守ることで生まれる見積もりとのズレの理由を
解析して改善を図ったり、仕事をする中から問題を見つけ改善するという活用
が重要である。具体的対処を解説すると、①計画した仕事に対する時間が予定
よりかかるのであれば改善予知が多いことを意味する。また、②予定より早く
進めば、そのやり方を標準のような扱いをして短時間で仕事が終了する状況を
維持する。だが、このような内容であっても、③常に仕事をしている時が、最
も問題を発見しやすい時であると考えて、時間の影である技術向上と、仕事の
ムダ発掘に努力すべきである。従って、不良対策の集計表を眺めて対策を想定
する行為に悪名がつけられてきた『死亡診断書対策』に当たる内容に似た扱い
を、個人の時間分析にも適用すべきではない。
加えて、
「もし、今の実力や道具の整備などで仕事を進める上で時間がかかる
ものは、改善案を考えつつ、このような時間がかかるのであれば、1 ヶ月には○
○時間の無駄になる。このために出来ない仕事が費用的に○○となる。それな
ら○○時間、または、投資をして△△時間の短縮を図ろうとか、皆も同じ問題
を持つはずだから職長会議でこの内容を公開して、アイデア検討から上司提案
へ持ち込み、改善しよう」と考えてこのデータを現場管理者の業務改善に生か
すべきである。以上、個人時間分析データの扱いについて要点のみを例示した
が、第一線監督者の皆様には、是非、表 8-3 に示した方式を参考に、
「問題を集
計して示し、改善へ向ける」という実践をお願いしたい。

表8-3 個別時間、日々集計表(一部記載例を含む)
項目

月日
／

／

／

／

／

月
合計

メモ

１、朝礼
２、連絡(メール、打ち合わせ)

10

10

20
30

350

時間合計と
改善見積値

３、会 議

集計と同時に改
善を考える！

４、日報整理
５、故障・不良原因の調査
６、現場応援
７、現場指導
８、部下指導・相談
９・・・・・

P-D-C管理の考え
で実施した時間と
問題を書く

10・・・・・・

日々掛かった
時間(分)

累計値(分)例１：
1日目；10分
2日目；30分＝10＋20
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1月の集計で改
善すべき内容を
考えて、費用対
効果で改善見積
もりを行う

【参考事項】時間分析と改善の発想について
第一線監督者の方々が行う自己時間分析を通した改善は、ゆとり創出や力量
向上以外の面でも、現場管理上､極めて重要な作用が出る。過去、筆者が指導し
た S 社で、現場管理者のレベルアップを早急に進める必要ため時間分析～指導
会を行った例は、S 社における取り組みは仕事の内容を基本から改善するための
見直しとなった例であり、読者の皆様に参考になる点が多いのではないだろう
か？では、S 社の実践例を紹介することにする。
ここでは、時間分析を進め、関係者が成果を挙げていたったが、問題は 1 名
だけだが、設備担当の職長 M さんがこの対策に取り残される形となった。S 社
の M さんも時間分析はしてきた。だが、他の職長が管理業務の腕をあげる中で、
やっと指導会に出席できる内容だった。要は、先に解説の通り『忙しい人』の
ひとりだった。筆者が時間分析内容を見ると、かつての筆者のように、朝早く
から夜遅くまで活動するが、事後対策が 95%を占める状況だった。M さんは努
力の人であり、この討論までに人柄も判っていた。そこで、
「M さん、これでは
給与返却だ、仕事のやり方をすぐに見直すべきです。本来の仕事は設備が壊れ
てから復旧、また、壊れるのを復旧することではないでしょう」と言ったわけ
だが、
「それなら先生、何が設備管理者の仕事なのか具体的に言って下さい。」
「判
った。本来の設備管理者の仕事は将来案、すなわち、うちでなければ出来ない
設備化を進めるため、研究試作をする仕事が半分、後の半分の半分、すなわち
1/4 は部下と共に生産保全の具体化を図り、現場で設備を扱う方々を『設備に強
い人づくり』ということで OJT 教育を図る。後の 1/4 は故障しないために現場
点検だが、改善業務を除き、突発故障は最低 5%以下、しかも、再発ゼロの研究
をしているのなら給与に合っていると考えるべきだ！」「教科書通りですね！」
「バカ言うな！教科書以上のことが出来ないで企業のプロと言えるか、俺はや
ってきたからこう言うのだ！」と、半分は喧嘩のような討論がこの場の指導内
容だった。M さんは私の経歴を良く知っていた。従って、口を閉じたが、その
時はブルブルと体を震わせ真っ青の状況だった。このような時、M さんは、
「顔
を洗ってまた戻ります」と言うので、筆者は「OK！」とした。この状態で、指
導会を進め次の課題を消化し、休憩~指導会を再開した。そのとき、M さんが部
屋に戻ってきた。会議開始と同時に、スッと立ち「恥ずかしいが、故障再発ゼ
ロで様子を見てもらっていいですか！」と発言したので、筆者は「了解！素晴
らしい宣言です！」といって、この対話は終了となった。
その後、毎月 M さんは自分の取り組みに対する状況説明をしてくれた。その
内容は、
「部下がこういう対策をしたが故障原因が完全に除去されていないと思
った。そこで、再度現場へ行き○○対策をした。当然、設備停止時間はこれで
増えたがトータル的には減っている」という事例と共に故障対策の事例紹介を
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してくれたが、実に的を得た内容が続いた。驚くことに 5 ヶ月後には、あれほ
ど問題だった S 社の設備故障はゼロ接近したばかりか、部下 8 名の方の 1 名は
協力会社の職長となり設備故障ゼロ対策へ、また、残り 7 名の内 3 名は予防保
全現場教育を実務担当、4 名は多少の事後的保全は残ったが、多くは設備改造や
新設備の製作業務を担当するに至ったからだった。短期間で故障の状況は様変
状態になったわけであり、この時、筆者は改めて M さんの持てる力の発揮には、
筆者は改めて敬服した。
ここからは事後談である。その後、数年も過ぎてからのことだが、M さんは、
当時のことを思いだし、私に語ってくれた。
「あの時のショックは人生と部下の
意識､仕事、管理者のあり方を反省させられる内容だったが、良かった」という
ことだが、私も、M さんに頑張ってもらう発言をしたことが良かった、と話し
た。筆者の立場としては、時間分析をケースに M さんを叱る形で話したわけだ
が、筆者の過去を自分に見たからだった。加えて､人は何のために企業で仕事し
て（生きて）いるのか？という思いと同時に価値ある仕事へ管理者の努力が必
要なことを、ここでも伝えたかったので、あえて叱咤したわけだった。なお、
この後も、信頼出来る現場管理者にお会いすると、同種内容の繰り返しばかり
だが、一例をここに紹介させていただいた。以上、ここに紹介した内容は筆者
が関与した事例である。要点は図 8-6 の上部に示した価値ある仕事を現場管理
者に願ったものだが、読者の皆様にも、是非、ムダの無い、価値ある企業生活
を送っていただきたく、ここに例を記載させていただいた。

仕事の整理法 ： 「本来の仕事は何か？」を考える。
仕事をしているが、賽の河原の石積みを繰り返すような仕事は基本から
見直すべきである。そして、努力が実る活動に集中すべきである。
例：情報は利用する＝価値
×重要な仕事や情報を見過ごす。
×情報を知っているが
ためておくだけ（資料館）
◎情報を利用して未来を造る
仕事や～成果につなげる。

５W1H
結論から
手段・理由へ

情報は分類→活用が大切
①検索容易、 ②明快、 ③正確
④簡潔、⑤手早く使える。

ホウ・レン・ソウ（報告・連絡・相談）
は問題情報を早く流すことにより、
問題の未然防止を図る活動！

まずい仕事の例
① 探しまわるムダ

③ムダに歩くことが多い
⑥時間意識が低いムダ

②待つムダ
待たせるムダ

⑦手間の掛けすぎ

⑤判断に
迷うムダ

課題
⑧能力不足

図8-6 管理・間接業務のムダの例
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（４）仕事の構成とムダ排除について
仕事の区分は明確にすべきである。図 8-7 は、その種の区分を明確に示した
例である。図の右側に示したように、①本来、仕事の仕方はムダを省き中身が
濃く、価値ある仕事を進める内容で充実すべきである。これに対し、②のやる
べきことをやらない状況を『手抜き』と言い、③の改善しない状況で、無理な
仕事をつぎ込んで仕事を時間内に終わらせる強制を強いる内容を『労働強化』
というが、現場管理者の方は、②と③は絶対に行うべきではない。加えて、図
の左側に示した注意もここに配慮願いたい。これは逸話だが、宮本武蔵が剣豪
として就業中、琵琶の音に触れ思わず聞き入ったことがあった。琵琶の音が余
りにも良いので聞くと、琵琶を弾いていた法師が琵琶を斧で割り、琵琶にはピ
ンと張った糸と、この音を蓄えて出す胴体に渡したゆとりとして定めた木の部
材を示し「この“ゆとり”があるから琵琶は良い音を出す。剣豪も強いだけを
求め、常に張り詰めた糸では、やがて持たなくなるし、ゆとりの無い糸は切れ
るだけだ！」と話した。この話に武藏は剣の修行のあり方を大いに反省し、そ
の後の剣の錬磨に生かした結果が五輪の書になったそうだが、単にムダ排除、
正味率向上だけではなく、ゆとりと共に、図の左下に示した。読者の皆様には、
過去の問題の繰り返しから脱皮して、未来を創造する事前検討重視の内容と正
味率向上の内容を融合させ、
「リーダーとは未来をつくる方」という内容を率先
垂範する時間活用術の展開をお願いしたい。

大切な考え、
「仕事の３つの区分」とは？

仕事には３つの見方と
３つの区分がある！
【仕事の３つの見方】
①正味＋②ゆとり
＝仕事の時間

③ 改善しないで
無理を押し込む行為を
「労働強化」と言う！

① ムダを省く
対策を
「改善」
ムダ
と言う

③ムダ（排除すべき）
問題対策の方法
① 事前検討（ゆとりが必要）
② 発生時点対策
③ 事後処理
事前検討は事後処理工数の1/10！

取り

正味
50%

改善すべ
きムダ
50%

② やるべきことをやらない行為を
「手抜」きと言う！

図8-7 重要な仕事の3区分と正味率向上の要点
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（５）仕事のウエイトづけと扱いについて
会社生活と企業人生はムダに過ごすべきではない。この意味で、管理業務の中
には、やるべき価値のある仕事と、おつきあいや、時にはムダな仕事がある例
があるが、先に解説したように、この種の仕事はウエイトづけして区分し、見
直しと改善を図る対象である。では、ウエイトづけの方法を図 8-8 に示し、ウ
エイトづけ後に行う仕事を区分する方法を図 8-9 に例示することにする。
上手な仕事術は、限られた時間で、大きなアウトプットの創出が重要である。このためには、
アウトプットを定めてインプットすること、また、ウエイトづけが必要になる。このウエイトづけ
に当たり、経営的には、重要性が高く、効果も大きく、早く出来るものを上にした方が、実施
面でも有効となる。このため、次のようなウエイトづけを行ってから、仕事を進める計画を策定
すべきである。

ウエイト
づけの例

５段階評価によるﾃｰﾏのウエイトづけ
重要性の評価

効果の評価

容易性の評価

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

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

５：極めて容易
５×４×４
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

図8-8 仕事の整理とウエイトづけ
間接業務の中身を分析すると？

どうしても
自分が行う
仕事（Must）

やらねばならいが、
誰でもできる仕事
人に頼める
仕事（費用がネック？

今、着手
すべき仕事
後で、着手
すべき仕事

人に頼むべき
仕事（その方が
効率良い仕事）

① 自分時間？
② 他人時間？
③ ムダ時間？

やらなくてよい仕事

投入工数に
比べて、価値が
薄い仕事
全くやらなくて
よい仕事
（ムダ）

図8-9 仕事の区分と取り扱いの例
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【参考事項 その１】 電話など頻度の多い内容の改善方法について
筆者は製造現場管理者研修を依頼され行うケース例が多いが、極めてまれだ
が、問題が多い企業に研修を頼まれ講師として研修を受け持つと、研修中に呼
び出しがかかり研修生が中座する。携帯電話禁止で研修を行うが、突然と席を
立ち研修生が部屋を飛び出す方がいる。マナーモードのぶるぶるで呼び出しを
受け、研修中に携帯電話のディスプレイを見て部屋を飛び出す例である。この
種の企業では、決まって、研修内容をフォローしても成果が思わしく無いこと
を経験してきた。このため、研修の後、
「暇になったら、筆者の著書でも見て自
習下さい」ということにしてきた。要は、研修生の中でまじめに受講する方々
が集中出来ない。研修中に中断してしまった内容を中途で抜けた方に再教育す
るだけの時間が無いため、結果的に、フォロー研修で言い訳式の成果発表とな
るからである。当然、研修では教えたことを深く理解ねがうため、演習を行う
が、このような方々は参加しない。途中から戻ってきても、他の方に傷害とな
るケースが多発する。要は、この種の製造現場の方は、部下育成と部下へ仕事
の権限委譲が無く、ふだんから電話でいちいち上司に判断をあおぐ部下（電話
グセの部下）とともに、携帯電話を手から放せない“病”になった方々であり、
「部下から度々同じような要件で電話があるということは問題がある」ことを
示す。従って、図 8-10 に示す方式で改善すべき、となる。このように、短時間
だが頻度の高い問題はここに示した方式で改善に向けるべきである。

頻度が少ないが、回数の多い仕事の分析法
実績収集
項目

発生頻度

図面の問い合わせ
不良・クレーム
技術的な相談
日程確認
・・・・・・

18
16
14

改善はＥ，Ｃ，Ｒ， D，Ｐ，Ｓで
Ｅ（省略）

12
10
8

Ｃ（結合） Ｄ（分割） Ｐ（平行）

Ｒ（置き換え）

6
4
2

Ｓ（単純化→自動化）

・・・・・・・

・・・・・・

日程確認

技術的な相談

不良・
クレーム

図面の問い合わせ

0

ムダのカット

図8-10 頻度分析と業務改善
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【参考事項 その２】 20 項目テストの進め方
先に表 8-1 と 8-3 に自己時間分析法を示したが、この分析をいきなり行う方法
もあるが、時間分析を通して自分の時間意識と活用状況を見直す手法習得に行
う 20 項目テストを紹介するので、参考に願いたい。なお、記載要領は表 8-5 を
用い、講師が生徒に話ながら記載していただく方式で進める。
【手順１】現在の仕事を 20 項目書き出す。
「特別な場合は除外して、1 ヶ月に現場管理者として行う仕事を 20 項目にま
とめて記載して下さい。なお、その他 1～20 は困ります（笑い）。大きな仕事
から順に記載して下さい。仕事を 20 項目挙げられないということは、仕事の
項目をつかまず、ただ 1 月を過ごすという大変な問題を意味します。頑張って
下さい。なお、発表会や説明会に使う資料づくりではありませんので、ご自身
で内容が判る程度に簡単に記載していただいて結構です」と説明して 20 分程
度で項目を記載願う。なお、この際、項目を次々挙げて埋めて行く方を褒める
ことも大切である。
【手順２】時間配分
「一般に、定時勤務の場合は、22 日/月×7.5 時間（勤労時間）=165Hr とな
りますが、現場管理者の方々はどうしても、早出と残業が発生し、200Hr/月以
上を会社で使っているのではないかと思います。では、大まかで結構ですが、
個々の項目に時間値を入れて下さい。その後、集計をお願いします。もし、ご
自信で仕事の項目が 8 割程度なら、200Hr×0.8 のようにして合計値と、記入し
た時間の合計を比較して下さい。ここで、集計時間がこの時間と全く合わない、
逆に、余りにも大きすぎると言った場合には、時間感覚がなく仕事をしている
ことになるので、ご注意！です」と言い、10 分程度で次へ進む。
【手順３】仕事の意義（価値）評価
「今度は、各業務が何のため行っているかを評価して記入して下さい。Q:品
質です。新製品の検討や品質改善～クレーム処理、標準化の検討～教育まで幅
広くあります。C:コスト低減や費用対効果で改善案を検討するなどの内容です。
D 納期ですが、T：時間、すなわち生産性向上に関する各種対策をここへ含めて
下さい。次の S:安全対策や点検には E:エコ・地球環境対策の全てを含めます。
最後の M:モラルは志気高揚の対策です。自己啓発、コーチングやカウンセリン
グ、目標管理への相談や支援、更には提案活性化対策などですが、やる気とい
う気合い的なものは経営成果が判り難いので加えないで下さい。この記号はひ
とつの項目に 2 個、3 個記入しても結構です。時間は 5 分程度です。
【手順４】ウエイトづけ
「仕事には価値があります。これを自分の立場、会社の立場に分けて記載して
も結構、また、総合化して点数をつけても OK！いずれか一方の考えで入れる。
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それは自由ですが次のようにして下さい。
５：極めて重要。 ４：かなり重要。 ３：まあ重要。 ２：余り重要ではな
い。１：全く重要でない。なお、点数をつけながら、次の質問をお願いしなが
ら手順５と共に進めて下さい。
表 8-5 ２０項目テストに用いる時間分析検討表
項

目

時

間 Ｑ Ｃ Ｄ Ｓ 重 要 改善内容（案）
Ｍ
度
(Hr)

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合

計

【手順５】30%程度の改善要素の見積もり（改善発掘）
「仕事のウエイトづけと共に①重要な仕事でも、やり方を工夫して改善でき
ないか？②ある会議、例えば、設備故障ですが、この問題は、故障の前に製品
の不具合が発生するので品質問題含まれます。また、故障があれば、その対策
をしますが、これは通常作業ではないのでケガ発生の危険がはらむので安全対
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策を検討する内容となります。こうなると、この 3 つの会議を行ってきた場合、
故障の原因除去に集中して対策すれば一石三鳥の対策になるので統合化する策
が考えられます。③更に、日報や伝票をまとめて現場管理資料をつくる作業は
IT 化に置き換え、むしろ改善業務を増やそうとか、④部下に権限を分散して渡
し、部下育成と共に人材育成すれば、この時間は減ります。また、⑤現場応援
が多い場合、各種改善を投入したり、見える化と共に部下間で作業編成を自主
的に行ってもらい、管理者が応援する仕事を吸収してもらう工夫や習慣づけを
することも一案です。更に、製造現場で発生する各種リスク改善や関係者のス
キルアップ、また、多能化を進めて余力づくりをボトムアップで行うなど、
・・・・
といったアイデアを表中に記載しながら、何とか 30%程度の余力創出をお願い
します」と話して 15 分程度で、この表を完成願いつつ行う分析が、20 項目テ
ストである。以上、20 項目テストの進め方は上記の通りだが、その手順を簡単
にまとめると、下に示す項目となる。

２０項目テストの手順
手順１ ： １月の仕事を思い出し（例：先月）実施内容を
丁度２０項目にして下さい。
手順２ ： １月の仕事の時間を設定し、２０項目に割り振って
下さい。
手順３ ： Ｑ（品質）、Ｃ（コスト）、Ｄ／Ｔ（納期・時間）、
Ｓ・Ｅ（安全・環境）、Ｍ（志気）に分け、経営効果
を判定して下さい。項目は数個入れても良い。
手順４ ：重要度を記載して下さい。
５：極めて重要、４：かなり重要、３：まあ需要、
２：余り重要でない。 １：全く重要でない（ムダ）
手順５ ： 総合的に見て３０％低減案を作成して下さい。

この分析はあくまで大局的に時間管理と仕事の実態、改善の見方をつかむた
めのものである。その理由は、この手法による分析は余りにも誤差が多く、仕
事や管理業務の実態が判らない場合が多いからである。従って、この演習の後、
正確に仕事の実情把握～改善を進めるためには、再度、表 8-1 の適用をお願い
したい。だが、この種の簡単な分析でも、大つかみに現場管理者の仕事の見直
しに役立ち、いくつかの改善点が見出されるケースがある。そこで、今まで、1
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時間程度を使い、研修の場でこの手法を使った分析を実施願ってきたわけだが、
時間に対する意識高揚や、改善を個人的に考えて行く導入には、極めて効果的
な演習なので、読者の中で、現場管理者の方々を指導される方には是非お試し
願いたく、ここに運用の詳細を紹介した。なお、このテストのテストの後、先
に解説した表 8-1 並びに 8-3 を用いた個人別時間分析を行い、第一線監督者の
方々の業務効率化を願うわけだが、ここまで述べた通りに進める効果は極めて
大きい。ちなみに、下に示した内容は、この時間分析を通して得た内容だが、
管理という仕事は目にとらえ難い。そこで、上部管理者が、第一線監督者の方
に日々、部下育成、故障低減のための調査、新製品受け入れ検討、といったよ
うに、具体的項目と目標を指示し、管理日報の形で報告～相談するということ
を、ある、新しく建造した企業で、全くの新任管理者を対象に 2 ヶ月行ったこ
とがあったが、下に示す内容と共に、歴史ある工場で 10 年以上も現場管理を行
ってきた優良現場者と比較して遜色ないレベルになっていることがわかった。
このため、現在、現場管理者育成にこの方法を使っているが、毎回、極めて短
時間で現場管理レベルが向上している。

時間管理の効用
米国で現場管理者に時間分析を適用した時に得た効果
「管理」という仕事は目に見難い。そこで、目標管理を行い
日々、テーマを決めて現場で活動願った。
得た効果
１、事実で物事を語るため、抽象論がなくなった。
２、最初からアウトプットを考え、一番時間のかからない
方法を投入（インプットする）。
３、時間がかかるということは、技術レベルに問題があるか？
手順にムダがあると考え、仕事を評価～改善するため
実力向上が短期に図れた。
このため短時間で日本のベテラン管理者並みの現場管理が実現した。
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８－３

各種資料の見直しと、改善

（１）情報処理という管理の仕事の見直しについて
製造現場はモノづくりが仕事である。これに対して、管理という業務は、
図 8-11 に示した内容となる。
材料の吟味

テーマを
定める
集める

次の
テーマへ

加工された
情報

分類整理する
（とっておく）

捨てる

古くなる

情報を料理する

捨てる

使用期限切れ

探す
～使う

選ぶ・使う

役立てる
管理の仕事は
情報処理

捨てる

図8-11 情報の扱い（利用サイクル）
すなわち、情報を集め、加工～保管～伝達～活用して役立てるというサイク
ルをたどる内容だが、まず、情報を活用する基本は、先に『経営直結型 5S』の
進め方で紹介したように、整理：必要な時に必要な情報だけを使う対策と、整
頓：段取り上手は仕事上手、という内容で見直すことが基本となり、図 8-12 の
ような対処法を見て､現在ある情報の整理・整頓をお願いしたい。
このように働く環境整備が終了すると、今度手をつける対策は、5S で言う『清
掃・清潔』という目に見難い対象の改善となる。では、この種の改善の進め方
に対して、一例を示しながら、具体的な対処方法を紹介することにする。
図 8-13 はある協力会社に発注～納入業務の状況を示したものである。だが、
現在は、JIT(現場直納)＋バーコード＋納入製品の時代である。そうなると、こ
の情報処理プロセスは大幅に改善すべき内容を持っている。ここで、現状をど
のように目で見てわかる内容で示し、改善へ向けるべきか？となるが、先に示
した工程分析を活用して改善をいかに進めるべきかが課題となる。
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縦積みは横ファイルへ
落とし込み分類

ファイルは色別分類
緊急度は色で指示

共同保管はファイルへ，入れ
所在を明確に
超整理法の要点
① 横線を入れて有り無しを
明確にする。
② 見出しをつける
③ 個人使用の多いものは個人
の近くへ移動
④ 貸し出しは図書貸し出し
式を利用する（利用者
場所、返却期限、連絡先）
⑤ 利用頻度の多いものから
とりやすく、移動距離が少ない
場所に置く。
キャビネット保管はｱｲｳｴｵ
ＡＢＣなど検索容易に見出し ⑥ 利用頻度の少ないものは
しるしをつけて、遠くへ、
をつけて
やがて、箱づめして別の保管
場所へ（廃却を考えて）
⑦ 一斉整理の日を定めて、
整理は合意を得て断行する。
⑧ 転勤や所属変更者の書類や
文献は利用を評価して⑥の
扱いへ

図8-12 資料の保管管理の方法（検索中心の超整理術）

【工程分析と改善の見方】

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

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

まとめ

台帳

記入欄

この内容を情報工程分析図にし、
改善案を考えて下さい。

図8-13

協力会社への部品発注～納入過程（改善前）

では、情報工程分析を用い、JIT 納入＋バーコード処理＋目で見る員数容器の
利用と共に改善した結果を図 8-14 の左側に示すことにする。その前に、図の現
状分析結果を紹介させていただくが。伝票を絵で示し、各種資料の扱いを情報
処理ということで工程分析を適用すると、現状分析は左側になる、個々の処理
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が、何のために必要か？がわかる。同時に、図に示した ECRS を用いた改善検
討を加えて行くわかだが、疑問点と改善の要点は次のようになる。
① 協力会社に出す発注伝票はコンピューターから出した伝票である。人が
生産個数をチェックする仕事はともかく、なぜ、計算が必要になるので
あろうか？伝票提出の際に計算値を出しておけばチェックだけで済むは
ずである。
② 生産数は通い箱形式で、例えば、縦 4 列×横 5 行の枠を設けた箱を用意
すれば、数の間違えは無い。また、チェックは楽になる。現在は JIT 納
入が一般的である。数が足りない、不良品があるという事態が発生する
と契約違反、ラインストップとなるので、また、あっても、この処理ル
ート以外に必要な異常処理ルートの対象になる。従って、この通常処理
で行われる対象とは別に扱うべきとなる。
③ 一般的に、協力会社と納入先においては、期限どおり、納入された部材
はコンピューター上で、通信システムを使い出荷～納入がバーコード情
報と共に一元管理されるはずである。納入期限通りに納入されたものは、
生産計画達成実績＝費用支払いシステムで管理される。従って、支払い
期限がくれば銀行自動引き落とし処理がなされるので、請求書を別途作
成する必要も無い。
以上、要点を記載したが、このような内容の結果、この情報処理ルートは
改善され、改善結果という形で図の右側の内容になる。

納入伝票

伝票A

内容記入

改善例

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行～指示
台帳＝ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌｧｲﾙ

次の担当者へ送る

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

改善はＥ，Ｃ，Ｒ，Ｓで対策

◇

計算
担当者捺印

改善

台帳

伝票

＋

転記
課長捺印

台帳捺印
～保管

伝票Ａ保管

台帳/伝票保管

伝票Ｂ

この例は各種の組織にまたがる業務
だった。伝票はｺﾝﾋﾟｭｰﾀ発行だったわけ
請求書保管 だが、改善の結果、ご覧のように、JIT納
入時、バーコード処理で台帳に引き当て、
改善前・現状分析
支払いは20日に自動支払い方式にした
結果、簡単な処理となった。

請求書と台帳
の照合～支払
台帳保管

請求書

図8-14 情報レイアウトの改善例
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（２）情報伝達のための図化
情報を簡単に伝えるため、現在は多くの図化法が活用されるが、代表的な図
化法を表 8-5 に例示したので、参考に願いたい。情報伝達の要点は、短時間で
何が書かれた資料かを感知してもらう点にある。このような目的で情報を示す
には図が有効だが、大脳生理学的には右脳の処理が、この図をイメージとして
とらえる機能を持っていることが紹介されており、文章などで論理を判断しな
がら情報をつかむスピードに対して数十倍とされている。また、注意すべき事
項を赤色＋大文字で示す例は一般的だが、この種の表現を効果的に使うことは
多忙な製造現場では重要な対策のひとつとなる。

表8-5 図解法の種類と構成の例
① 相互図解

因果関係や仕事の流れなどを図化する。
例：相関図、フローチャート、構成図（機構やメカニズム）
イメージの関連図など

② 日程図・プロセス図

手順や実施事項を表にして示し、仕事達成の流れや日程管理を示す
例：ガントチャート、プロセスタイムテーブル、人：機械分析、シーケンス
制御、PERT（日程管理表）など

③機能展開図

情報や組織など構成を階層で表現する
例：ロジックストーリー、VEの機能展開図、企業の組織構成図、課題の

目標

整理、原価構成表など

④ マトリックス

縦軸と横軸で問題×対策のような構成を作成した格子を利用して情報を
分類整理する
例：マーケティングで使用するPPM、ジョハリのまど、問題×対策案整理

⑤ 表とグラフ

各種の表とグラフの表現すべてを対象とする
例：棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、・・・・各種の表

⑥ イラスト

驚き、悲しみ、仕事の手順や内容を図化してイメージを明確にしたもの
例：コマーシャルのイラスト、研修や会議風景、禁止事項や注意の喚起
など

では、図化法を利用する場合、情報を簡単にまとめる手法を図 8-15 に例示す
ることにする。情報伝達の基本は多くを詳しく伝えることではない。必要な場
所で必要な情報だけを伝えれば仕事は進むわけだから、重要な情報を選んで、
相手がその情報をどのようにとらえ、活用するかをイメージしてまとめること
が重要になる。このためには、まず、①思っていることや伝えたい情報をカー
ドにリストアップする。②緊急性、重要性、拡大性（放置すると、水面に投げ
た石で出来る輪が時間と共に広がるように、問題が拡大する例に似た、問題の
拡大する状況）の 3 種の評価で評価して、③重要な項目を表示し、その後、そ
の項目に関与する、また、関係者が活動する際に役立つ情報だけを追加して表
示する。④なお、この種の表示の中で手を打って行く内容は、第一線監督者の
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皆様が自分で担当して処理する内容と、部下や関係者へ依頼して行う内容に分
けて表示することが重要である。そうしないと、単に、情報が表示されている
だけであり、誰も行動を取らない恐れが生じるからである。当然、この種の行
動を取って行く内容は、⑤P-D-C の管理の輪として計画した内容をフォロオー
し、目標達成効果を上げる題材として行く手続きに入る。気休めや教養的、単
なる連絡といった対象は別にして、掲示して連絡～活動へ結びつけるための資
料は、すべてここに記載した表示を基本とすべきである。

分ける

カードにやるべき仕事を書き上げる
（To Do List をつくる）

Check

後でやるべき内容
今やるべき内容

次へ

集中＋ゆとりのバランスで
計画どおり進める

暇になったら手をつけたい内容

机上に並べて整理する。

Plan

① 緊急性？
② 重要性？
③ 拡大指向性
④ 容易性？
⑤ 効果？などウエイトづけ
しながら並べる。

Do

依頼可能なもの
と、自分自身で
行うべきものを
分ける。

【実施計画の策定】
日程表と共に、個々の
カードを割り付ける

図8-15 図化法を利用した、仕事のリストアップと順序づけ
【参考事項】製造現場に表示されたグラフの改良
先に解説したように、例えば生産目標の達成実績や不良統計のグラフを表示
した例を工場見学時に見かけるが、過去の推移グラフに対しては、目標達成に
対して、良好なものには、何が良かったか？を示す。逆に、目標達成に至って
いない対象には何が問題だったかを記載すべきだが、その種の内容が何もされ
ていない例を多く見かける。これでは、過去のグラフが表示されているだけで
あり、関係者に何を行うべきかが何も伝わらない。さらに、これから何をすべ
きかを記載して、新たな目標と達成内容を、過去の推移に続く内容として表示
すべきことは言うまでも無いことである。
「グラフが語る」という表現があるが、
製造現場でも、重点改善対象に対し、この種の配慮をした表示をお願いしたい。
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８－４

生産現場の変動（スクランブル）対策のシステム化

（１）生産管理に関する基本事項について
製造現場の改善や企画のため、調査研究～各種検討案の作成のため書類や打
ち合わせ、コミュニケーションなどが多少とも増大することはやむを得ない。
だが、予定しない生産変動やトラブル対応で現場が混乱する対策のため、現場
管理者が多くの時間を取られ、混乱と後追いの仕事で振り回される事態は、出
来るだけ避けたい。
「備えあれば憂い無し」この種の問題に対しては「緊急時用
対策を準備しておき、発動する」という対処が望ましく、ここでは、超・時間
活用術という形で、以下、
『スクランブル対策』と言われる緊急時の対策を整理
しておくことにする。
生産変動は受注量の変動、飛び込み品の発生や、製品切り替えに伴う混乱～
欠勤者の発生、機械トラブルや品質面のトラブルなど多くの要因が関与するが、
この状況は、事前に生産計画の中で把握しておくことが現場管理者に要求され
る。そこで、生産計画の策定法を簡単に解説することにする。図 8-16 は 1 ヶ月
の生産負荷／能力の算定法を示したものである。この種の内容は月計画、週計
画、日々の生産計画でも同じ算定となる。なお、計算自体、現在は IT を用いて
行うので、その対策がここでの要点となるが、現場管理者の方々は、その手続
きを知っておくべきである。
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５
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④
( 0 . 1 8 )
②

( 0 . 2 0 )
①

( 0 . 2 9 )
③
( 0 . 4 3 )
①

Ｃ

条件を確認

Ｂ

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

Ｄ

( 0 . 2 4 )
②

①
( 0 . 3 1 )
③
( 0 . 1 8 )

Ａ

３

Ｍ
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200

250

300

400
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360
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Ｄ×１台
能力

350

180

図8-16 生産計画策定手順
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過不足
余力
不足
余力
不足
余力
不足

手順は No1～5 で示す内容に従って計算する。No.1 は経路分析を用いて、各
工程を通る製品流れを○で示したものである。小さな（ ）に記載された数値
は標準時間であり、1 個の製品生産に要する時間を示している。次の No.2 は 1
月の能力算定を行った内容を示している。では、A,B,C 個々に製品を何個生産
するか？となるが、No.3 はその状況、また、製品 A を①番目の L 工程で生産す
るのに要する時間は 300×標準時間 0.31＝93 時間/月となるが、この種の内容は
負荷時間と呼び、300 個を L 工程で生産する際、現状どうしてもかかる時間を
示す。現在、L,M,N 工程で負荷がどうなっていて、No.2 で算定した能力で不足
は無いか？ということが、ここでの興味の対象なので、No.4 では各工程でかか
る負荷時間を出し、総計しているわけである。これで計算結果が得られるが、
負荷時間(斜線つき棒グラフ)と、能力(太い線)の関係を図化したものが No.5 で
ある。この図を見てわかることは、L 工程は 28 時間オーバーしていて残業が必
要、M 工程は 8 時間の余裕、N 工程は 5 時間の不足となってくることがわかる。
月の生産改革は図 8-14 のようになるが、問題は生産が開始着手となった時の
問題の対処である。計算通りに行いたいが多くの問題が発生する中で、品質・
納期を守り生産を遂行する管理や指揮・統制が必要になるわけだが、計画遂行
のため、図 8-17 のように問題の事前報告事前対策を前提とする。なお、このよ
うなルールを順守しても混乱に入る時にスクランブル対策（混乱吸収のための
緊急時対策）が必要になる。このような場合、現場管理者の方は、その対策に
多くの手を取られるため、ここに時間活用術という局面から対策が必要になる。

生産計画の明示

事前検討が基本

中央管理室

［死亡診断書禁止対策］

計画通りの生産！
工場の管理者

ルールが
着実に
守られて
いるか？
毎日チェック

工程・設備毎
生産計画書

事前検討段階では
遠慮禁止、全てを
発言（評定会議）

現場管理者

製造担当者

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

工程管理
担当者

問題が起きそうな
時に行き、検討～
対策

調整・検討

図8-17 本来行うべき、事前検討・生産計画遵守ルール
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（２） 生産品遅れの原因と対策について
納期厳守は生産管理の基本である。そこで、まじ、生産の遅れとなる要因を
表 8-6 の左側に示し、主な対策を右側に示した。

表8-6 遅れの原因になる事項と対策（例として）
管理項目

主要な要因の例

主要な対策

計画時

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

設計時

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

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

品質面の ①設計で指定した内容を製造に移した際、現
場の技術が追いつかず問題が多発した
トラブル
②試作では問題が出なかったが量産時に問
発生時
題が多発した
設備的な
問題

人的問題

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

①対象設備の機能が不十分だった
①②③の対策：量産試作ＤＲの実施
②使用変更に伴い、設備の仕様が追従できな ④ＴＰＭ対策による６つのムダ排除
くなった。
・不稼働時間低減 ・チョコ停対策
③新製品や特殊製品を生産する設備が限定
・立ち上げロス
・品質対策
され能力的にネックとなった
・スピードアップ対策
④生産が始まると設備の故障・品質トラブルで
・設備多能化と段取り時間シングル化
支障が出た
①欠勤者問題、②新人教育問題、③その他

①余力対策、②多能化対策、③標準化
～スピード教育・・ナレッジマネジメント

納期遅れを防ぐ最も有効な方法は、生産計画時に十分な事前検討を図ること
と、出来れば、特急品の発生や製造現場では突然と発生するトラブルがあるの
で、ゆとりを含んだ計画を立てることが基本となる。だが、これは、論理であ
り、筆者の現場体験では、計画通りにスムーズに行くケースは少ない。仕事量
は必ず、計画より多過ぎる、少なく過ぎるケースが発生した。従って、図 8-18
に示したように、シグナル管理で実情を関係者に早く知らせて手を打つこと、
事前に問題が発生する予測が出来るのなら、各種の受け入れ体制を関係者に準
備願う方式を運用する対策が実務的な対策方法だった。要は、嵐のように仕事
の波がきても、少なくとも、この状況を早く察知すれば、心の準備ができ、頑
張るときに頑張れる、という精神的効果や、情報一元化が関係者の団結につな
がるわけである。特に、この種の情報が流れていない場合、上司と部下の信頼
関係までもがギクシャクするケースが多々発生する。
生産量や仕事量がピークを迎えるときは、このような人海戦術的な手が中心
となるが、大切なことは、量や仕事量が手薄な時、次の波に備えた改善をどれ
ほど進めるか？ということが第一線監督者の仕事となる。このような時、掃除
に人を割くのではなく、ピーク時問題の清掃、すなわち、現場改善を進めるべ
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きである。

製作手配

① 計画に基づく生産の遵守
全体
計画 ：○○個 ○○時○分

活動

実績 ：○○個

±○個

個

々
へ

生産管理
システムの
監査～評価

③ 更なる飛躍へ

中期計画
見直し
～取り組み

発展

作業指示
作業分配

統制
サイクル

問題発生
（即時対応）
是正対策

・設計に基づく
所要量展開
・部材購入
・在庫管理

・いつ、どこで、
何を、いくつ、
どのようにして
誰が生産するか

②日々の
生産活動システム

作業統制：生産活動
・計画生産
時間的には？
・生産実績

図8-18 シグナル管理とその応用
このように、生産現場では、変動の対策に迅速な手を打つことが生産管理を
製造現場で実務的に進める現場管理者の重要な任務のひとつになるわけだが、
総じて、この種の内容は『スクランブル対策』と言われ、第一線監督者の皆様
には、多くの対策手段を駆使することが必要になる。では、具体的に、どのよ
うな対策手段があるか？を例示することにする。生産変動に対する対策内容の
主なものを、事前検討、問題発生時、事後対策にわけて示した内容が表 8-7 で
ある。また、対策のイメージを要点として図 8-18 に示すことにする。このよう
な整理を行うと、事後対策は謝罪と反省程度しかなく、いかに事前検討で変動
対応の手をうつべきかが重要になる。だが、そのような準備をしていても、実
際にことが起きた場合、緊急時用に準備した対策を駆使して臨機応変に問題を
切り抜けることが対策となる。なお、反省に至らないようにするためには、そ
の種の頑張り作業を夢中になってやりながら、次に同じ事態に遭遇した場合を
考えながら対処すべきである。このようにして発掘した内容を教訓、すなわち、
とっさの対応力として高めることは、ノウハウの蓄積と共に現場力向上に道を
開くきっかけになるケースが多い。
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表8-7 スクランブル対策のための対策例
事前検討面？
① 計画サイクルを

緊急対策面？
① 顧客在庫調査

１日→半日→２Ｈｒ

② スクランブル対策準備
・
・
・
・
・

残業体制
多能化対応
応援体制
製品緊急移管
その他

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

り・スケジューリング
新幹線作戦
予め在庫を持つ
対策のマニュアル化
定年退職者の援助
余力管理
事前に顧客の状況を
把握しておく、
⑩ 先行生産、・・・他

使用状況を見ながら納入量
を調整

② スクランブル対策発動
・
・
・
・
・
・

残業体制
多能化対応
応援体制
製品緊急移管
設備改造
その他

③ 他社へＯＥＭ依頼
・ 鉄鋼メーカ－
・ 海外生産企業連携

事後対策面
① お詫びと基本的事項
の改善（生産管理
システムの抜本的
改善・含む生産シス
テムの改善）
② 生産分担見直し
③ 管理者と責務分担
の変更（組織変更）
制度の変更など
④ 生産中止・撤退
⑤ その他

④ 注文のお断りとお詫び
⑤ その他

この対策は経験の蓄積と活用が大切です。３点に分け、有効な方法を日頃から蓄積下さい。

備えあれば
憂い無し！
対策

恒久的な対策の例
① 設備投資

④ 連続的小改善

・ 自動化
・ ネック工程対策
・ 設備のスピードアップ

［0.1%/日］×［２５日/月］
×［１２ヶ月］＝３０％/年
３年で２倍の生産性
（１．３）３ > ２

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

⑤ 機動班・多能化教育

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

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

図8-19 主要な余力管理対策の例
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８－５

会議・研修・打ち合わせ効率化対策

製造現場を管理する管理者は多くの方々とのコミュニケーションが必要であ
り、このために会議や打ち合わせが多い状況である。だが、本当に必要なもの
は除き、現場管理者の方々は、部下育成や新製品立ち上げの事前検討、設備や
品質、職場の安全性やモラール向上など、本来業務であるモノづくりへの直接
的な関与の多く時間を割くべきことは、ここまで解説してきた時間活用術上、
重要な対処となる。筆者はこのような観点から、過去、製造現場の一管理者だ
った頃、
「会議や打ち合わせを何のために行うのだろうか？その機能は？」とい
う観点で整理すると、その種類は意外に少なく、表 8-8 に示す内容にまとめら
れることを体験してきた。

表8-8 会議効率化のための６つの区分
No.

区分の観点

１ トラブルの原因究明

が必要である
２ 要求、話す意味が抽

象的、具体化を要す
３ 問題がごちゃごちゃし

て整理が必要

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

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

５ 事を進める上で心配

事を明示~対策する
６ 良い案をつかみたい
－

コメント

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

また、この 6 種の区分で、会議や打ち合わせの目的別手順を整理するとワン
ペーパーで、アウトプットを予測しながら関係者の意見を集める方式を採用す
ることが最も効率良い会議・打ち合わせ方式となることを企業経験で学んだ。
なお、このアイデアは NASA でアポロ計画時に混乱するペンタゴンにいる有識
者の意志決定の効率化を研究した KT 法を基としたものである（KT 法には、表
中の No.1,3,4,5 だが、4 つの意志決定があった、本表はその内容を運用上改良
した手順を示したものである）。実際に用いる表は No.3 の場合は表 8-9、No.4
の場合は表 8-10 のようになるが、この種の表は表 8-8 を問題解決手順に従って
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表にして、最初から会議や打ち合わせの結論を皆の知恵を集めながら記入する
方式となっていることに、読者の皆様は気づかれるはずである。

表8-9

混乱する問題の整理法（状況分析）
の記載への要領

テーマ：顧客と企業トップの立場で○○問題を整理・ウエイトづけし、○○を○までに達成する
重要度評価
判
Ｓ
Ｕ
Ｇ 定
重要性 緊急性 拡大
指向性

担当・期限

対策手段
の割り付け

着順

寄与率

重要関心事
左記の
（重要テーマ
解説と事例紹介
重要問題など）

◎

開発テーマと
課題の列挙

表8-10

◎：極めて重要、○：重要、△：まあ重要、×：重要性は低い

得点比較法を用いたレイアウトの評価法の例

レイアウト案

A案

C案

B案

評価区分と項目
A
項
目
Ｂ
項
目

Ｃ
項
目

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
○A
◎A

180M￥
26％
10日以内

○A 220M￥
◎A 30％
△A 12日

△A 210M￥
○A 27％
◎A 9日

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
△B
○B
◎B
○B
○B

生産性重視
余地少ない
4名
外側より可能
比較的少ない
Ａ設備工夫要

◎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
○B
◎B
○B
△B
◎B

1.職場管理性
2.目で見る管理と
連絡応援性
３ ・・・・

○C 2区分
△C 多能工化必要
・・・・
・・・・

△C 3区分になる
○C 同種のものまとめる
・・・・・・
・・・・・

○C 2区分
◎C 3名やり易い
・・・・・・
・・・・

最終・抽出検討

Ａ：5点◎、Ｂ：7点
Ｃ：1点
安価で変更日も安い
将来性少ない

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：3点◎、Ｂ：8点
Ｃ：3点
ＪＩＴ性一番良い

ＪＩＴ性高い
この製品のみ拡張可
3.5名
一部問題ありｸﾚｰﾝ要
設備×変更要
Ｑ暗に同じ

【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
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第一線監督者の皆様の仕事を分析すると、会議や打ち合わせがかなり多いこ
とがある。この種の内容は、先の情報の科学に照らすと、そこにアウトプット
が期待され、評価と共に効率化が必要でになる。そこで、そのために参考とし
ていただきたい区分を下記に記載するので参考に願いたい。
【アウトプットを期待した研修やミ－テングの形態】
① 企業の活動の趣旨を伝えるため一堂に会して指示伝達を行うもの
方針の伝授、新入社員に対する教育（しかし、資料配付、見える化対策や
メールなどで済ませるものは一堂に会する価値は不要な例が多い）
② 仕事の指示目的を短時間で行うもの
例えば品質上の新しいやり方を伝授する、新生産管理システム導入時の教
育など合意を得たり、疑問点を質疑する対象
③ 技術習得やレベルアップが目的で仕事上必要な要件を伝達する目的
資格取得のための訓練教育を含む。
④ 初心者や未熟練者に対してマンツ－マンまたは集合教育で教え、実行して
もらいつつ段階的にレベルの高い内容に高める訓練を目的とする教育。
⑤ 改善テ－マが決まっていて、その問題解決に必要最小限の事項を教える
⑥ テスト形式で習得内容を実施していただき不足部分を教え、徹底を図る
⑦ 問題解決のため知恵を集める会議や打ち合わせ（但し、御前会議や報告な
どの目的のものではなく、現場で現物を基に行う対策を主体にしたもの）
【経営上のアウトプットは期待が少ないもの】
① 時間を決めて行う、定例的、単なる連絡、報告会議
② 発表会のための打合せ、練習やＯＨＰなどの資料づくり
③ 統計解析データを反省し、ブレーンストーミングで実態から遠いい対策
案を多数創出するだけの会議やミーティング
④ 一般的な教養と精神訓話・教育の内容を持つ集つまり
⑤ 会議主催者や講演の講師は教えた気持ちになっているが、現場の実態と
かけ離れ、実施も困難な内容を伝えるおつきあい的な会合や研修会
⑥ 単なる集まり、意見交換もなくリ－ダ－が頑張り、仲良しグル－プ運営
を目的に努力する。または、雑談程度の会話で討論が進むミ－テング
⑦ 研修を受ける順番が決まっていて、効果が期待出来ないがお付き合いで
出席させる例
⑧ 出席する本人自体、目的やテ－マが無いまま命令や代理で出る研修など
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【まとめとして】間接業務レベル向上のための自己診断①
項

目

チェック欄

１、提出書類などの作成に過去、類似の様式を利用していますか
書

２、各種課題の対応にはメモを持ち、情報収集をしていますか

類

３、手書きや口頭で済むものは書類作成の省略をしていますか

作

４、決まった業務は様式設定で、時間短縮を図っていますか

成

５、電話連絡には５W1H メモを使っていますか
６、参考程度や教養番組的対象に書類の作成を省略していますか
７、回覧や捺印は責任者だけに限り早い回覧を図っていますか
８、簡単な電話連絡程度の対象はメモ程度の記録にしていますか
９、保管書類のパンチ穴は発行者が空けていますか
１０、

書類の配布先に社内の略称を利用していますか

１１、

書類の保管期限を決めて定期的な整理をしていますか

１２、

書類の記載内容の簡略化～見直しは済ませていますか

１３、

誤字、脱字、書類の再作成の減を図っていますか

１４、

書類のワンペーパー化を心がけていますか

会

１、会議は 5 分前に着席し、事前準備を済ませてきましたか

議

２、会議の議事は目で見た会議で会議時に作成を済ませますか

・

３、会議や打ち合わせ後（同時）に資料配布をしていますか

打

４、会議や打ち合わせは目的と時間割を決めて遂行していますか

ち

５、会議や打ち合わせにムダな関係者の出席制限をしていますか

合

６、会議は目的別にわけた討論内容で結論をだしていますか

わ

７、会議や打ち合わせは 1 時間以内と定めていますか

せ

８、簡単な打ち合わせなどは休憩や昼食時に済ませていますか
１、PC、コピー、メールなどを効果的に使えますか

事

２、機器のトラブルで簡単なものは自分で対処可能ですか

務

３、文房具や事務機材はムダなく使用していますか

機

４、ペンや電卓、メモや手帳は常に身につけていますか

器

５、机上は常に整理・整頓されていますか

の

６、書類の保管、検索が短時間でできる環境を整備していますか

利

７、書類の受け付け～終了が目で見てわかる方式を実施中ですか

用

８、机を離れた場合、関係者が連絡や指示がわかる方式ですか
９、離籍時に居場所がすぐわかる方式を活用していますか
１０、

個人の書類や情報と会社関係の区分は明確ですか

１１、

書類や機材などの置き場管理は的確ですか

１２、

電話授受時にメモが確実に取れる状況は完全ですか
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【まとめとして】間接業務レベル向上のための自己診断②
項

目

チェック欄

１、出社前に今日の仕事の項目チェックを行い、予定を立ててい
仕

ますか

事

２、1 日の仕事のアウトプットを事前設定していますか

の

３、仕事の項目と時間バランスを計画し、P-D-C システムで活動

進

をフォローしていますか

め

４、仕事には 5 段階評価でウエイトづけをしていますか

方

５、出勤率向上、多能化、部下育成、トラブル対策などに対する
改善は進んでいますか？
６、部下や依頼すればできる仕事を自分でかかえていませんか
７、仕事の終了時に明日の仕事や要件のメモは済ませていますか
８、重要な仕事、約束や日程の確認は再確認していますか
９、報告書などの作成には、メモを利用した手順作成手法の適用
をしていますか
１０、

わからないことは、その道の専門家の援助を受け、効率

よい問題解決を図っていますか
１１、

目標管理と部下とのコミュニケーションの時間を先に準

備して仕事を計画的に進めていますか（部下育成を含む）
１２、

トラブルなどは原因除去、再発防止になる対応を進めて

ますか（一時しのぎや応急処置の繰り返し防止対策）
１３、

不良や故障、安全対応には兆しの段階で対処してますか

１４、

他部門から応援などの要請があった時の対応の対応は

１５、

人に頼んだ仕事は確実にフォローしていますか

１６、

長期の離籍時にも仕事に支障が出ない人的対応が可能か

１７、

多能化や改善など期間を要する改善の進捗は確実ですか

１８、
そ

１、自己研鑚の課題や職場改善の計画策定時間を確保は十分か

の

２、他社、他職場で同じような仕事をする方に比較して自分の現

他

場管理レベルはどの程度ですか（改善内容は何ですか）
３、趣味、家族サービスなどの時間確保のゆとりはありますか
４、趣味を持って有意義なリフレッシュをしていますか
５、定年後の人生設計を行い、進めていますか
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第9章

不良・故障・ケガ・ゼロ対策の進め方

９－１

ハインリッヒの原理とリスク対策の重要性

（１）事例に学ぶリスク対策の必要性について
『他山の石』という言がある。この内容は「自分とは全く関係ない業種や企
業で起きた事件でも、何か似たような内容がそこに含まれていないか？」と考
えて、仕事の仕方を見直し、同種の問題の発生を防ぐという内容を意味する。
要はリスク対策の考え方を適用して問題の未然防止を示唆する考え方である。
製造現場で部下をあずかる皆様は、ここで、図 9-1 に示したハインリッヒの法
則を用いた対策が必要となる。ハインリッヒの法則は「1 件の事故・不良～故障
という問題は、発生の下に 30 件のヒヤット（ニヤーミス）があり、それが顕在
化した状態である」という法則である。この法則は米国保険会社の技士の名が
各種の事故調査で得た結果を紹介後、ハインリッヒ氏の名がつけられた由来を
持つが、今やリスク管理に重要な法則となっている。

ハインリッヒの法則を示すイメージ
「1件の事故や事件発生の下には３０件のヒヤットや
ニヤーミスが存在する！」
不安・ヒヤットの低減が
不良・故障・ケガ～環境
不良・クレーム
問題発生防止（ゼロ）の
要点となる。
基準
ヒヤット
崩落
不安

問題ゼロ
の状態

図9-1 問題発生原理と対策、その要点
『他山の石』の例として、ひとつの時間を例示することにする。2006 年 7 月
31 日午後 1:30 頃、小学校 2 年の女子７歳が埼玉県ふじみ野市・大井プール、流
れるプールの吸い込み口に吸い込まれ死亡した事故である。この事件は皆様の
記憶に新しいと考えるが、今思い出しても、何とも言い難い怒りと悲しみがこ
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み上げてくる事件だった。なお、ここでは、この種の問題の再発防止を願って、
図 9-2 に、この事件の要点と、ここに至る経過を整理することにする。
2006年7月31日午後１時５０分ごろ、埼玉県ふじみ野市大井武蔵野、
市営ふじみ野市大井プールで「女の子が吸水口に吸い込まれ」死亡。
排水口の柵が針金で止めてあった。柵が外れていた連絡を水泳中の子供
が監視員に報せた直後の事故だった。

学校や市民プールは文科省
都市公園のプールは国交省
が大まかな規準を出す程度
文部省の主な通知と

今まで発生した過去の事故

85年8月28日水泳プール対象に
「排水口に金網、徹柵などを設け、
容易に取り外せない構造に」と通知

・93年7月31日千葉県小学６年女児
浄化装置吹き出し口に吸い込まれ
・94年8月5日鹿児島県金峰町小学
5年男児が排水溝に吸い込まれ

95年5月26日通知文に排水口の柵を
「ボルトで固定化」と追加

・95年8月1日宮城県丸森町で小学6
年男児が排水口に吸い込まれ
・同4日 静岡県西伊豆で小学５年
男児が排水口に吸い込まれ

95年度末、国公私立の養護学校など
3万2千校を調査。3校には柵が固定
されていない、または、未設置だった
96年5月20日学校プールを対象に吸い
込み金具をつける二重の事故防止策
を初めて通知
97年2~3月 再調査で柵に問題のある
学校は１／１２だった。
00年5月29日 96年の通知に関して
学校以外のプールに２重柵を要請
03~04年 日本体育施設協会が国公立校
3万8千校を調査、柵未固定は589校、吸い
込み防止金具未設置223校だった

ずさんな管理の背景
① 規則違反のまま管理会社に
管理を丸投げ、
② アルバイト雇用、仕事は
・プールサイドの飲食や飛び込み
の注意と、ロッカーの掃除
・安全教育は大きな疑問？
【同種問題】
調査結果
2,339箇所
（全国）

事故は40年の間に
５５件も発生！

2006年8月10日
・99年7月山形県藤島町で小学６年 朝日新聞記事
女児が排水口に吸い込まれ
・同8月18日栃木県葛生町で高校
１年男子が排水口に吸い込まれ

04年7月29日新潟県横越町
の町民プールで小学６年生
男児が｣排水口に吸い込まれ

死体発見
場所
金柵が外れ
ていた箇所

60cm

1m
120cm
プールの
水流

吸い込みパイプ
と水流

図9-2 プール吸水口、吸い込まれ死亡事故に至る経緯
①

②

③

④

⑤

事故はプール側面にある吸水口で起こった。通常、そこには、事故防止
のための鉄柵が蓋として 2 個ついているが、その片方（60cm×60cm）
が、当時、プールの底に落ちていたのを子供が発見（事故発生前）、即座
にそれを持って監視員に伝えていた。
流れるプールは柵の内側にある直径 60cm の穴より気流ポンプで吸い込
み、排水しながら流れるプールを形成しているが、少女はここに吸い込
まれた。死因は脳幹損傷で勢いよく吸い込まれた際に頭に強い衝撃を受
け、即死の状態だったと判断された。
吸い込まれ防止の鉄柵は図のように、本来はボルト止めのものが針金で
止めたという簡単な固定法だった。しかも、この行為は６~７年前から常
道化していた。
監視員は蓋がとれたことに対し、対処法の指示を受けていないため、①
の連絡を受けたとき、監視員は何の蓋かが判らず、混乱・対処中に事故
が起きた。しかも、この種の管理の重要性はマニュアルになく、教育も
なされてこなかった。
以上の管理は、違反行為だが、市から管理を任されていた T 管財は、T 管財
の知り合いである下請け会社 K プランニングに業務を丸投げしていた。市も具
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体的チェックを行ってこなかった。

文部科学省などの通達と指示はなされているが、具体的に P-D-C 管理が
実施されてなかった。なお、関係者によると、
「通達など国から山のよう
に来る。対応不可、麻痺状態になっている」と、いい訳がなされた。
この事件は、以上の 6 点が要点だったが、もし、
『他山の石』という考えでこ
の内容をマネジメントのトップが見た場合、自社にどのような類似の要因が存
在するか？を、まず、経営トップ自ら、一度は、抜き打ち方式で、次の 3 つの
局面から、実態調査をお願いしたいわけだが、答えは次のようになると考える。
①下請けや協力会社にお願いした仕事も、重要なものは現地で、一度は、ト
ップご自身でレビューする必要がある。②宣言、通達や教育などで重大問題と
対策を伝えても、実際の行動がなければ問題の防止にはならないのでフォロー
が必要である。さらに、③書類の整備、体制や規程の整備はリスク対策の一つ
の手段であって、P-D-C の活動がなければ、P(計画)倒れになるので、重要項目
は自らチェックが必要である、となる。管理者がやるべきことをやらないで罪
として裁かれることを『不作為』というが、この事件は管理者が丸投げしたこ
とで関係者が罪となった事件だが、この種の内容は管理すべきことを『丸投げ』
という形で手抜きした極端な例である。だが、部下に仕事を丸投げしても最終
責任は自分にかかることを知って行動することを示唆した内容である。なお、
リスクは顕在化して始めて問題が顕在化するが、リスク対策と問題発覚による
影響は図 9-3 のようになる。
⑥

リスク発生時の対策

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

リスクの転嫁：自社がかかえているリスクを
第三者に転嫁する手法

リスクの軽減：損害の発生頻度を低くしたり、

【問題現出の例】
不良・クレーム
設備故障
事故（ケガ）
環境問題・・・

損害額を小さくするための対策

超える例

ボーダーライン
【リスクの評価方法】

30件の１件が
顕在化する

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

ヒヤット

安全

リスクの回避：リスクの排除、
損害発生の可能性を皆無にする対策

図9-3 ハインリッヒの法則を用いたリスクのとらえ方
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（２）悪魔のサイクルに陥らないために
不良や納期遅れ、設備の突発事故やケガの発生が現場に起きると、その事後処
理に追われ、品質、設備改善～部下育成など前向きの仕事が出来なくなる事態
が発生する。この状況を『悪魔のサイクル』と言うが、製造現場において、こ
の種のムダは極小化すべきである。そこで、『悪魔のサイクル』のイメージを、
再度、図 9-４の右側に示したが、ここで重要なことは、特に新製品の早期立ち
上げに関与する不良や手直しの撲滅に当たっては、デザイン・インと呼ばれる、
新製品開発段階から現場関係者が参画して、受け入れ準備と共に、不良が発生
しないよう設計面の改善内容を開発・設計部門に進言して行くなどの対策が必
要になる。一般に、不良やクレームの内容を分析した結果は、図 9-3 に示され
た例が示すように、85%が設計・開発段階に検討すべき内容であり、事前検討
に要する不良対策工数は 1/10～1/50 という報告を見ても、事前検討の重要性が
ご理解願えるのではないか？と考える。

望むアプローチ
望むアプローチ

問題を残す魔のサイクル
不十分な検討

過去の問題
成功事例

製品企画
基本設計構想

構造図のDR
設 計

試作図面のDR

後手の対策
次なる、未検討

問題の先送り
潜む悪魔

試 作
設計変更
評価

生じる混乱

試作完了品のDR
量産準備
工程のDR
量産化

図9-4 事後処理が招く『悪魔のサイクル』の怖さ
では、図 9-6 にデザイン・インを実践し、不良対策に大きな成果を得た事例
を紹介することにする。手直し指数という内容は、この種コピーマシンは後工
程で不良内容が発見されると手直しするので、製品出荷時には不良ゼロだが、
明らかにムダということでとらえた指標である。図に示すように、現在生産し
ていた機器の不良は発生時点・物理現象対策で大幅削減できた。
「だが、この種
の対策の前に事前検討すべき」という思想で過去のトラブルと新機種段階に予
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想される問題をすべて挙げ、対策を進めた結果、最初から 5 件、さらに改善を
進め、1 ｹ月で 3 件、その 3 ヶ月後にはゼロ化した。この例を見ても、事前検討
の大切さがわかる。

本来の
活用
AV製品のクレーム分析結果
No. 品質・不良発生内容
１

設計事前検討モレ

２

QAテストモレ

３

設計責任

４
５
６

件数
８４

時間無制限で対処の場合
設計事前検討時の
検討のモレと認める内容

発生率％
９７．６８

２

２．３２

７３

８４．９０

生産技術責任

５

５．８１

QA（検査）責任

５

５．８１

生産部門責任

３

３．５０

なぜ？クレーム
を出したのか！

本来、事前検討で品質問題を
対策すべき事項だった内容が９８％

設計部門として
事前検討
すべき
内容を
抽出
設計責任
すると
８５％

図9-5 不良発生が関与する新製品開発段階の比率
発生する問題をTZD研究会による
発生時点対策で大幅低減した。
だが「モグラたたきでは？」と
いう疑問を持った。

７０
従来機種

手
直
指
数

９

１ヶ月

ちょうど、新機種の立ち上げがあった
ため、過去のトラブル、予想される問
題をすべてあげて事前検討した結果
最初から５件に押さえることができた。

新機種・ＤＲ対策
５
３
１ヶ月

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。
コピーマシンを製造する企業では、TZD研究会による手法を活用して、発生する不良対策に大幅な手直し指数の
低減を図った。だが、「このような取り組み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、新機種においては、大幅な指数低減した（更に、その後の努力で、ゼロ化とした）。

図9-6 F社における事前検討対策事例
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（３）第一線管理者が行う内部監査について
各種 ISO では、最適システムとして組織が実務的に決めた内容を効果的に運
用するため、内部監査とマネジメントレビューが重視されている。また、監査
とは、図 9-7 に示された内容の実施を意味する。だが、ここで、ISO9001 のよ
うな認証資格を持つ企業において、規定 8.2.1 顧客満足に示された「組織は、品
質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、顧客要求
事項を満足しているかどうかに関して顧客がどのように受けとめているかにつ
いての情報を監視すること、この情報の入手及び使用の方法を決めること」と
いう内容を製造現場で実務的にどのように生かしているかがテーマとなる。ISO
の審査に問題をかかえる企業では、①単に、ペーパードライバー的に身分証明
書的な扱いを経営トップが放置するケースや、②実務的にリスク分析を行い～
使用可能な環境準備をしていない例、また、③実務的にリスク防止を経営トッ
プが実施～フォローしていない例が多い。なお、この種の運用に対する指摘は
外部審査による審査の場では無い。特に ISO9001 の審査の場合、この種の行為
がコンサルテーション（ISO9001 では規程違反）になる。

現地で

インタビュー
Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗｓ

On-Site

文書化・記録

工場検査

Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ

Site Inspections

【監査の目的？ 】
① 客観的情報の提供
② 重大リスク～問題点の是正
③ 特定の心配事についての保証
④ 経営者の決意の提示
⑤ 関係者の教育及び動機付け
⑥ トータルコスト・収益面の改善
⑦ 危険管理面での改善

【監査計画の設定？】

報告

検証と問題識別

① 対象をどのように選ぶか？

Verification &
Issue Identification

② ニーズ：

（過去ﾄﾗ、他社事例、弱点など）
被監査関係者や監査認証機関の規定

③ 範囲と目的
④ 監査方針：

Reporting

勧告と具体的行動

・順法監査？・経営監査？・技術監査？

Recommendation & Actions

サンプリング？実証試験？映像など
物証？記録とインタビュー？

⑤ 監査の方法：

図9-7 監査の目的と手順
第一、外部審査員はその組織が規定した内容に対して、不適合があるか否か
を判別する仕事であり、試験官が生徒に模範解答を教えることは無いためであ
る。このように理解するとわかるが、製造現場で重要なことは、図 9-7 右側に
書かれた内容、特に、客観的（外部志向、顧客の立場）でモノづくりの内容を
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見直し、リスクを発生させない対策、すなわち、新製品開発段階や日々、製造
を行う中で、現地で①状況を正確に把握し(インタビュー)､②不良につながらな
い仕事を記録として残し、③現場管理者自身が確認し、自信を持って品質の維
持を図りつつ、品質向上へ向ける努力を図ることが要点となる。また、このよ
うに日常管理が図られていれば、審査機関という外部監査で、この種の行為を
証明する形で現場管理が進み、監査を利用した品質の維持向上へつながるはず
である。
ここで、ある企業で紹介した監査、特に内部監査の運用について紹介するこ
とにする。ある企業で不良ゼロ対策の講演会を依頼された時のこと、
「不良対策
は標準化が大切なのですね、不良を出してから対策するのでは、火事を出して
から火消しをするようなものであり、意味の無いことがわかりました。標準化
＝会社で最も良いと皆で定めた内容を守ることは、正に予防です！これを監査
することが ISO9001 の要点、という内容を始めて認識しました」というお話を
いただいた。また、
「内部監査は外部監査の露払い程度に考えていました」とい
うお話だった。なお、ここでの筆者の話の要点は下記のような内容だった。
○外部機関による監査：ISO9001:2000 の場合、国際規定を基に定めたことを守
っているか否かを判定し、不適合があれば指摘～判定する監査方式
◎内部監査：企業内の製造のプロが監査するのだから、投入工数や費用程度は
回収する目標を持ち、問題の原因を除去する改善指導を図る対策する方式
その後、ここでは、早速対策を進められ「1 回の監査で 3 百万円の原価低減額に
なりました！この際ですから不良ゼロの仕組みづくりに内部監査を利用しま
す」という話をいただいた。ISO9001 を例にとると、この例は、ISO は解釈に
より、扱いと成果が大きく左右される例というである。第一線監督者の責務の
ひとつに品質維持と部下指導があるが、モノづくりについて日頃から行う指導
や管理そのものが内部監査と見ることが重要である。
９―２ 標準化の順守と問題発生予防対策
（１）モノづくりに重要な標準化の位置づけについて
標準化は ISO9001 に代表されるように物づくりに大きく関与するテーマであ
り、不良発生を防止するという大きな意味を持つ。また、図 9-8 の左側に示し
たように、標準化は企業で各種改善を進めてきた結果、最良の仕事の内容とし
て得た技術知見である。一般に「経済的な内容を考慮し、安全、確実、楽で早
く仕事が進む方法」として定めたものであり、図の右側に示したように、仕事
に当たる実務者は、まず、順守を前提とする。ここで、もし、実施上で問題が
あれば、改訂という形で、より守りやすく実務的な内容に高めて行く対象とし
て位置づけるべき対象である。このため、多くの企業では標準書の見直しが“徹
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底”の名のもと行なわれてきた経緯があった。だが、読者の皆様の職場では、
そのような見直しを通して利用の結果、品質や売上高など、経営成果がどの程
度向上したのであろうか？問題は、多くの企業では標準化を定めても、図書館
の資料づくりではないが、ファイルに納め、作業を行う現場では使っていない
例や、ワンペーパーの標準書を壁や設備、天井などに掲げていても仕事中、視
野の外にある例がある。この種の運用ではは、せっかくの標準化対策を進めて
きた努力も、不良は減らず、
「ムダな資料づくりに留まるのでご注意！」となっ
てしまうわけである。

標準化の狙い＝安全・確実で楽で早い仕事の追及

ＱＣストーリー
問題発掘

守る活動

改定

標準
事実分析
創案・テスト
標準化・歯止め

新標準
の確立

やりにくい
守れ
ない！

改善

問題抽出
皆で見直し
改善追求

図9-8 標準化の設定過程と改訂（運用）
そこで、第一線監督者の皆様は、まず、標準化に記載された重要事項が、本
当にモノづくりに当たる実務者が個々の仕事の中で理解して活用しているか？
また、標準化の順守という形で、重要なチェックポイントを的確に確認してい
るか？を管理する必要が生じ、ここに、先に紹介した内部監査方式を適用する
ことは極めて重要、かつ、有効な実務面での現場管理の実践内容となる。監査
の進め方ついては既に図 9-7 で示したが、監査には､先に紹介したように、外部
監査と内部監査があり、内部監査は組織（企業内）で行われている各種活動の
把握と評価～改善に重要な意味を持つ。ISO9001:2000 に定められた内容は次の
通りだが、この種の規定は組織内における解釈と活用法により、その成果創出
は大きく異なる。
【8.2.2 内部監査】ISO9001:2000 の規定に定める要件
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組織は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明
確にするために、あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施すること。
a) 品質マネジメントシステムが、個別製品の実現の計画（7.1 参照)に適合して
いるか、この規格の要求事項に適合しているか、及び組織が決めた品質マ
ネジメントシステム要求事項に適合しているか。
b) 品質マネジメントシステムが効果的に実施され、維持されているか。
組織は、監査の対象となるプロセス及び領域の状態と重要性、並びにこれま
での監査結果を考慮して、監査プログラムを策定すること。監査の基準、範囲、
頻度及び方法を規定すること。監査員の選定及び監査の実施においては、監査
プロセスの客観性及び公平性を確保すること。監査員は自らの仕事は監査しな
いこと。
監査の計画及び実施、結果の報告、記録の維持（4.2.4 参照）に関する責任、
並びに要求事項を“文書化された手順”の中で規定すること。監査された領域
に責任をもつ管理者は、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。フォローアップには、とられた処
置の検証及び検証結果の報告を含めること（8.5.2 参照）。
内部監査の規定の運用評価
① 外部機関による監査は、認証組織が定めた ISO9001:2000 の規定の順守が確
実になされているか否か？を判別する。
② 内部監査による監査は ISO9001:2000 の規定とともに、製造技術が詳しい製
造のプロが品質保証システムの監査を行う、という内容であり、単なる指摘
や意見にとどまらず、問題の撲滅まで指導～フォローすべきである。要は、
投入したコストと工数を回収する意図で ISO9001:2000 の規定をフル活用す
べきである（これは、ISO9004:2000 規定 8.2.1.3 の解釈の仕方によるが、本
来、この規定の成立目的が品質保証を継続的改善で一流レベルへスパイラル
アップさせる内容を考慮すべきである）。
【参考内容】ISO9004:2000 規定 8.2.1.3 の解釈
「中略・・・内部監査において考慮すべき主題の例には次の事項を含む。
・プ
ロセスの効果的で効率的な実施、
・継続的改善の機会、
・プロセスの能力、
・統計
的手法の効果的で効率的な利用、・情報技術の利用、・品質コストデータの分析
、・資源の効果的で効率的な使用、・プロセス及び製品のパフォーマンスの結果
と期待、
・パフォーマンス測定の妥当性、
・改善の活動、
・利害者との関係 内部
監査の報告には、管理者が功を認める機会及び人々の意識を提供するために、時
には優秀なパフォーマンスの実例を含める」となっているが、この中のアンダ
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ーライン部分を集めると次のような解釈ができる。
① 率先垂範方式で優秀なパフォーマンス事例をお手本として示す。
② 品質コストデータの分析を配慮して、製造のプロが行う内部監査は、投入
工数と金額の数倍はプロジェクト活動として、外部監査の露払い的な監査
後、内部監査関係者はテーマを選び、成果をあげるまで解散させない運営
を図る。
③ 効率的で効果的な（継続的改善）実施を進めるには、その具体論が関係者
に確実に伝わる監査を改善の活動実施事例（お手本）として示し、被監査
部門が自主的に品質保証システムの維持・向上を進める起点とするような
活動を進める。
ここに示した解釈をすると、表９-1 の右側示したような運用を図る、という
解釈が成り立つ。このように内部監査をとらえ、効果をあげるためには、投入
工数程度は回収する目的で、不良ゼロ～品質向上実績をあげる運用を図ること
が得策となる。

表9-1 解釈により運用の差が出る内部監査の進め方
項目

審査登録機関による監査
ISO9001の規定への適合

社内・内部監査による監査
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）

目的

組織が決めた内容との不適合の
有無のﾁｪｯｸ

実施
内容

サンプリング方式により、書類、状 経営上,重要品質課題を設け対策案
況聴取、証拠となる記録等、３者 （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
の整合性のﾁｪｯｸ（監査活動）

ﾁｰﾑ
構成

ISO9000s審査資格を持つ専門家
によるメンバー構成

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

要求

ISO90001の適合性の判定

不良・クレーム減プロジェクト・ﾁｰﾑ

ｲﾒｰｼﾞ
審査機関内に問題有／無の発掘

←原因の摘発～
対策→成果創出
メンバーを代えても成果を出す取り組み

ISO9004:2000を用いた解釈の例として、内部監査を次のように運用する方法がある。
① まず、ISO9001:2000の監査を外部監査前に露払い的に行う。その後、② 3名で3日程度
具体的テーマを定め、品質改善につながる対策を発案する（製造技術の専門家として活動
する）。③ 例えば、不良ゼロ対策案を現場で試し、不良ゼロのお手本を示して適用、標準化
～横展開の技術波及を願うプロジェクト・チームとして活動する。

（２）製造現場で行う重要製品の標準化に対する実務的な監査について
標準化は会社の最も良い方式を定めたものであり、その徹底は会社の代表と
して不良を出さず、最も効率よく安全な仕事を進めるための道具として定めた
ものである。従って、標準化の順守をしないことは、国の法律を破る内容に匹
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敵する。一般に法律違反は犯罪として取り締まるが、標準化もこのような扱い
にすると権威が生じ、製造現場における位置づけや扱いが変わってくるはずで
ある。だが、このためには、企業における多くの対応や扱いを改善する必要が
ある。以上、このような考え方で標準化に対する意義を整理したことがあった
が、
「ここまで厳しい扱いに至らない環境でも、少なくとも標準化の扱いと位置
づけを図 9-9 のようすべき」という結論に達した。なお、この議論の中で、特
に、
「標準化とは何か？」ということを不良対策関係者が話したことがあったが、
その結論は、
『品質維持管理に関与する標準化＝問題の発生予防対策』という簡
単な内容だった。ここように、標準化とは品質管理上で、極めて極めて基本的、
かつ、重要な内容であり、その種の取り扱いを重要製品から徹底すべきであり、
ここに効果的な監査手法の適用が必要になる。

問題発生の予防、社内で一番良いやり方を示す内容として存在するものである。
問題発生の予防、社内で一番良いやり方を示す内容として存在するものである。

それなら！ チェックポイントは？
① 守ることにより、どのような不良・クレームやり難さが解消されるか？
・ 過去事例は？損金？写真や問題事例が現場、発生基で判るか？
・ 例 作業手順を守る。 バリをゼロ化流出・ゼロにする工夫は？
このやり方に対し、確実、楽で早く守れる方法が確立しているか？
② 標準通り行うことが有効かつ実務的か？
・ 確実性を得るため現場で実証実験する。 行って確証を得た人が記録とサイン！
③ 教育徹底を図ったか？ 誰が出来るか（人と資格の登録）
教育（意義・知識） → 改善を含め対策・改良 → 実施記録をしばらくとる→登録
④ 標準書の使い方？ 書類の作成 → JIT（必要な時、必要な場所で活用する。
・ 例 バリ取り 目で見る標準書で評価（検査）標準
程度と内容の評価 → 善し悪しを前工程にフィードバック
・手順？ ・理由？
改善内容と実施内容を後工程に報せる。
・禁止事項は？
会社としてバリなしと確実な検査体制をつくる
⑤ 標準書の見直しを改善提案ｼｽﾃﾑに組み入れていますか？
・改善、不良ゼロ化に努力した人に見返りや評価をすべき！

図9-9 標準化はなぜ必要か？
そうなると、標準化の徹底が重要になる。ところが、一部の企業では、書類
は整っているがものづくりの場では標準化とは別にことが進んでしまっている
例を多々見ることがある。だが、これは問題である。本来、標準化を現場で実
務的に活用するには、問題発生の兆しをつかんだら、直ちに発生元にその内容
をフィードバックして、①標準化の内容の妥当性を見直すか、②標準が正しい
のであれば、その適用方法や手順など、運用に問題があるはずである。そこで、
原因究明～原因の除去を図り、
「標準どおり行えば不良は出ない」という体制を
確立すべきである。このような対処を QTAT(Quick Turn Around Time)システ
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ムの運用というが、発生時点対策と共に問題となる原因の除去を進めれば、標
準化順守による不良ゼロ生産が具体化されることになるわけである。
だが、反面、
「標準化の中味を充分に知った方々が標準書を見ながら仕事をす
るか？」という局面を我々は注意して見直すべきである。飛行機のパイロット
や自動車を運転するベテランのドライバー達は､既にこの種の内容は身につけ、
頭の中に重要な要件とチェックポイントは頭に入っていて自由に使いこなす状
況になっている。また、そうでないと仕事に支障をきたすからである。そこで、
簡単だが重要、また、簡単にできる内部監査方式を紹介することにする。この
理由は、標準化の要点が正しく関係者の頭に入っているか？というチェックで
ある。では、図 9-10 にその監査方法を示すことにする。この方法は、まず、近
く品質問題になった重要製品、または、これから重点監視すべき重要製品の中
から 3 件の製品を選ぶ、次に、各製品を製造するプロセスの中から、品質管理
上、重要工程 3 つを選ぶ。この状況で次のように監査を開始する。
① 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) ）

標準化遵守状況3点チェック法
実際に物をつくる作業者２名

技術ｽﾀｯﾌ

現場管理者

項目１

項目x

項目Ａ

項目ア

項目２

項目y

項目Ｂ

項目イ

項目３

項目z

項目Ｃ

項目ウ

まず、その企業にとって、品質上の最重要製品３つ×３つの工程を選定する
手順１： 技術スタッフ（品質標準の設定者）に３項目、選定理由と、その重要性を聞く
手順２： 現場管理者に同じ内容を聞く（技術スタッフの助言、標準書は使用しない状況）
手順３： 現場で実作業を行う方2名をランダムに選定し、手順２と同じことを行う。

図9-10 標準の活用を簡単に監査する方法
では、監査に当たり、3 製品のひとつを選定し、その最重要工程ひとつに対し
て行う実際に行う質問を紹介することにする。
① 技術者に対する質問：一般に、最初に品質標準を検討、検証、作成した方
は技術者の場合が多い。そこで、(1)「重要 3 項目を教えて下さい」と言
い、メモをとる。同時に、標準書のどこに記載されているかを確かめる。
つぎに、(2)重要 3 項目の理由を聞く。最後に(3)重要 3 項目のウエイト（重
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要性）を聞く。重要性は 5 段階が望ましい。5：極めて重要、4：かなり重
要、3：まあ重要、2：余り重要でない。1：全く重要でない。この区分で
ウエイトを聞くが 3.5 程度以上の内容が重要監視項目となる。
② 現場管理者への質問：①と同じ質問を現場管理者に行う、ここでの注意点
は現場管理者の目前に先の技術者を立たせないことが重要である。「前に
教えたのに何だ！それでは現場関係者の指導が出来ないではないか！」と
言う発言と共に、時には、お説教や討論が始まってしまうからである。従
って、現場管理者の後ろに技術者はいてもらい発言は一切しない。監査す
る者と現場管理者の討論により、先の①の(1)～(3)の質問を行い記録する。
なお、この時、「標準書を取ってきます」と現場管理者が言うことがある
が、ここで行っている監査は最重要製品の最重要工程の品質管理ポイント
3 点である。この程度の内容が頭に入っていないで現場管理はできるはず
がない。従って、標準書は後で見てもらうことにしてこの質問を行い、メ
モを取る。
③ 現場関係者への質問：現場関係者（作業者）2 名程度をランダムに選ぶ。
作業者がものづくりの実務を担当しているわけであるから、もし、間違っ
た管理項目を重視していたり、理由が解らない、ウエイトが無茶苦茶とい
った状況で、良い製品ができるわけがない。そこで、ここでもまた、技術
者と職長は作業者の後ろにいてもらうことを行う。また、この方々には、
私が質問中は決して発言しない約束とする。当然、後で叱咤しない約束を
する。以上の準備で、作業者に①の(1)～(3)の質問をして、メモを取る。
なお、重要なことは、作業者一人づつ、別々に行う点にある。
以上、ここに示した現状把握が終了すると、他の工程 2 つ、更に他の製品 2
件×3 工程に対して同じ方法で状況把握をする。今まで多くの企業でこのような
監査を実施したが、一致を見ない例ばかりに出会ってきた。加えて、品質管理
上重要な内容は不良の状況などと比較して評価するが、①標準書に書かれてい
ない。②標準書に書かれているが、文字が小さい。赤など色で強調していない。
③重要な内容として説明する内容が、標準書に記載されている事項と一致しな
い。抽象的でいろいろな意味に解釈できる、など、多くの問題がある状況ばか
りに遭遇してきた。皆様の職場においては、是非、
「3 者の一致を」と願いたい。
（３）標準化の見直しと実務的活用について
過去、多くの企業で、トップ命令で「標準化の徹底」の号令が出ると、図 9-11
のようになり、たどりつく先が標準化を製造現場で実務使用する対策となる例
が多い。そこで、この要点を図 9-12 に示したが、皆様には、右側の『JIT 標準
方式』で実務的活用をお願いしたい。その理由は、この方式が必要な時、必要
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なチェックポイント把握～目で見て P-D-C 管理と共に、モノづくりの場で実務
的に標準化の要点をチェックできるからである。

ISO、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ事件、・・
不良・クレームを出すな！

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
標準書を
見直しを
せねば！

再度、やり直し！

不良は
減らない
どう言うわけだ！

本当に役立つ
本当に役立つ
標準化とは？
標準化とは？
教育と徹底！

○○資格も
賞も取得
これで安心！

不良を
出さない
方法と
教育？

登録された標準書

図9-11 JIT標準化へたどりついた苦心
実務的にそぐわない

登録された標準書

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

ﾜﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ
標準化

書庫型標準書管理

JIT標準
頭上、机など
作業現場から
離れた位置に
掲げた標準化

標準書

重点部を
抽出～活用

図9-12 目で見る標準化活用法：
『JIT標準化』対策のｲﾒｰｼﾞ
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なお、この種の方法は、仕事を忘れないで行う時、メモを目前に置き、チェッ
クしながら行う方式に似ている。なお、このような方式では、①標準化の内容
を使うご本人がご自身で作成すべきこと、②要点は、1 箇所で 3 点程度として完
全実施を図ること。③3 点を完全実施できるようになったら、新たな項目と入れ
替えるが、その期間は 3 日～1 週間程度として、仕事の腕をあげる目標と一致さ
せた運営を図ること、という運用が要点となる。
（４）IT を利用した標準化対策について
IT ツールの活用は第 3 章図 3-21～23 で技術伝承対策ツールの例という形で
紹介、その適用範囲も例示したが、①新人の早期育成に活用すると、視聴覚教
育ツールとして大きな効果が期待できる。②情報量が膨大な作業において、必
要な時に必要な情報とチェックポイントを提出する対策が書類減だけでなく、
ミス作業の防止に役立つ。③改訂が短時間で出来てノウハウの登録～保護に効
果的である、といった利点があげられる。この種の内容は道路運行にナビゲー
ターを活用する方式に似ていて、安価に PC が入手可能な IT 化が進む時代には
標準化の登録～活用に有効な手段として活用がなされる状況である。そこで、
ここでは、実務的にこの種の IT ツールを活用して成果を上げている R 社の例を
図 9-13 に例示して IT 標準化活用例を例示した。
イメージは
料理のレシピ活用
IT力！

家庭へ
持ち込み

手順に合わせて
情報提供

プロの味

【事例】 R社（東北）におけるスピード教育
～生産管理への活用
① ITでスピード教育を図る。
② 不明の仕事はクリックで動画などで
詳細を学ぶ。
② レベルがあがれば、クリックの毎にIT内の
時計で時刻と時間を取り記録→作業時間
実績や習熟状況の把握作業編成
（生産計画策定における負荷/能力分析）に
利用する。

図9-13 IT 活用による「仕事早期習得術」の事例
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９－３

不良ゼロのための QTAT 対策

（１）不良ゼロを追求した品質改善の歴史について
10 年スパンで大きく見ると、不良ゼロ対策の大きな潮流がわかる。モノづく
りの歴史は古いが、品質改善が日本で大きく進んだのは、1960 年代、デミング
博士が統計的品質管理を日本に伝え、
「モノづくりは製造であって検査で品質は
作り込めない」という教えだった。このため、過去、検査に人を集め厳しく不
良の流失を押さえる体制を運用していた企業は抜き取り検査で不良判定が出た
製品をロットアウトして製造で見直す対策が進み、同時に、検査部門は品質管
理部へ昇格し、モノづくりの流れは製造で品質を造り込む活動に移っていった。
さらに、ここに ZD そして JIT によるストップ・ひもシステムが加わり、モノ
づくりは大きく進展した。では、ZD プログラムの歴史を紹介し、これから紹介
する QTAT に至る歴史的な品質改善と標準化活用の過程を紹介することにさせ
ていただくことにする。
1963 年のこと、当時、米ソの冷戦の中でミサイル開発に遅れを取る米国の国
防省は、何としてもソ連と同等のミサイル配備が軍事均衡の上から必要だった。
当時のミサイルは 2,500 点の部品を組み立てる製品であり、欠陥ゼロ、しかも、
短納期での開発が必要だった。この依頼を米国・国防省が多くのメーカーに打
診したが、従来のようなやり直しで何とか製品をつくる生産方式を運営してき
た企業に取って、この要求は余りにもレベルが高かった。従って、国の重要性
は理解するが、ほとんど全ての企業がこの受注を受けなかった。そのような中
で米国はマーチン社を選定、この生産が任された。このとき、品質管理部長を
していたハルピン氏は大変に悩んだ。しかし、このプロジェクトは何としても
成功させなければならない。そこで、ひとつの考えを作成して従業員の説得に
入った。この方法とは、①米ソの冷戦打開が大切なことを全員に話す。②小集
団を組んでもらいリーダーに仕事の内容を一任する。③事前検討重視で仕事の
方法を徹底的にもんでもらってから期限内の仕事達成に入る、という内容だっ
た。ハルピン氏は「詳細は図表に記載の通りだが、従来のように、設計~製造の
やり直しの繰り返しでは、不良の手直しに追われ、期限は守れないし混乱の渦
に巻き込まれる。そのためには、①少しでも不安を感じる部品は使わない。②
①の条件が満たされるのであれば、組立作業は手順の中に欠陥という原因系が
あるから、それを取り除けば、結果である不良発生はないはずである」と考え
た。また、不良という結果をいくら解析しても何も出てこないので、徹底的に
事前検討段階で不良が出ない手順を検討してもらい、適正者を選定、教育訓練
して、レベルに達成者した者を仕事に就けることを行った｡また、③もし、不良
発生や、その兆しが感じられたら、発生時点に、現場、現物で発生元に内容を

268

フィードバックして仕事のやり方を早期に修正願うという QTAT（Quick Turn
Around Time 方式）の運用を図ったが、そこでは、(ｲ)標準化が正しくなければ、
即座に修正して正しい方法に改訂~適用する。(ﾛ)標準通り実行していなければ、
その徹底を図る、という 2 点を徹底していった。この結果は実に見事な成果を
得た。すなわち、つくるミサイル全てが欠陥ゼロだったというばかりでなく、
米国・国防省から更なる納期短縮要求が来た内容も吸収して余りある生産体制
を実現させていったからであった。この要点を図 9-14 に示したが、これが ZD
プログラムの生い立ちである。

従来のように設計、製造の
やり直しは出来ない。
（１）不安な部品は使わない
危険予知対策
（２）仕事の手順が欠陥ゼロなら
（原因を対策すれば）、
結果として製品は欠陥ゼロ
になるはずである。
（３）チームを編成して、事前検討対策
の充実とを図る。少しでも異常を
感じたら発生時点で対策する。

見事！全て
短納期で
欠陥ゼロ！
① 三現主義
② 危険予知で
問題対策
③ 発生時点問題
対策

図9-14 米国マーチン社におけるＺＤ運動の要点
さらに時代は進み、1970 年代、エネルギーショックに伴う不況が日本を襲っ
た時、トヨタ生産方式・JIT が脚光を浴びた。そこで紹介された内容は図 1-15
に示すストップひもを始め、ポカヨケ、シングル段取りだった。この中で、ス
トップひもは、不良問題が現場で発生したとき、発生時点に組立ラインを止め
ても、発生時点に現場・現物で不良の原因を究明する方式であり、不良を後工
程に絶対送らない方式だった。このため、トヨタ自動車では、不良ゼロ生産と
共に品質を大きく高め、顧客の信頼を得た。ちなみに、この方式だが、不良発
生を察知したときにラインを止めるのは作業者だったが、ここでは、①ライン
が止まるとチーム・ワークと名がつけられた対策チームが直ちに駆けつけ製品
の状況を確認する対策がとられた。②ここでは、確認と同時に原因究明に入る
が、③原因が究明されるまでラインは絶対に動かさない、ということを行って
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いた。事実、オイルショック後、筆者がトヨタ自動車見学をさせていただいた
時もラインが停止し、動くまで対策を進めていた。なお、その時間は１時間程
度だったが、当時、１時間の損金が 2,000 万円とのことで、目前でストップヒ
モ方式を運用していた。また、原因究明が終了すると、アナウンスが流れ、状
況を全員に伝えた後、ラインが動き始めるという状況を目の当たりにした。
問題は即座にフィードバック ＝ QTAT
検査

検査

ものづくりのプロセス
ＱＴＡＴ：Quick Turn Around Time
即座に問題対策を考える！

ボーリングと同じ
早いフィードバック＝早い
修正~対策→技術改善へ

装置産業へ波及

JITで運用してきたストップひも

異常があると作業者にライン停止を許可
発生時点対策を進める方式！

図9-15 ＱＴＡＴによる発生時点問題対策イメージ
1980 年代、時は不況だった。また当時、米国よるジャパン・バッシングがあ
った。この内容は、日本車の品質が良く､米国車より売れる。そこで、デトロイ
トを中心とする大手自動車生産都市では、穴を掘り日本車をハンマーでたたき
壊して埋める状況まで発生した。これは、レイ・オフされた失業者が不満やる
かたない状況で行った行為だったが、このような行為を続けても意味がないこ
とを知る米国自動車連盟は、輸出規制に加え、GM とトヨタの合弁企業をつく
るので、JIT を米国に教えるよう日本に迫った。このような内容で建造されたの
がテネシー州の NUMI(New United Motor Inc.)である。ここでは、戦略車サタ
ーンという新車開発～製造と共に JIT が試された、品質対策に対してストップ
ヒモ・システムが運用された。日本でも適用が難解とされてきた方式だったが、
ストップヒモ･システムの運用と共に NUMI では品質改善が大きく進み、この
成功がやがて米国から世界に広まり JIT のストップヒモは発生時点問題対策シ
ステムとして国際的な不良対策システムとして認められ普及していった。

270

（２）QTAT に学ぶ、製造現場で起こる不良対策のあり方について
QTAT を製造現場で活用する要点をまとめることにする。QTAT の活用と比
較して、過去、行われてきた会議室でデータを集めて検討する方法や、小集団
活動による不良対策において、期間を決めデータをとってからブレーン・スト
ーミングを繰り返す方式と、QTAT との差異はかなり不良対策のスピードや効
果に大きな差が生じる。昔の方式は、不良が出ると、不良会議を事務所の会議
室で行う方式が多かった。ここでは、データを基にした想定原因をつくり、経
験談義を基に、当たれば八卦式で、権威者と呼ばれる方が出した案を議事録な
どにして多数の手を打つ方式が行われた。また、現場の自主性を重んじた小集
団活動による検討方式も、これに似た形態が多かった。特に TQC 活動という名
で運営された例では、活動期間を 4 ヶ月サイクルと決めて、不良が現在出てい
るにもかかわらず、データ取り～ブレーン・ストーミングによる多くの対策案
創出を図り、その後手を打つ方式が推奨された。だが、現在、この方式は 1988
年の欧米視察団で世界的に採用すべきでない不良対策方式という見解となった。
1988 年、TQC 活動、しかも、優秀な日本の現場関係者が活動する製造現場改
善活動を学ぶ目的で TQC 視察団が編成された。だが、1 年 2 回で中止された報
告と共に、世界で有名になった報告があった。レポートは「日本で TQC 活動、
しかも、現場関係者が活動している内容が品質を高めているそうである。QC は
統計を主体とした活動である。その状況から判断して、また、QTAT を更に高
め、JIT・ストップひもシステムを生んだ日本では、多分、製造現場の方々が研
究開発・設計部門で活用する事前検討手法である統計を現場参画、すなわち、
QC はデザイン・イン対策という形で活用しているはずであり、ここに学ぶ内容
は多いはずだ、視察しよう」という内容だった。だが、視察した結果、欧米の
視察団関係者が落胆した。たった 2 回で中断した理由は、「日本の TQC・小集
団活動は、改善を 3 日で行っても、2 ヶ月かけて、発表会の後付資料づくりに統
計活用を図っているだけのことである。これは、世界的に無い方式であり、ち
ょうど、火事を起こしておいて、後で火消しした話に統計を利用するという奇
妙な活用である。1970 年代の末に JIT を進めた新郷重夫先生の『死亡診断書作
成対策』という内容であり、学ぶ価値が無い」というものだった。その後、
ISO9000:1994(現在の ISO9001:2000 の改訂前、初期の規定)でもこの種の取り
扱いが国際会議で討論され、規定 4.20 で「統計の扱いを明確化」でも注意を促
すことになり、2000 年改訂では、ISO9000:2000 に定められた、基本思想、八
大原則の 7 番目「事実に基づく意志決定」という要項は、正に、現場、現物対
策をガイドした内容だった。要は、これは、先の企業討論式の想定に基づく不
良対策会議の排除を意味した内容であり、このような観点から QTAT の運用を
製造現場の第一線で活動される第一線監督者の皆様は、その扱いを検討すべき
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ことなる。そして、その要点は図 9-16 の四角の枠で示した 3 点となるわけだが、
その実施要領は図 9-17 となる。
① 良否情報・問題の早いフィードバック

QTATの基本構成

＝仕事のできばえの良否判定～改善スピード化

加工

検査
仕掛り

② 問題発生前に問題撲滅効果が出る
問題になりそうな事象を発生もとへ
フィードバック＝早期対策と
不良ゼロ条件
基準
整備

③ 標準化の正しさ証明
～順守の大切の自信の高まりへ
良好な状況
○ 標準通り＝良品→自信へつながる
× 問題発生の状況
理由はいづれかにある
(1) 標準書が不完全
→ 改善すべき
(2) 標準書OK、守っていない
→ 順守のみ

不良
ヒヤット
（手直し）

小さな
不安

図9-16 QTAT活用意義と問題撲滅の要点

チェックポイント
① 標準に不備は
ないか？
② 標準通り
仕事を
遂行して
いるか？

QTAT（Ｑｕｉｃｋ

Ｔｕｒｎ Ａｒｏｕｎｄ

Ｔｉｍｅ ｼｽﾃﾑ）

即時、問題のフィードバック

異常を感じたら、即時連絡

発生元

現物・
現象
対策

・・・・・
生産ラインと製品の流れ
即時対策

現場現物をみる
不良対策の３みる
① 観る：ビデオ、写真

【３現主義の実践】
① 現場へ出て
② 現物と現象を再現させて
③ 現場で対策

で事実確認

② 看る：計測装置で
計測する

③ 監る：不良発生を
させない状況
をつくる（監査）

図9-17 ＱＴＡＴ対策の要素

272

④ テストと証明
⑤ 仮標準で生産続行～OK!
⑥ 新標準として改訂～登録

すなわち、QTAT の活用法は、「問題発生の兆しが出た時点で発生元に現物・
現象を題材（書類作成は後）状況を報せ、即座に問題の原因を探り、原因を除
去する対策」である。従って、図 9-18 の左側に示したように、
「1 週間データを
取れ！来週、不良対策会議で検討するから」と製造現場に現場管理者が指示す
る方法と異なる。この方式は、データを見ながら「おれの経験から見ると、こ
の不良は○○と予想される」「いや□□も怪しい」「いや、過去の例から△△で
はないだろうか？」などと、ブレーン・ストーミングの結果、
『当たるも八卦式』
で、多くの対策案を採る方式であり、これと QTAT とは全くの別物である。す
なわち、過去の不良統計を対策前に一応は整理する程度なら良いが、現在不良
が出ているのに、
「これから 1 週間記録をとれ！」と製造現場に指示することは
「1 週間不良の原因究明をしないで、不良を製造せよ！」という内容となるから
である。

死亡診断書会議

発表会のための改善
内容より、やる気
と発表
ﾃｸﾆｯｸ
重視

コンペに
勝には
に集中！
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？
死亡診断書・会議とは？
不良が出ているのに手を打たず
わいわいｶﾞﾔｶﾞﾔ方式で空論を
重ね、多くの手を打ち当たれば
八卦方式（現場・原因を見ない対策）

○○優秀賞？
狙いは？取得

図9-18 遅く、効果の少ない古（いにしえ）の不良対策法
（３）正しく理解願いたい『是正』の定義
研修会で ISO9000s の指導者や、不良対策を企業内で指導しながら進める方々
に小さな用紙を配り、
「是正を国際用語で記載して下さい」と問うと、毎回のよ
うに、①再発を防止する対策、②不良対策の改善を進める。③緊急時対策では
無く恒久対策を図ること～40%は「不明」といった状況になり、
「不適合の原因
を除去する処置をとること」と記載される例は 5%に満たない。このため「原因
の除去を要求します（是正対策書）」と、改訂願ってきた。このように、現場で
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何の気なしに使っているが、意味が理解されていない用語の活用も間違った行
動を引き起こすことに関係するので注意願いたい。また、
『是正対策』は不適合
が発生した後で行う事後処理であり、『予防対策』がこれに勝る。また、QTAT
はヒヤット段階に活用し、まだ不良問題に至っていない段階、すなわち、予防
のために活用する対処であることを再度、ご理解願いたい。
【ISO9000:2000 の規定、定義の中から】
規定 3.6.5 是正処置（corrective action）
検出された不適合（3.6.2）又はその他の検出された望ましくない状況の原
因を除去するための処置
規定 3.6.4 予防処置（preventive action）
起こり得る不適合（3.6.2）又はその他の望ましくない起こり得る状況の原
因を除去するための処置。
加えて、話を進め、標準書は正しいが製造現場関係者に正しく理解されてい
ないため不良発生になった、筆者体験談を紹介することにする。図 9-19 は筆者
が米国でロボット・アームの調整を標準化した時の例である。機械トラブルを
対策した時に、センターラインに合わせて調整を指示する標準化を図った結果、
ロボットがアルミ・ホイールを落下する不良はゼロになった。この調整は時々
発生する。だが、この対策でトラブル・ゼロを維持した。ところが、この工程
の作業者変更と共に、また、不良が再発し始めた。そこで、問題を探ると、セ
ンターラインの意味が全くわかっていないことがわかった。要は、この方の解
釈は機械的なセンターラインではなく、道路のセンターラインだったのである。
すなわち、中央で無くて良い幅のあるライン設定だった。そこで、図の右側の
表示にしたところ、「これなら OK」となり、トラブル・ゼロとなった。言葉に
は個人の文化がある。従って、常識と思う内容も、相手が意味不明だったりす
ることが多い。この内容は、標準化対策に当たって重要な内容なので、ここに
例を紹介した。
この例のように、技術者が記載し、理論的には正しいが現場関係者が理解さ
れないまま製造現場に存在する指示書や標準書は多々ある。もうひとつ、図 9-20
に筆者が学んだ例を紹介することにする。図の上部に記載した例は、筆者が大
学時代、学校で習った方式で図面を作成して、川崎の加工メーカーの匠にお願
いにいった時の図面のイメージである。加工をお願いしたとたん「学生さん、
これではわからない。加工する時には旋盤に材料を加えて先端を削ってゼロ点
を出し、そこから寸法を決める。この常識を学生は学んでないのか！」という
話に筆者は赤面した。要は、現場の事情を知らない図面を描くと、現場に面倒
をおかけするばかりか、時には不良発生となることを学んだわけだが、当時、
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この教訓からデザイン・イン対策の重要性を強く感じた。

問題の発生状況 ①
製品

ロボット

対策と標準書
製品

把持機構
（アーム）

把持機構
（アーム）

閉じる
方向

閉じる
方向

③

改定後
子供でも判る
目で見る標準化

②

ところが逆戻り

センターライン
のズレが落下の
要因

落下
不良

ロボット

センターライン
を本当に合わすには？
基本から見直し！

これで
安心！

この両者の
長さが同じこと！

図9-19 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

学校で習った
図面の形式

学生さん、それ
ではモノは削れ
ないよ！
ゼロ点はどこなの？
理由は・・

全体の長さを測る
旋盤のチャックにくわえる

実務者が
使う図面

先端を削り、ゼロ点
（基準を定める）
最大径を定め、測る
Ａ→Ｂ→・・・の順で削る
）部など削り、仕上げる

図9-20 学生の図面と、現場関係者の図面の差
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おさらい

次の事項をおさらの形で整理してください。

１，

不良対策の歴史から学ぶ要点と、過去の TQC 活動の差を記載して下さい。

２，

発生時点問題対策 QTAT の要点と有用性についてまとめて下さい。

３，是正対策の定義と、製造現場関係者がとるべき行動様式について、その要
点を記載して下さい。
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【おさらいの要点】おさらいを通して、今後に役立てていただきたい事項
１，不良対策の歴史から学ぶ要点と、過去の TQC 活動との差の要点について
不良対策（品質向上対策）の要点は、次のようになる。
① 1960 年代：デミング博士が統計的品質管理を指導した内容が広がり、抜
き取り検査により、不良が発見されると、製造工程でモノづくりの見直し
が図られ、品質管理の基本的な体系が整備されていった。
② 1970 年代：マーチン社がミサイル製造で不良ゼロのプログラムを成功さ
せたて内容が広がった。この方式の特徴は、(1)小集団活動、事前検討と共
に、不良発生防止を図る標準化と、(2)3 現主義と共に、QTAT を活用して、
不安、ヒヤット段階で発生元へ問題をフィードバック～作業内容の見直し、
または、標準化の欠陥の有無を問う方式の運用と、(3)不安な部品を使わな
いというものだった。この方式で、人手に伴う生産においても不良ゼロ生
産を果たしたことが品質改善～保証の基盤を具体化させた。
③ 1980 年代：トヨタ自動車が JIT の中で使っていたストップひもシステム
は、組立ラインでヒヤット製品を見つけると、作業者がラインストップ
OK という方式を運用していたが、NUMI という米国 GM とトヨタ合弁企
業で不良前に、発生時点問題対策を図る方式を具体化させた。このことが、
米国自動車産業の品質面での向上と米国不況再生にも貢献した。
④ 1990 年代～現在：ISO9000 による最初から工程内で不良を発生させない
モノづくり、さらに、デザイン・イン対策による新製品開発段階から不良
ゼロを追求する（IT 活用を含め）事前検討段階から不良ゼロ対策の追求の
時代へ進んだ。
以上のような歴史から、過去、小集団活動や TQC 活動と共に、4 ヶ月で 1 テ
ーマの改善、また、発表会の後付資料に統計を使う(『死亡診断対策』というそ
しりを持つ)旧式な不良対策は意味を失った。
２，発生時点問題対策 QTAT の要点と有用性について
QTAT の有用性は、①不安・ヒヤット段階に問題を発見して、②標準化に問
題がないか？標準化は正しいが人が行う手順が標準化順守上で問題が無いか？
を、③問題発生時点で発生元に現物の状況をフィードバックするため、(1)不良
発生の防止はもとより、(2)まだ、前工程の記憶が新しい内に事実関係で問題発
生と仕事や設備の管理ポイントの検討が出来るため、(3)問題解決が早く、最初
から不良発生前に問題への対処が図れ、不良ゼロ生産実現～維持、技術や技能
向上という人材育成面でも大きな意義を持つ。また、不良を出して統計を眺め
るという死亡診断書対策の防止が図れる点はモノづくり上、大きな意味を持つ。
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加えて、この際、製造現場においては、各種活動について表 9-2 に示した統計
の扱いに関するチェックもお願いしたい。

表9-2 統計の活用・ご注意チェックリスト
No.

チェック・ポイント

１

意識教育だけで不良は減るか？

２

QC７つ道具は原因不明に有効か（特性要因図が原因究明に有効な手
法だがブレーン・ストーミングの道具になっていないか）？

３

品質会議は何のため？どこでやっているか？
３現主義なら現場で、発生時点のはずだが、・・・

４

ISO9001の品質マネジメント・システムは品質改善と直接的にどの点が
どのように関連、貢献しているか（特に標準化の活用は）？

５

３現主義は有効だが、どのように実施しているか？
日常業務では？重大問題では？

６

品質宣言、不良対策５原則は現場で不良対策にどのように役立つか？

７

標準化の整備、見直しは不良撲滅に本当に役立っているか？

８

不良統計やデーターの集計、定期的な図化を不良撲滅にどのように役
立ててきたか（過去記録と意識づけが不良撲滅に役立つのか）？

９

Ｐ－Ｄ－Ｃシステムが品質改善、ヒヤット対策にどう関係しているか？

１０

記入欄

小集団活動でQC７つ道具が不良対策にどのように役だっているか？
発表会の賞狙いの後付資料になっていないか？

１１

目で見る管理が現場で不良対策に直結しているか？

１２

技術者が現場に渡した標準書の内容で実際に良品がつくれるか？

１３

ﾎﾟｶﾖｹが不良の分別機やアラームの繰り返しの機能しかないのでは？

３， 是正対策の定義と、製造現場関係者がとるべき行動様式について
是正は、ISO9000s だけでなく、他の ISO の規定でも「検出された不適合
（3.6.2）又はその他の検出された望ましくない状況の原因を除去するための処
置」とされている。何事もそうだが、原因が除去されなければ、問題は再発する。
昨今、新聞が報道したニュース（08 年 9 月 30 日の朝日新聞）によると、こんに
ゃくゼリーで 95 年以降に 17 名もの死者を出した記事が掲載されている。30 日
の記事は 1 歳 9 ヶ月の幼児だったが、国民生活センターは学童保育園でおやつ
に出すゼリーの死亡事故などが相次ぐので、業界団体や国に対して事故防止策
の検討を依頼してきたが、農水省は、JAS 範囲外の要件であるため、「食品毒対
策などの面で影響がない」と、手を打ってこなかった。また、メーカーも目で
見える形で手を打って来なかったため繰り返した事件だったことを伝えていた。
主婦連は「これだけ多くの方が亡くなるのは問題」として消費者庁に規制を求
める動きを始めたが、要は、
「原因を除去する」ということが無い限り、この種
の事故が続くことになる。製造現場の不良対策も、
「早く対策すれば早く楽にな
る」わけだが、対処に当たっては、是非、①不良金額を年間で計算する。②製
造現場が対策の時間やエネルギー、資材のムダが時間と共に加算されて行く、
③顧客の信頼を欠くと言った要素を加え、早急な対策をお願いしたい。
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９－４

故障ゼロ対策のための早期問題発見対策

（１）知っておくべき設備故障発生原理について
図 9-21 に示すように、不良発生と設備故障の発生原理は対象がモノと設備と
いう違いはあるが、原因があって問題が発生するメカニズムは大変似ている。
では、このメカニズムが実際に起きた結果、4 名もの死亡者を出した事件を例示
することにする。

５M+I:人、方法、計測、設備
モノ＝設計、管理・情報
が関与する。

原因

モノは不良、設備は故障
人はケガとなる

問題の発生原理とメカニズム
木が燃える

煙がたつ
↓
燃える

火の存在

事実情報
データー

＋

結果

物理現象と
して証明する

図9-21 問題発生のメカニズム
図 9-22 は図 9-1 で示したハインリッヒの原則に示した内容が現実化した一例
である。この例では、鉄パイプの厚さで支えていた圧力の限界を超えた結果、
爆発事故になり、4 名もの命を奪った事故である。図の左下に示したように、同
種の事故は、先に米国のサリー原発で全く同じ状況で美原・原発で起きた残念
な事故だった。原因はパイプのオリフィス付近で乱流により摩耗した鉄パイプ
が破裂したわけだったが、正に、物理現象の再来であり、問題を先送りしたこ
とが、この事故の要因だった。このように、設備事故は原因があって事故とい
う結果が出るわけだが、この種の原因を早期発見対策することが、設備管理の
重要な要点となる。要は、故障は点検で問題を予知、予防すれば防げるわけで
あり、
「点検は清掃なり」という言葉が示すように、問題の予兆を点検で発掘し、
潜在化している問題を清掃することが点検という仕事の重要なポイントとなる。
要は、故障してから復旧対策を図るという処置は、火事を出してから復旧対策
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をする行為に相当し、意味の無い対処と考えるべきである。このように、故障
は注油、点検、清掃、整備などによる対策が不備な時、起こる現象であり、こ
の問題防止のため TPM（全員参画による予防保全活動）が重要視されてきた。
9日午後3時運転中、発電タービンに異常を示す警報が鳴り、原子炉とタービンが自動停止、タービン建屋（3階建て）
内の28年間無点検、重要管理が必要だった配管が破裂、2004年8月11日現在、死者4名を含む死傷者11名を出した。
国内の原子力施設の不祥事（事故）
加圧機
二次系
年 月

制御棒

蒸気

発電機

冷却用海水

復水器

燃料
原子炉
圧力容器

一次系

原始炉格納容器

爆発個所
オリフィス
復流水

磨耗破壊！
1986年米国サリー原発
同種事故内容

事 故 事 例

91年2月

関電・美浜・原発２号蒸気発生器細官破裂・初の緊急停止

93年2月

東電・福島第2原発、廃棄物処理建屋蒸気噴出し、1名死亡、
2名がやけど

95年12月

福井敦賀・もんじゅで冷却ナトリウム漏れ

97年3月

茨城・東海村再処理工場で爆発37名が放射能を被爆

97年4月

福井・敦賀新型転換炉で放射性物質含有の重水モレ

99年7月

敦賀２号機で１次冷却水大量モレ

99年9月

東海村・ＪＣＯで臨海爆発3名被爆、2名死亡、多数の市民が
被爆

01年11月

中部・浜岡原発で緊急冷却官破裂、2名が被爆

事故に至る３つの問題

14年で配管は寿命に至る計算だった。

① 当初のＭ社が記載した
メンテナンス基準から
項目脱落
② メンテナンス請負企業
ＮＡ社が27年間チェック
せずに点検作業をして
きた。
③ ＮＡ社は‘03年4月に対象
を発掘11月に関電に伝え
たがそのまま放置された。

Ｍ社はNA社に‘99年4月と、’00年8月に2回、
文書で、「美浜原発3号機の配管は点検した
方がよい。」と伝えていた。
ＮＡ社は、年数の似た別の配管を点検したが、
特に問題が無いので放置した。
「反省、放置すべきでなかった。」
「反省、放置すべきでなかった。」
10mmの鉄板が報道は1．4mm
10mmの鉄板が報道は1．4mm
だが、0．9ｍｍだったことが判った。
だが、0．9ｍｍだったことが判った。

図9-22 ‘04年福井・関電・美浜・原子力事故の状況

表9-3 設備生産性 日／米・独比較
業種

国

普通鋼

四輪車

総合化学
製紙
食品

日
米
独
日
米
独
日
米
西独
日
米
日
米

A,労働生産性
（千円/人）
９，０４８
８，９９８
５，４７４
８，１３１
８，２８１
６，１８３
９，５０１
１０，１５１
６，８９１
９，７２４
７，９６９
８，７５２
６，８９７

B,資本装備率
（千円/人）
２５，５４５
９，２３０
８，７６８
６，２５０
２，２７２
１，４２１
２０，３８４
７，８６１
４，４９８
１７，６８１
８，６１０
６，３５２
３，９８７

A/B：設備装備率
（％）
３５．４２
９７．４９
６２．４４
１３０．０９
３７３．２２
４５３．２６
４６．６１
１２９．１２
１５３．１９
５５．００
９２．５５
１３７．７７
１７２．９９

欧米の一流企業
と、日本の一流
企業を調査比較
した結果、設備
生産性は半分~
1/3の状況だった。
当時、日本には
まだ、F1ドライバー
はおらず、設備
運転技術の差に
問題ある指摘が
問い正された。

註釈：故・十時会長の言「日本の生産性は欧米に追いつき、追い越せの時代になった！
と経済界は言っているが、中身を見ていただきたい。欧米に比べて、単に高価な
新設備を投入して、「勝った」と言っているだけではないか？」この話がきっかけに
なり、日本では設備生産性TPM活動が開始された。
(1979年・JMA 故・十時会長発表「世界の企業の経営分析」より）
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では、日本で TPM が盛んになった歴史を見ていただきたい。表 9-3 がその状況
を示すものだが、1980 年に入る頃、欧米に比較して設備の使い方（設備生産性）
が低いことが動機だった。
（２）スピード性が高い故障ゼロ対策手順について
故障ゼロ対策手順を図 9-23 に示すことにする。

手順１

５Ｓピカピカ運動：管理者自らモデルを決め問題の清掃と

手順２

故障を出さない対策：ＭＴＢＦの逆活用：「目で見る管理盤」

設備を基に現場で学び、問題発見→対策

：突発故障（事後保全）→

：予防保全→

：改良保全）

手順３

不良・故障を出さない対策：事例を基に原因の除去対策

手順４

日々対策：生産計画に織り込み戦略的に是正対策

手順５

信頼性工学解析～改造：設備のプロ集団による検討と設備改造

手順１

標準化体制：改善により点検項目の減～徹底的な維持管理へ

設備の構造と弱点を専門家から学び→対策へ

同時に点検表＝問題発見～予防対策を実務展開

図9-23 故障低減を効果的に進める手順
（２）設備点検上における危険余地対策
昨今、設備に起因する爆発やとんでもない故障などが報道されると「点検簿
はつけていますが、
・・・技術伝承が先のバブル不況のリストラと団塊の世代交
代で現場関係者の実力低下で・・・」という内容が報じられることがある。だ
が、その種の事件に点検簿をつける行動の実情と点検簿自体を紹介した例は少
ない。東京・渋谷の 2007 年 5 月 19 日・シェスパという女性専用の温泉美容館
が大爆発したことがあった。ここでは、記者会見で「点検はしてきた」と社長
が言明したが、点検は丸投げだった。依頼されたサービス会社は「東京はガス
が危険なので、点検が必要とお願いしたが、会社側は項目から外す」と言い、
当時の契約書を公開した。その後、消防局が「ガスの検知器が無くて点検簿を
どのようにつけていたのですか？」との問いに、ただ会社社長は謝るだけの寸
劇が報道された。このようなひどい例は生産現場では無いと思うが、まず、点
検簿に不備があれば、事故防止や設備改善の題材となる資料は全く意味をなさ
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なくなる。このような意味合いから、図 9-24 には、改良点が多い点検簿の例と、
右側には、改善内容を例示したのでご参考願いたい。

改善内容の例
１，故障対策の内容を
チェックしているよう
だが、理由が不明
故障発生メカニズム
も不明
２，故障は単なる復帰
だけのようであり、
原因究明～除去が
出来ていない。
３，点検→異常発見
→早期連絡
（トラブル発見時の連絡）
→原因究明
→原因除去
の様式になってない
４，点検の有無にかか
わらずVマークをつけ
いるだけでは？
いつも同じ時間を記入
５，異常時に何をすべき
かが、別資料では？

図9-24 演習を通して学ぶ点検簿のあり方
（３）設備 KYT の必要性について
設備点検は整備が故障する前に問題発見を行う手続きである。そこで、人の
ケガ防止に活用してきた KYT(危険予知訓練)を設備の点検に応用しようとした
取り組みに、『設備 KYT』という名をつけた例を図 9-25 に例示したのでご覧願
いたい。TPM(全員参加による生産保全)の対策に、
「清掃は点検なり」という言
がある。この内容は、先の不良対策同様、問題の予知予防を図るため、まず、
強制劣化というごみや汚れが設備寿命を短くする要因を清掃して、問題発見を
容易にする。その後、設備故障を誘発するどのような小さな要因でも発見して
対策する行動理念と実践を示唆した内容である。このため、優良企業は点検簿
に記録する際、設備をいったん止めて点検前に清掃、汚れやごみの発生源対策
を探り、その内容を点検記録にする。また、「点検項目が存在すること自体が、
問題発生源のチェックを要求している。このことは、点検項目を減らすために
問題の要因を源流段階から除去する対策を意味する」と考えて、設備点検力強
化に活用願えれば幸いである。なお、設備の中が見えないことがある。だが、
皆様も、ご自身の乗用車の不具合を毎日運転する中から五感で故障前に感じ取
ることが多いと思う。このような内容を設備診断機器の関係を図 9-26 に、診断
機器の例を図 9-27 に例示したので、機器の活用と共に、設備点検の際にご利用
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願いたいと考える。要は、設備が故障する前に問題を感じることが職場のプロ
には必要であり、設備点検簿は、その記録という扱いとなる。
設備KYTに用いる給油面の挿絵
設備KYTシートの活用法
右図下、手順１に示されたように
この種のシートを用いて問題発見
の訓練を行う。その後は実務展開
のため手順２~手順４へ進む。

問題発掘の例
① 油量計が見えない
美化も一手だが、油量検知セン
サーとアラームシステム化に変更
して、危険域に近づいたら対処へ
② 注油口の蓋がない
ゴミ、ホコリが入るので、早急に
対策が必要
③ ピローボックスの汚れと、グリース
キャップがない。②同様の対策が
必要。
④ 注油しにくい
「私たちのTPMシリーズ」1~７、日本能率協会 昭和57年を利用
油注入に困難な作業は要改善
⑤ 圧力計は正しいか
⑥ 油のタレがある。 ⑦ グリース投入器具
作業者側から異常を発見しやすくする。
発生源対策が必要
が汚れ
アラーム・システムで異常に近づいたら報せる改善へ
②と同様の対策が要！

図9-25 早期異常発見訓練のための設備KYT

長年の経験で
異常を知る能力

診断機器の利用
主要な診断機器の例
① 振動計を利用した
マシンチェッカー
② サーモグラフィを
利用した温度変化
（赤外線感知）
③ 振動音分析による
割れ､破壊の予兆
（ｱｺｰｽﾃｯｸｴﾐｯｼｮﾝ）
④ 液・ガス漏れ検知器
⑤ 色識別センサー
⑥ CCDカメラ＋ＣＰＵ判定
による形状判定~画像処理
記録

五感による設備診断法
①手で触る：振動把握
熱の上昇
肌荒れなど
固さや水分の具合
② 光で見る：色の変化
隙間の発生
キズの発生
加工の程度
③ 色で知る：温度の程度
変形の程度
④ 音で知る：異音の発生
回転の音色
⑤ においで知る：
焼き付き、化学反応
切削加工の具合、など

図9-26 五感による設備診断と各種機器の関連
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マシン・チェッカーの機器構成
ピックアップ
圧電型加速度
ピックアップ
・・・・・
【人の耳に当たる】
《異常の種類》
低周波 5~1,000Hｚ：基盤のゆるみ、
アンバランス、芯だし不良など
の回転異常
中間周波 2.5~6kHz：歯車の異常
高周波 40~75Hz：軸受けの異常

振動計

周波数
分析計

記録計
または、
表示盤

・変位0.01~30mm
（3~50Hz)
1/3オクターブ 高速度レベル
・速度0.05~300cm/s 分析計
レコーダー
（3~3,000Hz）
【人はこの
IT・計算値の表示
・加速度0.005~30G 機能は持って
（3~500Hz）
いない】
【人の顔に当たる。但し、
人は1,000Hzはわからない】
応用例

例２

例１

振動の大きい
設備が精度の
高い設備に影
響を与える危
険を察知の例

ベアリングは
寿命に近くな
ると、玉数が
増加するよう
な挙動が発生
し、振動数増
加となることで
寿命前に交換
要求とする

例３
定期的振動が
作動油劣化を
示す例

図9-27 マシンチェッカーの機能と活用例
【参考事例】設備故障時の早期対応
設備の故障や点検には「設備に強い人づくり」と共に、
「点検整備の見える化」
対策を図ることが重要になる例が多い。図 9-28 はその例である。
電気的トラブル対策の要点
修理のプロの頭の中を分析すると
ひとつのプログラム構造がある。
そこで、その内容を~「見える化」
対策へ展開

あるトラブル対策へ展開例

わかった
事 実

応用
処理

判別

思考の標準化
形態を把握

基本は工程分析

問題の実状をつかむ
指示に従って
やってみる
判別する

YES／NOの判別

図9-28 電気面での故障や点検を容易にする
「見える化」対策の例
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９－５

ケガ・ゼロのための KYT 対策

（１）少子高齢化とケガの増加について
少子高齢化時代に入り、装置産業関係は多くの問題の顕在化が懸念される現
況として、図 9-29 に例示したように（厚労省のデータ）、重大災害がある。こ
こでは、過去、1968 年に 480 件だったが、各社で対策を進めた結果、1985 年
には 141 件と低減させた。だが、この値が 2005 年には 265 件と増加している
という問題が挙げられる。これは一例だが、その理由のひとつに、バブル崩壊
の時代にベテランのリストラがなされたこと、また、これに伴う OJT 欠如の問
題が、その要点とされている。すなわち、ハインリッヒの原則を機軸に、関係
者がリスク対策の局面から、再度、設備や仕事、点検の内容などを見直す必要
性が高まっている。

H18年版 厚生労働白書：「重大災害が1968年４８０件を記録 → 対策 → 1985年１４１件と低下
これが増加傾向に転じ､2005年２６５件に達した」

一般誌：企業の不祥事と品質問題が多発 → 品質に不安を持つ顧客が８０％になる！

現場力低下
主な理由：作業スキル低下
① ＩＴ進展に伴い現場異常に対し、
現物、現象をみない（観ない・看ない）
② 技術伝承の欠落
③ 産業環境の変化
・海外への注力が国内空洞化
・アウトソース適用増と転職社会
でスキル定着の減
・少子高齢化

企業で強化すべき事項
ヒューマンエラー対策防止に
会社側が環境整備する項目の例
① 仕事をする上で必要事項の教育訓練
② 仕事を任せられるようになるまでの
評価とチェック
③ ヒューマン・エラー防止のための
目で見る標準化、働きやすい環境
定期的注意や管理など

今後の悪化要因 ： ゆとり教育の弊害
・国際教育到達度評価学会（IEA)、経済協力開発機構（OECD)の国際調査とも学生の成績は国際的に
下位という結果、 ・５日制学校教育では先生が多忙になった結果（６日分を５日で消化→負荷増加）
に伴い、落ちこぼれを放置してきた弊害、 ・発言を含め、競う、自主・自信を持って主張する対策が欠如
したなど、過保護、ニートに見る多くの問題を放置した教育が続いた

図9-29 製造業が抱える問題と、顧客が持つ不安

（２）指差確認の完全励行の必要性について
「注意 1 秒ケガ一生」という標語があるが、指差確認はケガ防止の必須事項
の一つである。図 9-30 に示したように、指差確認は、①対象物を見る。②指を
指す。③声を出してチェックポイントを確認する、という簡単な対処だが、こ
の対処だけで、1 回で１／６のミス防止に役立つことを、安全協会をはじめ多く
の安全専門家が示してきた。なお、図 9-31 に示すように、高度な航空パイロッ
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トのミス防止には CRM（Crew Resource Management）という KYT に似たア
プローチが使われ、効果をあげてきたが、この種の例を含め、皆様にはこの種
の技の徹底をお願いしたい。

実施目的
信号、表示灯、計測器や
注意事項などの表示や
状態を確実に読みとる
ため（再確認を含め）

回の指差し
確認でミスは
１／６化する

これから操作したり、
インプット、ボタン押し
する内容が他の間違
った内容でないことを
確実にするため

指さし、声だし、
目で確認

1

操作、記載、指示した内容が
計画、意図や指示に従った
内容であることを確かめる
ため
作業や行動を起こす前に
決めたこと、指示や数値に
間違えがないことをしっかり
記憶に留めるため
（頭にたたき込み、確実性
を確信するため）

図9-30 指差確認の意義と効果

CRM：Crew
CRM：Crew Resource
Resource Management
Management
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が1990年～99年（10年間）、IT活用など、多く
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ社が1990年～99年（10年間）、IT活用など、多く
の機器・装置がバックアップする航空機において、135件の
の機器・装置がバックアップする航空機において、135件の
事故を分析したが、その70%近くが人的要件による結果
事故を分析したが、その70%近くが人的要件による結果
だった。そこで、人的ミス防止対策を研究、対策をシステム
だった。そこで、人的ミス防止対策を研究、対策をシステム
化した手法がCRM、以降、航空業界で広く運用され、日本
化した手法がCRM、以降、航空業界で広く運用され、日本
でも2000年から適用義務化（資格）となっている訓練・評価手法
でも2000年から適用義務化（資格）となっている訓練・評価手法
① ヒﾔｯﾄ情報の登録義務化：
かつて、パイロットがﾆﾔｰﾐｽや危険を感じると、それは本人の失点になって
しまうため隠していたが、どんな小さなﾐｽでも連絡する。この情報はﾊﾟｲﾛｯﾄの
能力や責任と切り離し、情報収集→ヒﾔｯﾄの解析、活用の方式を定めて対策
から活用へ向ける。

② ｺｯｸﾋﾟｯﾄ内の連携ﾌﾟﾚｰの強化：
過去、主操縦士が絶対権限を持ち全ての意思決定をしていた内容に
対し、もし、副操縦士が不安を感じる事項があれば進言できる制度。協力
しあって問題解決を図る仕組みとした。

③ ①と②を実務に移すためのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝによる訓練：
シュミレーターを用い、試験官が問題を出し、ﾄﾗﾌﾞﾙ時の対処を
訓練・評価・身につける対策。指差確認の履行が重視されている。

本音・自由な
討論を重視

図9-31 CRMにおけるヒヤリ・ハット情報収集と活用
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【まとめとして】

不良・故障・ケガゼロ対策に関するチェック事項
項

１

目

ハインリッヒの法則は何を意味し、製造現場でどのように適用す
ることが有効か

２

不良発生防止に当たって、潜在する問題（リスク）をどのように
発掘し、評価づけすればよいか

３

監査とはどのような内容か

４

不良を出さない対策の基本は標準化の順守だが、簡単、かつ、効
果的に標準化の活用を見直す 3×3 チェック法とは

５

QTAT の構成と運用の具体策に関する要点は何か

６

死亡診断書とは何をさすか

７

設備点検には機器を使って診断する方式と、人の五感を駆使して
異常発見の早期化を図る方式があるが、その具体的適用は

８

設備故障ゼロ化をスピーディーに進める手順は

９

指差確認の効果と訓練方法は
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チェック欄

第10章

スピード改善の進め方

１０－１

基礎 IE とムダ排除

（１）工程分析と時間分析
安全、品質、故障対策が無くなる環境を整備すると、ムダ排除対策による作
業のスピード化対策に入る段階となる。要は IE 手法のフル活用となるわけだが、
この創始者の一人に、図 10-1 に示したギルブレス氏がいた。
ギルブレス氏は中学校卒業後、お金を稼ぐため、レンガ積み作業の会社に入
社した、明るく活発だった彼は、ベテラン達に「ぼく、お金を沢山稼ぎたいの
で仕事を教えて下さい」と頼み、たちまちベテランのレベルになった。だが、
ここからが、一般人と彼の違った点である。彼は、
「体の大きさや筋力の強弱に
関係なく、ベテランによって生産性が異なる。なぜ？」という疑問を持ったか
らだった。そこで、彼は、体の動きを 18 の記号化して、ムダ排除を進めた結果、
何と、ベテランの 3 倍の生産性！を得ると共に、この『仕事が目で見てわかる』
という方式を確立した。やがて、この分析が米国機械学会で認められ、その後、
彼は米国 IE 協会を設立、今日、我々が進める IE 改善の基盤を世界に広めたの
だった。なお、ここで大切なことは、現場作業出身のギルブレス氏が取り組ん
だ要点は、①仕事に対する問題意識と、②理想に向けた改善と仕事を科学する
行動であり、③率先垂範で多くの改善のお手本を示していった点にあった。

煉瓦積み職人
になろう！

就 職

良い先生・ベテランに学ぶ
沢山
稼ぐ
には？
超ベテラン
から学ぶ

目で見て
○：正味
判る仕事
→：移動
の記号化！ ▽：待ち
◇：検査

従来の
考えを
打破する
必要が
ある！

疑問を持つ

サーブリッグ記号

図10-1 ギルブレス氏の努力（1868～1924年）
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本来、人の体
を使い仕事を
する最良の
手順は１つ
のはず、・・

もう一人、期せずして歴史的に活躍した IE の師、F.W.テイラー氏の活動を紹
介することにする。改善の良否の評価は①時間や頻度が低減した。②楽に楽し
くできるようになった。③作業現場がすっきりした、という 3 点となるが、実
際に改善が具体的な数値となって現出する内容は①である。では、テーラー氏
が開発した『時間分析と改善法』について紹介することにする。彼はこの道の
創始者だが、ある理由から大学進学をあきらめ、ミッドベール鉄鋼へ入社した。
最初は現場作業を担当、だが、優秀なため、たちまち現場管理を任された。だ
が、当時は「アメとムチ」という現場管理法、この方式は、例えば、
「仕事がう
まく進めばほめる。設備の故障や部品手配が遅れ、生産性が低下した時は理由
なく現場を叱る」という方式だったが、当然、この理屈に合わない現場管理法
に彼は疑問を持った。そこで、彼は「1 日の公平な仕事の評価を！」と求め、ル
ネッサンス（人間復興）の時代に多くの芸術や科学技術遺業をなしたレオナル
ド・ダビンチの時間分析を発掘した。すなわち、仕事を科学的に分析評価する
対策への活用を思いついたわけである。その状況を図 10-2 に示したが、
ここで、
彼は、特に、
「時間がかかる＝改善すべき内容が大きい」と評価した点が、各種
改善に当たって現場管理者が注目すべき点とした。このような考え方を実行し
た結果、ミッドベール鉄鋼で、同じ人数で 3 倍の生産性を確立したが、この業
績は、同時代のギルブレス氏と切り口は異なるが、IE 改善のもうひとつの取り
組みを示した。
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、レオナルド・ダビンチの
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 ５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。
科学的管理法の誕生！

図10-2 F.W.テーラーの活動
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1856年～1915

おさらい 演習題の形で、次の工程分析を行って下さい。
工程分析と時間分析は IE の基本である。では、国際的に有名なシールド板組
立作業を分析すると同時に、改善案の創出まで行って下さい。
【作業手順】
ベテランの作業者 A の作業を紹介することにする。彼は、右手 2m 先にある､
大きさ A5 版の銅板（煉瓦色の用紙を使う）を取りに行く。12 枚取れば充分な
のだが、目分量で 20 枚程度を取り上げた。その後、2m 歩き､作業台に戻り、検
査しながら机の上に 3×4＝12 枚並べる。その後、手元に残った銅板を、先の銅
板置き場まで 2m 歩いて戻す。次は A5 サイズの黄銅版（青い用紙を使う）置き
場に 1m 移動し、先の銅板同様に 20 枚ほどを取り上げる。黄銅版置き場から作
業台までは 2m であるが、取り上げた黄銅版を A 氏は作業台へ持ち込んだ後、
先の銅板の上に黄銅版を検査しながら並べる作業を行う。ここで、また、黄銅
版は必ず残るので、黄銅版置き場へ 2m 歩き､戻した後、2m 歩いて作業台に戻
ってくる。
ここからが組立作業である。まず、A 氏は２枚ずつ重なった板を 1 組づつと
りあげ、机の角に十文字に重ねてゆく、これは後で取り扱いをやり易くする前
準備である。それが終わると、眼鏡をかけ、0.1mm という誤差以内に納めるよ
うに重ね、鋲打ち機（ホッチキス）で 4 角を止める。止めた後、鋲打ち機を机
に置き、今度はスタンプの近くに置いてある印を押す。この目的は上下を間違
えないように次工程に指示するためのものである。このような手順で 12 枚の鋲
打ちが終わると、次工程にあるボックスへ 12 枚（ワンセット）を運ぶ、移動距
離は 2m だが、終わると、概ね作業台付近に 2m 戻る形で､先の銅板へと向かう
が、ここからは、先の仕事の繰り返しとなる。
条件：①最初から組立てられた製品を買ってくる、または、一行で「改善案
は自動化・ロボット化する」という案は却下します。あくまで、こ
の板をつくる企業として改善案をつくって下さい。
②現在 12 枚ワンセットにしていますが、この制約はありません。
なお、現在、1 日の生産量は 800 枚､不良が 10%もある状況です。
③レイアウトなど変更は自由です。徹底的にムダ排除をして下さい。
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シールド板・組立作業工程分析(記入用紙)
Ｎｏ

作業内容

距離
ｍ

正味 移動 手待 検査
○

⇒

▽

改善点の記入欄

□

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
合計

【現状の作業レイアウト】
作業台

銅版
置き場

次工程置き場
黄銅版
置き場
作業者
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【設問１の解答例】工程分析（現状把握）
シールド板・組立作業工程分析結果(改善前)
Ｎｏ

作業内容

距離

正味 移動 手待 検査
○

1

銅版置き場へ行く

2

銅版を取り上げる

3

作業台へ戻る

4

検査しながら並べる

＋

２ｍ

⇒

▽

改善点の記入欄

□

⇒

①銅版は作業台へ移動し
て省略することができる

●
２ｍ

改善の要点

（レイアウト改善）

⇒
●

■

②両手で同時に取れる工
夫をすれば省略できる

３×４＝12 枚
5

銅版置き場へ行く

２ｍ

⇒

③銅版の隣に黄銅版を置

6

黄銅版置き場へ行く

１ｍ

⇒

けば移動は不要(省略)

7

黄銅版を取り上げる

8

作業台へ戻る

9

検査しながら並べる

10

黄銅版を戻しに行く

２ｍ

⇒

11

作業台へ戻る

２ｍ

⇒

12

十文字にならべ四隅を

●
２ｍ

⇒
●

■

●

④治具を製作して揃える

揃え、鋲打ち・スタン

作業は治具に置き換え

プ打ちをする

⑤四隅とスタンプを同時
に打つ（結合作業）

13

次の作業台へ運ぶ

２ｍ

⇒

⑥次工程の置き場をこの

14

作業台へ戻る

２ｍ

⇒

工程の置き場と統合する

合計（1 日 800 枚 1 割不良） 17m

５

９

０

２

正味率は 5÷14＝37%

【現状の作業レイアウト】
作業台

銅版
置き場

次工程置き場
黄銅版
置き場
作業者
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改善後のシールド版作業工程分析
Ｎｏ

作業内容

距離

正味 移動 手待 検査
○

１

両手で銅・黄銅版を取 ０

⇒

▽

改善点の要点

□
千円刷の束から 1 枚とる

●

り上げる

時のようにずらす置き方
をする

２

治工具に入れる

０

●

型枠に入れる

３

四隅の鋲打ちとスタン ０

●

鋲打ち機は 4 台とする
ワンタッチ取り出し式

プを打ちを行う
治具から取り出す

０

●

合計 2,400 枚・不良ゼロ

０

４

４

０

【改善後のレイアウトの例】
黄銅版

０

０

銅版

仕上げ
品置き場

治具と鋲打ち＋スタンプ打ち
セット機械

改善結果を見るとわかるが、改善前に 800 枚/日・10%の不良発生だった内容
が ECRS 改善（第 5 章図 5-5 に改善方法は紹介）を活用した結果、歩くムダと、
組立前に行う材料を十字に積むなどの作業は E:省略、銅板と黄銅板は C:同時に
取る、4 ヶ所を鋲打ちする作業も、スタンプ打ちと C：統合。0.1mm に板を合
わせる作業は治具セットに R:置き換える。材料や機材は手元で取れるようにレ
イアウト改善、S:単純化するなどの対策で、2400 枚/日・不良ゼロ（材料の取り
扱いで生じるスリ傷や曲げ不良をゼロ化）する、という改善（例）となる。
工程分析は改善後、標準作業書として使われるため QC 工程図という名がつ
けられている。なお、多種少量の場合、この先は吸盤で材料を治具にセットす
るという自動化へ進むが、多種少量で人手を要する要素が残る場合、多少の自
動化や段取り替えのシングル化（10 分、10 秒以内で製品種の対応を図る段取り
を行う）による対応となる。さらに、この内容は「A と B」を結合するという
VE を用いた技術革新を狙う改善に持ち込めるなら、この材料はクラッド圧延と
いう技術を用いて、圧延と同時に両材料の接着を行った後、必要寸法に切断す
るだけの対策へ進むことになる。以上、工程分析と改善の進め方を例示したが、
この手法は職場へ新人配属前に、仕事の習得術という形で教えておくべき手法
のひとつとなっている。
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（２）標準時間（ST）の設定手順と、ST カット問題について
作業改善が進むと、標準作業に伴って設定される標準時間の設定が行われる。
読者の方はすでにご存じの通り、標準時間（ST：Standard Time）は、生産計
画や必要な人材を投入することから、原価の見積もりまで、工場では仕事の計
画～フォローアップなどに幅広く活用される対象である。ここでは、専門的な
内容を除き、時計観測による標準時間設定手順を、まず、紹介する必要がある
わけだが、その内容は図 10-3 のようになる。

１， 作業改善を行う
（レイアウト、作業条件、手順、環境条件を設定する）
２， 作業手順を確認し、要素作業を決める
３， 観測対象者を決め、作業時間観測の目的を理解願う。
会社のため
皆のため

自分のため
力を高める基準づくりのため

４， １個当たりの作業時間を観測により決める（含むレイティング評価）。 例：2.5分/個
５， 同時に余裕率をワークサンプリング法で測定する。
８Hr（480分）
① 作業余裕（偶発的に発生するトラブルや段取り）
３％（14.4分相当）
② 職場余裕（ 〃 〃 打ち合わせ、問い合わせ） ３％（ 〃 〃 ）
③ 個人余裕（小休憩など）
４％（19.2分 〃
④ 避けられる余裕 → 改善対象
５％（24.0分：改善する）
６， 生産個数の把握
164個
７， 生産に対する正味時間を算出： （2.5分/個）×164個 ＝ 410分
８， 疲労余裕を算出する。：480－（410＋余裕時間（14.4＋14.4＋19.2）＝22分
RMR(エネルギー代謝率などを基に評価）
20分を計上
９， 余裕率を設定 (1) 作業余裕＋職場余裕＝（14.4＋14.4）/410＝7.0％
(2) 個人余裕＝19.2分/410分＝4.0％
(3) 疲労余裕＝20分/410分＝5.4%
余裕率合計16.4％
１０，標準時間設定（ST)＝2.5×（１＋0.164)＝2.91分/個

図10-3 標準時間設定手順（基本編）
標準時間の設定を時計観測（ストップウオッチ法）で行う場合の例が図に紹
介したが、まず、設定前に、仕事の改善を図ること、作業手順を現段階で経済
的、かつ、安全、確実、楽で早い手順を達成する対策と共に、ベテラン作業者
がその仕事を日常的に実行できる環境をつくり、これらの条件が満足せれたこ
とを確認した段階で時計観測となる。このようにしないと、信頼性が無く、バ
ラツキも多くなり、実務的に活用出来ないからである。実務的には、過去の実
績作業時間の平均を便宜的に標準時間と定めて利用する例があるが、少なくと
も、ネック工程は、現場管理上からも、その中身が科学的にわかる環境を整え
ておくべきである。では、一番簡単だが、実務的な標準時間設定手順を図 10-3
に従って解説することにする。
まず、改善後のベテラン作業を時間観測する。次に、余裕率設定、すなわち、
時計観測でとらえた時間以外に偶発的に発生する仕事を余裕率という形で設定
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する必要が生じるわけだが、この測定には、後述するワークサンプリング（WS）
法を使う。WS 手法の詳細はともかく、これで、正味×（１＋余裕率）＝標準時
間とするわけである。
だが、このように科学的に設定された標準時間を間違って運用した歴史があ
った。そこで、
『ST カットの問題』について紹介することにする。ST カットは、
「やってはいけない ST カット問題」という形で紹介されてきた問題である。会
社の管理側が現場の改善努力を搾取内容だが、その内容は図 10-4 のようになる。

苦労しながら作業

作業者にとって
は、真面目に
やるほど、馬鹿を
みる！

ようやく
仕事を
改善して
楽に、早く
すると

【ＳＴカットの問題】
① 作業改善してもＳＴをカット
されるだけで、自分には何も
見返りがない。
② 単に仕事がきつくなるだけ！
それなら
③ 調子の良い時に生産したも
のは隠しておいて、悪いとき
に放出すればＳＴは変わらず
自分にとって有効である。

【ＳＴカットの背景】
① 出来高制でなかった。
能率給という仕組みがなく、
終身雇用だったので仕事
で評価する風習がなかった。

② 人件費が安かった。
管理側で
ＳＴ（標準時間）カット
＝何の報酬もなく搾取

文句をいう人は要らない。

③ ＩＥを作業者しめつけに活用
する目的を持った経営者がいた。

図10-4 標準時間悪用・STカット
残念ながら、図に示した ST カット問題は、過去、日本のある企業で実際に行
われた事例があり、人間無視の内容がそこに見られた。図に示されたように、
誰が考えても、自分の首切りを現場関係者が自ら先頭切って行うはずがなく、
結局は、労働組合問題や改善努力を報償として改善関係者に還元しない管理シ
ステムは崩壊、企業によっては、従業員がストライキなどを起こして企業倒産
に至った例まで発生した。この種の歴史は、現在も『名ばかり管理職問題』と
いう形で社会問題になっているが、両者には仕事の中身を見ないで関係者に無
理を強いる点で共通の要素が見られる。言うまでもなく、この両者は、企業が
行うべきではない『人間性無視の活動』である行為の例である。
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（３）ストップウオッチ法の詳細
現在、多くの企業で行われる時間分析はビデオを用いた方法が大半だが、先
の図 10-3 を詳説する形で、時計を使った分析の基本を簡単に解説することにす
る。時間分析の全体は図 10-5 となる。図の上に示したように、時計観測を行っ
た値は世界標準で定められたレイティングという作業ペースに照らして評価す
る必要が生じる。この世界標準は、既に確立されたデータがあり、レイティン
グ・フィルムと呼ばれる訓練用フィルム（現在はビデオ化されているが同じ物）
を見て、人が国際ペース評価の訓練をする方式が活用されてきた。ここからは、
専門的になるが、一般に、研修会などではレイテリング訓練・体験には、4 区分
した用紙にランダムに 52 枚のトランプを配る方法が用いられる。52 枚を 24 秒
で配る手の動作速度が WF 法で定められた 100 である。これより早いか遅いか
を時計観測して当てるゲームでレイティング訓練を行うが、100 に対し例えば、
見ている方が、標準より遅いと感じたら「85%のペース」、早いと感じたら「110%」
といったように言い、時計観測の結果を基に的中率をあげる訓練を行う方式が
よく使われる。この詳細はここに記載するスペースがないが、いずれにせよ、
同じ仕事をしても、早いペースの仕事や遅い仕事をすれば、観測した時間に差
が出るため、国際ペースに照らし修正する必要が生じ、この種の修正後の時間
を『基本時間』、その後、余裕率を加えて、快適に仕事が進む標準時間にする、
という手続きで標準時間の設定を行う。

基本時間
時計（ＳＷ）観測
要素作業分析

×

レイティング × （１＋余裕率）＝ ＳＴ
標準時間
偶発的に発生する遅れ

国際ペースに
調整する

時計（ＳＷ）観測
観測回数の評価
（バラツキが大きいと、観測
回数は多く必要になる。）

異常値検定～
異常値除去

余裕率：
① 作業余裕
設備トラブル、段取り
応援、図面チェック、・・

② 職場余裕
時間がのびた朝礼、
簡単な宇打ち合わせ、
問い合わせなど

③ 個人余裕
用足し、手洗いなど

④ 疲労余裕
高温作業の回復
単純作業の疲労回復
など

図10-5 ＳＷ法による標準時間設定手順の詳細
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では、時計を活用した作業分析法を図 10-6 に示すことにする。分析方法には
時計を毎回とめて行う早戻し法があるが、製造現場における観測には、ここに
示した連続法が使われる。なお、時計観測では、異常値の発生、観測値のばら
つきなどが発生する例があるが、観測回数の設定は図 10-7 に示す手順で行う。

【測定方式】

① 連続法

横型観測用紙の例
区
作業内容
分 No. 観測点 要素
作業
０ ○○○

② 早戻し法

時計の読み
1回目観測

要素の時間：例

１５－０＝１５

２回目観測 ３回目観測 ４回目観測 ５回目観測

０

時間 ４２

時間 ８６

１５

１５ ５８

１６

１

○○○

・・・・・

２５

１０ ６９

１１ 110

正 ２
規
作 ３
業 ４

○○○

・・・・・

３５

１０ ８２

○○○

・・・・・

３８

○○○

・・・・・

５

○○○

・・・・・

時間 125
－
X
－

203

４０

１５

７９

９

９ ２０

１０ ９４

１５

３ ７３

４ ↓

－

４

４

５

M

９９

５

１９ １６
２９ １０
Y

３８
５４

４

９
４
５

測定中大きい、と感じた値
異常に大きな値があれば
後で異常値検定を行う

作業が入れ替わった内容を示す

何か（XとY）の要素が入ったことを示す
この場合はX=○○ Y=◇◇と時間を
記載する

図10-6 時間観測の方法

①予備観測を行う 例：０．７，０．９，０．６，０．７，０．８，０．８，０．７，０．８，０．９，０．７ （10回、単位分）
予備観測の目安
１サイクルの時間 回 数
２分以下

６～１２

２分以上

６

② 統計手法に従い、データ－を３、４、５、・・・のグループに分ける
0.7 0.9 0.6 0.7 0.8 ／ 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7
ｎ１＝５

ｎ2＝５

③ 各グループ内のＲ（＝最大値－最少値）を算出する Ｒ１＝0．9－0．6 ， Ｒ2＝0．9－0．7
＝0．3
＝0．2
④ Ｒ（Ｒの平均値）を求める
Ｒ＝

Ｒ１＋Ｒ2
２

0．3＋0．2
＝

＝ 0．25
２

⑤ 観測値の平均値Ｘを求める Ｘ＝観測値合計÷観測回数＝7．6÷10＝0．76
Ｒ ÷ Ｘ 値の計算

Ｒ ÷ Ｘ ＝0．25÷0．76＝0．33

統計解析
観測回数
決定表

観測回数（総数）
（予備観測回数を
差し引き、残余の
観測回数を決定する）

図10-7 観測回数の決定
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また、観測回数の決定は統計で定められた表 10-1 を用いる。更に、観測デー
タの中に異常値がある場合、判定のための計算は図 10-8 に示した手順で行うが、
観測回数が多いということは、作業が安定しないことを示すので、再度、仕事
の改善を図る必要がある。また、異常値が発生する場合、その仕事の中身をよ
く解析～評価することが重要である。

表10-1 時計観測における観測回数決定表
精度
R／Ｘ

ｎ＝３
± ５％

ｎ＝４
± １０％

± ５％

ｎ＝５
± １０％

± ５％

± １０％

０．１０

６

１

４

１

３

１

０．１２

８

２

５

１

４

１

０．１４

１１

３

７

２

６

１

０．１６

１４

４

１０

２

８

２

０．１８

１８

５

１２

３

１０

２

０．２０

２２

６

１５

４

１２

３

０．２２

２７

７

１８

５

１４

４

０．２４

３２

８

２２

５

１７

４

０．２６

３８

９

２６

６

２０

５

０．２８

４４

１１

３０

７

２３

６

０．３０

５０

１３

３４

９

２７

７

０．３２

５７

１４

３９

１０

３０

８

０．３４

６５

１６

４４

１１

３４

９

０．３６

７２

１８

４９

１２

３８

１０

０．３８

８１

２０

５５

１４

４３

１１

０．４０

８９

２２

６０

１５

４７

１２

０．４２

９９

２５

６７

１７

５２

１３

０．４４

１０８

２７

７３

１８

５９

１４

： Ｘ－Ｒ管理図の活用により判別する
上部管理限界 ＝ Ｘ ＋ A２・Ｒ 、下部管理限界 ＝ Ｘ － A２・Ｒ

グループ内の
時間値の個数

Ａ２

４

０．７３

５

０．５８

６

０．４８

７

０．４２

Ｘ＝個別時間の平均値（Ｘ）の平均、 Ｒ＝時間値の最大差異の平均
Ａ２＝時間値の数（グループの作成に伴い）決まる係数

【例題】 １０，１１，８，１２，１０，９，１２，１８，１１，１１と観測順に１０個 １８は異常値？
No．

Ｘ

Ｘ

１
２
３
４
５

１０
１１
８
１２
１０

５１／５＝１０．２

１１－８＝３

６
７
８
９
10

９
１２
１８
１１
１１

５９／５＝１１．８

１８－９＝９

Ｘ＝（１０．２＋１１．８）／２
＝１１．０

Ｒ

Ｒ＝（９＋３）／２
＝６．０

上部管理限界：
UCL＝11.0＋0.58×6.0
＝14.48
下部管理限界：
LCL＝11.0－0.58×6.0
＝7.52
18は14.48～7.52の範囲
を外れる → 異常値！
だが、時間は仕事の影であるので、
中身の分析が必要である。

図10-8 異常値の検定手順
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では、時計観測に関して、現場管理上、多少とも参考になる話を紹介するこ
とにする。これは、異常値の検討の際に発生した例だが、ある鋳物工場で鋳型
を丁寧に仕上げる時間を分析した例である。この例では、たまたま、同じ作業
を昼勤と夜勤ベテラン作業者数名の測定をすると、時間値が大きく違っていた。
特に 1 名の方の時間が極端に違っていた。一般にこの種のケースでは、異常値
処理で、この短時間のデータは処理されカットされる。だが、
「時間は仕事の影
である」という教育を受けていた測定担当者の方は、再度の測定と共に、他の
ベテランとの差をビデオ解析した。その結果判ったことは、鋳型の角をとる作
業において、短時間で仕上げるベテラン A さんは、スコップのような粗い道具
で大きく角を取った後、細かいところに小道具を使うという内容だった。これ
に対し、他の作業者は苦労しながら最初から小道具で攻めるので時間がかかっ
ていた。当然、A さんの方式が早くて疲れない。そこで、ここでは、A さん方
式を採用と同時に、標準化～標準時間設定へと向けたわけだった。
先に解説したレイティングは図 10-9 のような内容になる。なお、レイテリン
グは作業環境や人の特性に大きく左右される対象である。従って、これも、単
にペース評価だけでなく、作業ペースを阻害する要因は発掘～対策へ向けるこ
とが、レイテリング運用の要点となる。この内容もそうだが、レイティング評
価はそれなりに重要だが、この値が標準より低下するケースの多くは、仕事が
疲れる。やりにくい、などといった問題が内在するケースが多い。従って、現
場管理者の皆様には、評価と同時に、改善面でも検討をお願いしたい。

例：２種類ある

観測データーを国際ペース
と比較修正

観測時間×レイティング
＝基本時間

① ＭＴＭペース１００：
５２枚のトランプを３０秒で配る
② ＷＦペース１００：
５２枚のトランプを２４秒で配る
（やる気のペース）

余裕率は後で加算、誰でもできる国際ペースに修正

物理的条件

人間的側面

やる気が起きる環境

社内管理制度
やポリシー

３Ｋ対策や
自動化推進

年齢と
労働時間

高い作業
ペース発揮

給与アップや
提案・表彰報酬

改善への参画
（含む小集団）

図10-9 レイティング
299

能力発揮の環境
（適正・熟練）

いきごみ
（精神集中、努力）

個人の目標
（評価・競争心）

（４）ワークサンプリング手法について
時計観測の欠点は、1 人、1 台の設備稼働を測定する場合、1 対 1 の対応が必
要になり、付きっきりでの測定が条件となる。このような条件があるため、過
去、時計観測を用いて、女性が働く作業を連続観測していたとき、
「我慢してト
イレにも行けず倒れた」という事例が出た、という笑い話まで出た。
これに似た問題の対策を、過去、ワークサンプリング法の開発者、また、統
計学者であるティペット氏がある会社から依頼されたことがあった。依頼の内
容は数十台ある A 社の設備稼働率測定だった。ティペット氏は工場へ席を移し
て研究をする中で、ある現場管理者から「工場が調子の良いときと、悪いとき
は大体わかる。朝から機械が止まり、人が集まって対策している日は駄目、皆
が設備を駆け回って生産している時は良い。
・・・・」という内容だった。この
時、ティペット氏は「そうか、もし、1000 回ランダムに設備の稼動を見て 700
回動いていれば稼働率 70%、500 回稼動なら 50%とすればよい」と考えたが、
これが、瞬間観測を用いたワークサンプリング手法の登場の動機だった。
ワークサンプリングの原理は図 10-10 に示したが、選挙やテレビなどの視聴
率調査、市場調査や各種実態調査などにも使われているが、母集団と呼ばれる
対象から、①ランダムにサンプルを抽出する。②ある必要数集めたサンプルの
比率を見る。③統計理論を用いた算式からデータの発生確立と信頼性を評価し、
目標に見合えばサンプリング終了とする、という手続きで母集団の内容をほぼ
正確に推定する手法である。

母集団

標本
ランダム抽出

統計の理論式
既に統計では証明済みだが、誤差、
事象の発生率と観測回数の関連で
下式で関連が成立することが証明
されている。

ｅ＝絶対誤差
Ｐ＝事象の発生率
n ＝観測回数

e ＝ 2σ ＝ ２

Ｐ（１－Ｐ）
n

【参考例】

選挙の当選確率、視聴率やアンケートなどに、この手法が広く 活用され
てきたが、実務面でも、データの信頼性は極めて高い内容であることがわかっている。

図10ｰ10 ワークサンプリング法の原理
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おさらい 4 台の設備の稼働率分析について
図 10-11 の左側には、4 台の設備に対し、色がある＝稼動中、白抜き＝不稼動
を示している。また、横線で示した時刻のライン（相互の間隔がレンダム性を
意味する）の回数を集計して、1 台づつ測定した場合の連続観測値と比較して下
さい。
実状（時計観測結果） ランダム観測
の状況
A
B
C
D
①
②

ランダムサンプル結果記入表
正味作業

余裕

①
②
③
④
⑤

③

⑥

④

⑦
⑧

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

⑨
⑩
計

正味時間

余裕

WSの結果
時計分析

６３，８％

３６．３％

図10-11 WS法の時間分析への応用
図 10-11 を参考に、製造現場でワークサンプリングを余裕率策定、設備稼働
率測定などに適用する時の手順を作成して下さい。
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【おさらいの要点】4 台の設備の稼働率分析について
ワークサンプリングによる、稼働率解は図 10-12 となるが、時計分析でなく
ても近い精度で測定可能であることがわかる。また、ワークサンプリング法に
よる、一般的な稼働率や余裕率測定の手順は下に示す手順のようになる。
ランダムサンプル結果
ランダム観測
の状況

実状（時計観測結果）
A
B
C
D

正味作業

余裕

①

３

１

②

３

１

③

２

２

④

４

０

②

⑤

１

３

③

⑥

３

１

④

⑦

２

２

⑧

３

１

⑨

２

２

①

⑤
⑥

⑩

２

計

２５

２
１５

⑦
⑧
⑨
⑩

正味時間

余裕

WSの結果

６２．５％

３７．５％

時計分析

６３，８％

３６．３％

図10-12 WS法の時間分析への応用

ＷＳ法 演習問題
手順１ ： ランダム時刻表を作成する。
手順２ ： １日の観測回数を決める
（担当と廻るルートを決める）
手順３ ： 頻度分析する → まとめる
（同時に問題も探り、改善を考える）
手順４ ： １日の生産量と作業時間などで
データに矛盾が無いか否か確かめる。
（日々集計する）
手順５ ： 頻度表やグラフにする
（改善案を示し、データーでバックアップする）
手順６ ： 現状把握と改善具体化を図る。
利用例： 機械稼働率
人に関する仕事の余裕率設定
~ 事務改善、マーケティング解析まで
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（５）人機械分析について
工程分析は作業や工程の改善には有効だが、欠点は時間の長さが目で見て、
わかり難い。そこで、この種の対策には人－機械分析が有効となる。また、そ
の内容は図 10-13 のようになる。すなわち、縦軸に時間軸を示し、黒く色がつ
いたところが正味（仕事）、白抜きとガタガタした線が手待ちのムダを示すが、
この例では時間減に続き、4 名作業が 3 名ですむことがわかる。

改善②：作業者Dの
仕事をBかCが担当！

改善後

０

時間（分）

改善前

１

ヒーターを
取り外す
２

ヒーターを
取り外す

蓋をゆるめる つなをかける

ヒーターを
修理する

触媒の検査
と調整

蓋を取りさる

蓋をゆるめる つなをかける
ヒーターを
修理する

蓋を取りさる

３

触媒の検査
と調整

４

蓋をかぶせる

５

蓋をしめつける つな取りさる

６

作業者Ａ

作業者Ｂ

作業者Ｃ

問題：手待ち時間ばかりが
目立つ状況

蓋をかぶせる
ヒーターを
取りつける 蓋をしめつける つな取りさる

改善①：
スタートの
待ちを無くす

ヒーターを
取りつける

作業者Ｄ

触媒の検査
と調整

作業者Ａ

作業者Ｂ

６分→４分
（３３％減）
作業者C

作業者D

改善①で手待ち時間の減を進めた。
改善②で多能化による手待ち時間の減
と少人化を図った。

図10-13 人-機械分析の応用による手待ちの改善
ここで、さらに、人－機械分析を発展させた内容として、
『多工程持ち』への
応用について解説することにする。ここではケーススタディを用いるが、現在、
図 10-14 に示したように、「X、Y の 2 台の設備があり、2 名の作業者が仕事し
ている。製品は X で作ったものを Y で仕上げるが、1 人で 2 工程作業に改善し
て欲したい」という対策を図る例を紹介することにする。なお、図の上部に示
したように、後工程は 4 回に 1 回前工程に製品を取りに行くが、10m もあるこ
の距離はゼロ化して良い。また、現在、X と Y を同時に出来る多能機はあるが、
高価で変えない。さらに、X と Y の間に 1 個のつくりだめは許すなどの条件の
もとで、1 人 2 工程持ちを実現して欲しいというのが、この改善の要求だったと
仮定するが、解析結果は表 10-2 となる。なお、設備 Y に材料をつけたままにし
ておくと、2 サイクル以降の繰り返しからの開始となる（この例では、時間に隙
が無いように見えるが、標準時間には余裕率が含まれており適正なゆとりが含
まれる）。
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設備は自由に移動できる
設備 X

設備 Y

現在 10m 離れている
A さん
B さん
① 取り付け 0.5 分/個
① 取り付け 0.5 分/個
② 機械加工 1.0 〃
② 機械加工 0.5 〃
③ 取り外し 0.25 〃
③ 取り外し 0.25 〃
④ 検査
0.25 〃
⑤省略可能な材料運び 1.0 分/4 個
現状の作業状況
作業者Aと設備X
作業内容

人

作業者Bと設備Y

機械 時間（分）

材料をXに取り付け
稼動
手待ち

１

材料をXから外し
新たに取り付け

２

手待ち

３

作業内容

材料をXからYへ
運ぶ（4個に1回）

人

機械 時間（分）

１

Yに材料取り付け
稼動
手待ち
材料を外し
検査
Yに材料取り付け

２

３

手待ち

材料をXから外し
新たに取り付け

４

手待ち
５

材料を外し
検査
Yに材料取り付け
手待ち

1サイクル1．75分

４

５

1サイクル1．75分

【記号の意味】
人の仕事（取り付け、取り外し）

設備の稼動

材料の運搬（レイアウト変更すればゼロ化可能）

図 10-14

検査

改善前の 1 人 1 台持ちの状況(人－機械分析結果)
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表10-2 分析結果
作業内容

人

機械 機械
X
Y

時間
（分）

材料をXに取り付け～稼動
材料をYに取り付け可動

１

手待ち
材料をXから取り外し
次の材料をXに取り付け～可動

２

Yより材料を外す
次の材料をYに取り付け
Yの材料を検査
材料をXから取り外し
次の材料をXに取り付け～可動

３

４

Yより材料を外す
次の材料をYに取り付け
Yの材料を検査

５

以下、同じ（繰り返し）

【参考例】人－機械分析には他にも多くの表現方法がある。図 10-14 に一例を
例示したが、この表現方法も多工程持ちの検討にはよく用いられる
ので、参考に願いたい。

No

作業内容→時間（分）

①

素材取り

②

設備Aへ取り付け外し

③

設備Ｂ

同上

④

設備Ｃ

同上

⑤

設備Ｃにて検査

⑥

設備Ｄへ取り付け外し

⑦

設備Ｅで仕上げ加工

5

10 15 20

検査 設備Ｄ
設
備
Ｃ

⑤

25

設備Ｅ

⑥

30 35

40 45

加工済
品
置き場

⑦

設備Ｂ

②

設備Ａ

55

作業

60 65

70

75

80

85

移動

１個流しで多能化生産

④
③

50

①
素材
置き場

① 流れのスピード化（ＬＴ減）
② 仕掛低減
③ 工程内品質保証体制
以上の活動を通して人材と改善の
育成・高揚を図る

図10-15 多工程分析の表現方法の例
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（５）現場で活用する VE 手法について
VE は米国・資材担当マイルズ氏の発案が発端で出来た手法である。第 2 次世
界大戦の頃、マイルズ氏は耐熱材の調達に苦労していた。ドイツから現在は使
用禁止だが、耐熱に有効なアスベスト材の入手が全く出来ずに困っていた。資
材調達は国防省の規定に従わなければならないことも制約になっていたが、彼
は、この制約を除外して耐熱材を探さなければ、この問題は解けない。そこで、
この制約を外し、
「あらゆる耐火材を探す」としたわけだが、鉄板に塗装した代
用品を始め、安価で同等以上の材料を発掘し、提案した。この考えは、その他、
多くの資材に適用した結果、国防費を大きく低減する結果まで生んだ。やがて、
VE は軍の調達規定に VE(Value Engineering：価値分析)の名で登録され、その
後、産業界に大きく広がると、同時に、製品開発・設計分野で活用が盛んな手
法のひとつである。
VE には専任チームが行う原価改善は、その扱いを専門書にゆずることにして、
ここでは、製造現場で簡単、効果的に使う方法を図 10-16 に例示した。具体的
活用は、図の左側に示した質問に応じて答えを出しながらアイデアを得るとい
う手順をたどりながら効果的なアイデアを追求するという内容が『現場 VE 活
用法』の要点である。

ＶＥの質問
手
順

ＶＥの質問

１ それは何か？

V= F / Cは１００
例

現状

ネクタイピンである

２ それは何をする？ ﾈｸﾀｲとｼｬﾂを固定する
３ その値段は？

10,000円／個である

４ その価値は？

ﾊﾞﾈとｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞが本来の
価値、100円程度だよ！

５ 他にその働きをす のりづけ、ピン止め、洗
るものはないか？ 濯ばさみ、ｸﾘｯﾌﾟ、・・・・・
６ その値段は？

ｸﾘｯﾌﾟ１円、洗濯ﾊﾞｻﾐ・・・

７ 要求を満たすか？ ｸﾘｯﾌﾟ改造で100円でＯｋ．

名詞＋動詞で
真の要求を把握
徹底的、異分野
からもｱｲﾃﾞｱ収集
最良案抽出
ＶＥ
ｸﾘｯﾌﾟ改造型ネクタイピン

図10-16 スピードＶＥと製品・部品の改善
この例はネクタイピンを例としたものだが、最初の質問は現在目前にしてい
るものや仕事を対象にするが、手順 2 の質問で「名詞＋動詞」で、その物が持
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つ機能、すなわち、果たすべき役割の明確化を図る。次に、現状の価格をつか
み、目的に照らして、真の価値を生む内容だけで抽出するわけだが、VE の特徴
は図 10-17 に示した右側の見方で原価を見る。また、ブレーン・ストーミング
のような、①批判禁止、②質より量、③他人のアイデアに便乗歓迎、④自由奔
放などの条件で自由に、制約なくアイデア発想法を行うことが特徴になってい
る。先の図 10-16 の例でも、手順 4 で基本（本来）機能である内容を明確にし
て、手順 5 で、当然切り捨てられるアイデアを記載しているのは、このような
アイデア発想法を使うことがなされた例である。その結果、この例では、高級
なネクタイピンに対して、書類を留めるクリップに多少の飾りをつけたネクタ
イピンの創出を果たした例だが、ネクタイピンとしての役割は安価で同じ役割
を果たす内容が 100 円で実現させた例である。なお、VE では V=C/F という算
式で改善前後の価値を金額で評価する算式が使われるため、この場合は 100 倍
の価値を得る改善となった例となっている。

VEは、通常使われている原価構成を用いて、制約条件の中でアイデアを求める一般に活用され
ているコツコツ改善とアプローチが全く異なる。VEにおいては、まず、物や仕事を機能としてとらえる。
真にその物や仕事が持つ内容を「名詞＋動詞」で把握した後、徹底的にアイデアを求め、どうしても
必要となる顧客の要求や製造上の条件を追加して最終原価を求める方式で具体化出来る案を求め
て行く。その結果を改善前原価：F÷改善案の原価：Cという形で比較して改善効果を見る評価法も
VEの特徴である。

VEの評価式

一般的な見方
利益

原価

・
○

○
エネルギー費

人件費

Ｖ＝Ｆ（機能・働き） ／Ｃ（ｺｽﾄ）

ＶＥの見方
売値

不要機能

ＶＥ原価
低減額

製造機能
顧客要求機能

材料費

本来機能

図10-17 経理的原価分析とVE原価分析の差異
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【参考事項】VE と共に活用されるアイデア発想法について
改善にはアイデア発想が必ず必要になる。そこで、アイデア発想法について
簡単に解説することにする。図 10-18 には、世界で有名な各種アイデア発想法
の主な内容を例示したが、アイデア発想法には、イメージを頼りに、また、リ
ラックスした環境を整えて大脳に蓄積された情報を上手に引き出すイメージ利
用の方法から、チェックリストを利用して、それをヒントにアイデアを引き出
す方法まで多くの方法がある。この中でよく使われる手法が BS（ブレーン・ス
トーミング）法があり、ここで簡単に解説を加えることにする。BS 法は数名の
方が集まり、テーマを決め、自由にアイデアを出す方式だが、①質より量を求
める。②自由奔放煮出す。③批判禁止というルールの基で行う。④他人のアイ
デアに便乗歓迎と定めてアイデアを出す。要は、評価しないで、とにかく、ア
イデアの数が多く出ることを推奨するわけだが、この方式を実際にルール通り
に行うと、
「こんなアイデア役に立つわけがない」というアイデアがヒントにな
り、会話や検討領域を広げる。昔、それに似た経験から、有効なアイデアを得
る。自由で明るい雰囲気が「少し問題があるかな？」と思った意見を出した内
容を、他の方が、それをヒントに問題解決の糸口を与え実現に向かうアイデア
を得たり、過去、適用してうまく行かなかった事項の提示が、技術の進展で問
題解決へ向ける案となることもある。このように、一種の遊び的な討論が思い
がけないアイデア～実現可能策の提示となる例が多いため、製造現場における
各種対策案創出が必要な場で、基本技術として用いられてきた。

イメージ利用
イメージ利用 ・・自然見学法
自然見学法
・夢想記録法
・夢想記録法 ・催眠法
・催眠法

？

常人が理解
できない人

類似手がかり発想法
類似手がかり発想法

・BS法
・BS法 ・ゴードン法
・ゴードン法 ・NM法
・NM法
・水平思考法、異分野見学法
・水平思考法、異分野見学法
・・・・・・・
・・・・・・・

空想の世界

偶然を手がかり発想法
偶然を手がかり発想法

・カタログ/文献調査法、
・カタログ/文献調査法、 ・犬も
・犬も
歩けば・・・法
歩けば・・・法 ・入/出力図化法
・入/出力図化法

天才

分析を用いた法
分析を用いた法

Good Idea！
発想法を頼りに

・ゴードン法
・ゴードン法 ・KJ法
・KJ法 ・IE/VE法
・IE/VE法
・現場観察法
・現場観察法 ・モデル発想法
・モデル発想法

凡人

経験手がかり法
経験手がかり法

俗世

・ﾁｪｯｸﾘｽﾄ法
・ﾁｪｯｸﾘｽﾄ法 ・利点・欠点法
・利点・欠点法
・特性要因分析法・・・・・
・特性要因分析法・・・・・

下手すると
落ち込む現象

図10-18 一般的なｱｲﾃﾞｱ発想法のすべて
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ちょっとチャレンジ 古新聞紙の活用アイデアについて
VE はアイデア創出が決め手となるが、「使用済みの新聞紙活用」をテーマに
できるだけアイデアを多数あげてください。
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【アイデア発想の例】古新聞紙の活用アイデアについて
ちょっとチャレンジということで、アイデア発想を願った古新聞の活用に関
するアイデアの例を図 10-19 に例示した。いかがであろうか？おそらく、読者
の皆様が知らないアイデアは無いのではないだろうか。このように、演習的に
アイデア発想を行ってわかることは、頭の中には多くの知識が入っている。だ
が、引き出すには何らかの環境づくりや、手続きが必要となることがわかる。
そこで、この種の問題対策にアイデア発想法が開発され、産業界で活用されて
きた。
紙の持つ機能を活かす
再生紙として利用
・ちり紙交換
・段ボール材料
・トイレットペーパー
の代わりに使う

他の紙への転用
建材の一部
・壁紙
・障子の補修

・玉入れの
ボール
・花火の型

・型紙
・行燈の紙
・紙テープ
・しおり
・メモ用紙
・ブックカバー
・折り紙
・・・・その他

燃料の転用
・のろし ・火付けの材料
・きざみたばこのまわりに巻く
・火薬の芯

防音特性の
利用
・雀卓のマット
代わり
・口ふさぎ、
耳栓

光を遮断
・電灯のかさ
・果実のおおい
・日焼け防止
・日よけ

・やけど防止
・腹巻き
・服の中に入れ
保温
・死体をつつむ
・バッテリーの保温
・布団の代用
・魚をつつみ
いたみの防止
・ドライアイスを
つつみ保温

やはり紙として転用

特性を利用した活用

機械的特性の利用
板の代用

板の代用

・団扇の代わり
・ちり取り 〃
・割れガラスの
補修
・固めて下敷き
（ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ）
・学園祭の部屋
の仕切り

・団扇の代わり
・ちり取り 〃
・割れガラスの
補修
・固めて下敷き
（ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ）
・学園祭の部屋
の仕切り

・ゴキブリ退治、 ・丸めてメガホン
・こよりにして耳掃除、 ・バットの
代用 ・バーベルの代わり

芸術品への利用

・大工道具の包み紙
（さび防止、ケガ防止）
・紙コップ ・油をしみ込
ませ包丁をまく

花見のシート

棒の代用
・灰にして肥料

教養としての活用
・字体の見本 ・図やグラフの切り取り ・新聞
記事の切り抜き ・外国人の日本語勉強教材
・過去に遡って勉強 ・天声人語を集める
・かみ切りの練習 ・教養をひからかすために
持ち歩く

防音特性の利用

・紙粘土の材料
・ダルマのはりぼて
・花瓶のまわり材

梱包の代用

情報の記録

・八百屋の包装紙
・干物の包み紙
・弁当の包み紙
・貼り合わせ袋

・ヒマつぶしに読む
・過去の天気の調査
・連載小説を切り抜き
本にまとめ

吸着紙の活用
ゴミ吸着
・汚れた風呂の
表面のアカとり
・メガネふき
・窓ふき紙
・クツの敷紙
・キセルの掃除
・ぬれ新聞で割れ
たガラスの吸着
・お茶がらの代用

液吸収能力
の活用
・おむつカバー
・鳥かご下敷き
・湿ったクツの
吸湿
・鼻血止め
・エプロン
・習字の練習紙
・鼻紙代用
・天ぷら下敷き

その他
・野球の
ベース
・紙飛行機
・落とし穴
のカバー
・ニセ札の
材料
・ポストに
入れ居留
守用
・・・・
物差し

図10-19 「新聞紙の使い方」アイデア創出例
ここで、BS 法活用により革命的なアイデアを得た歴史的な話を紹介すること
にする。過去、ヘリコプターは開発されたがライト兄弟が航空に成功した双型
翼の飛行機にスピードがかなわないため、低い性能のまま放置されていた。そ
のような時、米国で雪が電線に附着して切れるという事件が相次ぎ、この対策
に困っていた電力会社は、当時、普及が開始された BS 法を用いた。だが「鳥を
電線の上に羽ばたかせる。
・・・・」といった、面白いアイデアだが、とても電
線の雪を除去するために役立つ案を得ることは出来なかった。このような時、
このメンバーは「鳥を羽ばたかせる」を選び、
「どうだろうか、あの、下にやた
ら強い風を送るヘリコプターを利用しては？」という案に変換した。当時のヘ
リコプターは山や谷を自由に操縦して飛ぶ性能を持っていなかったが、この案
を活かした結果、降雪は成功、現在、我々が見るヘリの実現となった。
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１０－２

ビデオ活用によるスピード現場改善

IE 改善のステップは図 10-20、また、ここには図 10-21 に示した工程分析を
併用した改善の活用が必要になる。要は、一回、紙と鉛筆を使って改善手法を
学べば、体を動かす毎にムダはわかるはずであり、改善のスピード化対策上、
ここに映像＋時計機能を持つビデオの活用は有効である。
【 IE改善の基本ステップ】

ＩＥ手法

最初に行うＩＥ教育

時計分析 → 紙と鉛筆で資料づくり

現状分析
時間分析
創案・テスト
技術改善・標準化

打ち合わせ～資料づくり

改善案
づくり

改善スピード化対策

ＩＥセンスを現場活用
１，体を動かせば、要素分割を見て、
○正味以外はムダ！とわかる
工程分析的なムダ： ◇検査、→移動、▽待ち

２，ビデオ（写真、PC併用も可）による
スピード分析で時間分析と改善効果把握は
可能

図10-20 ビデオ活用によるＩＥ改善のスピードアップ
【仕事の分析：要素分割方法】
○：正味＝￥になる仕事か？
→：移動（運送業者なら意味ありだがね！）

改善手法
仕事は４つの記号で把握
Ｅ（省略）
Ｃ（結合・統合）

□：検査（仕事が確実、不良ゼロなら不要では？）

Ｒ（置き換え）

Ｓ（単純化→自動化）
何も付加価値
を生まない
ムダは、全て
無くす！

▽：待ち（在庫、仕掛かり、人と設備は手待ち）
ロス
マネー

図10-21 工程分析とムダ排除
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過去、図 10-21 の左側に示した、
『セル生産』のひとつの形として『屋台や方
式』というものを Y カリスマ・コンサルタントが産業界に紹介したことがあっ
た。ここでは、
「魔法の生産性、組立製品は部品倉庫の中に、町の屋台のように
組立製品を人の周りにならべ、努力願えば 3 年間で 3 倍もの生産性が得られ
る！」という形で、その内容が紹介され。特に、K 社のコピーマシンの組立事
例がテレビで紹介されたということもあって、多くの企業が真似た。このため、
「一流企業が取り組む手法だから、必ず効果がある」と信じ、この形を真似た
企業があったが、そこでは、
「コンベア生産は悪、セル生産こそ生産の本来」と
いうことでコンベア廃止～屋台やへの切り替えがなされた。だが、そこには IE
の活用はなく、単なる真似だったため、多くの失敗事例が発生した。
「では、そ
の秘密は？」となるが、IE 手法で分析すれば、
「なぜ生産性があがったか？」と
いう秘密は簡単に解ける。要は、手や体を動かす動線を屋台や方式に入れて見
ればムダが多い作業であることがわかるからである。図の左側にはムダな動線
を示したが、このように、科学的に分析すれば、何も 3 年もかけて 3 倍の生産
性は必要無い。要は動線を減らせば簡単に生産性が 3 倍程度になることがわか
るからであり、さらに、右側のように改善すれば、この屋台や方式自体、改善
されたものより 1.3～1.5 倍程度生産性の高いセル実現が出来るからである（ち
なみに、Y 氏はもと新聞記者なので、この種の手法は知らないようであり、作
業者のやる気と気合いを重視していた。また、半年毎に新型機種にモデルチェ
ンジする際に行う改善内容には何も触れていなかった）。

改善前
立ったり座ったり

これは、必要な時、必要な組み立て部品をターンテーブル
で提供した改善例では半分以下の組み立て時間で最初から
セル生産を実現した例である。IE手法で解析すれば、屋台や
方式がなぜ生産性があがるか？もわかる。だが、最初から
右側方式とすべきことも明白となる。
同じようでも
随分違うわ！

改善後

あちらと思えば、また
こちら・・・疲れる！

正確な
サイクル
タイム生産
も実現！

必要な部品、工具はいつも同じ場所から
順番に、取り、最短・最早の方式でリズミカル
な生産を進めるべきである。

図10-21 「屋台や方式」のムダと改善
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IE の基本は、最初は紙と鉛筆で習う。だが、一度、基本を経験した後、実務
で IE を活用して行くには、ビデオを用いた分析～改善法の適用の方が一般的で
あり、早く、効果的である。そこで、一般例だが、その差を表 10-1 に示した。
表に記載したように、スタッフの方や現場管理者の方が時間分析を行う場合、
ベテラン作業者に測定の意義を話してからビデオ撮影を行うわけだが、一般に、
鏡に面して仕事する作業で無い限り、作業者が自分の仕事はイメージの中で行
うので、実情はわからない。この現象はゴルフを行う方が、自分が玉を打つ格
好が見えない状況と同じである。当然、人の顔を撮るのではなく、仕事を撮る
わけだが、まず、理想－現実＝改善ギャップという思想で見ると、そこに改善
点が多く発見され、観測者と共に改善を図る。ビデオが持つスロー解析で詳細
な改善点をとらえる。ベテラン同士の仕事を比較してベスト・ウエイを見つけ
る、などといった測定以前に多くの改善が、客観評価という形で行われること
は、ノウハウの解析～伝承にも役立つ例が多い。

表10-3 時計＋紙と鉛筆と、ビデオ利用のIE分析の差
No. 比較区分（項目）

時計と紙・鉛筆によるIE分析の場合

１

作業分析

① 分析には特殊な解析用紙が必要
② 失敗防止のため分析訓練が必要
③ 作業分析とともにレイティング必要

ビデオ利用によるIE分析の場合

２

時間測定

① 連続観測の場合、作業内容の確認 ① ワンサイクル程度の測定で十分
ができないので、後で確認が必要
（多い場合も3サイクル程度の撮影）
② １：１の分析が必要
② 必要に応じて、数作業撮影可能

３

改善追求

４

改善資料作成

① 手書きのため資料づくりに時間が
かかる
② 絵や写真撮影などが必要になる

５

標準化

① 改善発表～確認の後、標準書は別 ① IT併用で作成～改定が容易
途作成とする場合が多い。
② IT活用の標準書の場合、動画の提
供も一部には可能。ITのクリック機
② 改定や追記に難点が多い
能で作業実績収集も可能

① 作業を確認し、最適な場合を撮影
② 机上で作業者と共に確認して分析
③ 何度も再現できる。

① 机上討論で図や資料づくりが主体 ① パントマイム方式を利用すれば、改
善案は実施～ビデオ再現で可能
② 改善案の是非には何度も現場に通
② 改善案の見積もりはビデオのカウ
う必要が生じる。
ンターや時計で可能
③ 改善後の時間は想定で見積もる
③
音声と画像で、問題点を集めるの
④ 改善案には現場関係者の確認が
で改善追求の漏れが防止される
事前に必要になるケースが多い
① 改善前後の図や絵はビデオで撮っ
た映像の一部がそのまま活用可能
② 音声利用も可能であり、手書きは
1/10程度となる例が多い

表 10-3 はこのような改善に加える形で作業測定面での比較がなされているが、
特にビデオが有効な点は、①最大、3 サイクル程度の作業測定を行えば、この種、
改善～標準時間に必要な内容が何度でも再生できる（一般にワン・サイクル十
分）。②音声利用やスローモーション、ビデオに内臓された時計やカウンター機
能で時間が正確に測定できる。③改善比較もパントマイム式に改善前後の内容
を撮り、再現しながら、大まかな改善見積もりが可能であるという有利な点を
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挙げることができる。図 10-22 と写真１はそのような対策を図った事例だが、
この例は、正に表 10-3 のような形で、スピード改善効果を進めた例である。
分析と同時に持つ
問題意識の例
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！

工程B

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・・・
工
程
Ｃ

３，改善案を段ボール、机で
作成、模擬レイアウトで改善
材料

工
程
D

工程A+B

工程Ｂ＋Ｃ

工
程
Ａ

パンとマイム改善
を実施するポイント

１個流しも
よく見ると

改善実施後の
イメージ
材料置き場

製品

製品置き場

図10-22 ビデオ利用によるパントマイム改善のイメージ

海外の工場で適用したパントマイム改善事例を紹介することにする。この写真は、電気部品の組立
工程の改善である。左側の写真は現状の作業、中央はその内容をそのまま段ボールと、机を用いて
再現した内容、そして、右側は改善内容である。全て、ﾋﾞﾃﾞｵで撮影、改善効果もﾋﾞﾃﾞｵ内蔵の時計
を用いて行ったが、この案を実践の結果、当然、スピード改善成果を得た。

写真10-1 パントマイム改善事例の紹介
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１０－３

セル生産と変化対応対策

（１）日本でセル生産が求められた理由について
日本産業は市場変化の激しい対応にさらされている。製品ライフサイクル短
命化がこの背景にあるが、図 10-23 に示すように、この状況に『産業界の 6:3:3
性』という名がつけられ、変化対応、切り替え生産に対し、小回りの効く生産
ユニット化を多能化と共に図る対策が多くの企業で取られてきた。この、変化
対応生産ラインをユニット・セルというが、仕掛かりを持たず、短い生産リー
ドタイムによる生産対応を図る手段として、現在は多くの企業での適用が図ら
れてきた。この状況に伴う影響はすでに図 1-7 と 7 でも示したが、市場が要求
するタイミングで生産出来ない製品を市場に出すことは、売れない～不要資産
滅却に伴う大きな損金を招く結果につながる。このため、変化対応を図る一手
段として、例えば、工場の最終工程である組立ラインを小さなセル・ユニット
を新製品対応する仕組みが世に注目されてきた。セル生産の場合、多工程をベ
テラン 1 人、または、数名生産で当たる方式が採られるが、製品の切り替えや
ラインの組み替え、配員の交代などもフレキシブルなので「変化対応に有効！」
という利点が各社の注目を得たわけである。
売れる見込みで
生産 → 在庫

＋← 金 額 →

製品ライフサイクルの短命化の状況
立ち上げ～
ピーク
３ヶ月

終了まで
３ヶ月

納倉～在庫
生産

マイナス

新製品開発６ヶ月
JIT=ｼﾞｬｽﾄｲﾝ･ﾀｲﾑ生産
の必要性は市場のタイミング
に合わせたものづくり

在庫

入金
なし
① 製品モデルチェンジ
② 時代に合わない
③ 他に転用も効かない

変化対応セル生産への用件
① シングル段取りのような簡単な
製品切り替えが必要とされる。
② 優秀な多能化要員を駆使した
自工程品質保証＋スピード・効率
的生産方式が必要
③ 新製品の早期・垂直立ち上げが必要

だから売れない
売れ残る

上記の問題の回避の必要ニーズ

図10-23 セル生産を必要とした変種・変量時代背景
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（２）過去、盛んに各社で行われた『セルとコンベアの比較』について
一般論として、セル生産を論じる場合、セル生産とコンベア生産の比較がな
される例が多い。だが、ここでは、一般比較であり、適用に際しては、あくま
で、現場作業を IE 分析、また、従業員のレベルなどを配慮した後の決定をすべ
きだが、IE 手法による個々の改善の追及がなされないまま。表 10-4 のような比
較論議が各社で盛んに行われた時代があった。その後、セル生産を形だけ真似
て失敗する例が多発した。
「だが、要は、IE 分析でムダの無い生産こそが重要で
ある」という反省と、
「一人で全てをこなす万能選手づくりに、時間をかけて行
う方式も良いが、人には得意不得意があり、得意な仕事を数種受け持ち、数名
の作業編成で最も効率よい組み立て編成をすることが実務的であり、仕事の習
得も速い！」という当然ともいえる考えが自然発生的に生まれ、現在は両者の
組み合わせ方式(ハイブリッド式)が一般的となった（だが、この経過の前に、IE
を用いてハイブリッド式を提唱していたが、この言が一般的になるまでには数
年かかった）。この種の意味の無い議論や取り組みが産業界には時々あるが、こ
の種の内容に対し、第一線監督者の皆様は、常に正しい判別をお願いしたい。

表10-4 セル生産とコンベア生産の比較
比較項目

コンベア生産方式

技術習得

○単能工教育なので早い。

△多能化教育が必要、時間が掛かる。

セル生産方式

製品変更への
対応性

△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。

◎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）

仕掛とL/T

△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。

◎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。

作業性
（作業速度）

△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
○JITで作業点毎に直接投入できる

△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。
△準備の人が余計に必要になる
○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。

品

質

○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

士

気

○/△ ライン運営リーダーに左右される。 ◎優秀セルは高い意欲が得られる。

機種数

△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。

設備費用と
スペース

△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。

○最初からコンパクトにつくるので問題
は少ない

【注釈】一般的比較は上表となるが、現在、多くの企業でハイブリッド式（相互の合体式）が使われる。

注意すべき内容の解説をすることにしたい。セル生産の導入と優位性を主張
した企業が共通に抱えていた問題の中に、コンベア・ラインの切り替えに長い
ものは 1 ヶ月もの時間を要するというものがあった。当然、シングル段取り（10
分以内の製品切り替え時間）ができないコンベア・ラインは、切り替えまで、
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多くのムダと在庫や仕掛りを抱えることになる。だが、図 10-24 をご覧願いた
い。セル生産が騒がれる頃、この JMA が推奨するコンベアの生産性向上改善キ
ーを利用して、半年で 2．6 倍もの生産性向上を果たした例が多くあった。しか
も、仕掛りは極小、製品変化にも柔軟に対応したわけだった。従って、産業界
にこの種の『はやり病』的な手法が登場した場合、読者の皆様は、その種の内
容を正しく判断することが必要になる。

停止時間
の減

コンベア
ライン
生産性
向上

サイクル
タイム
短縮

・立ち上げの遅れをなくす。
・新人や作業の乱れによるロスをなくす。
・製品切り替えによる手待ち時間をなくす。
・設備故障、チョコ停をなくす。
・その他（指示待ちなど）の停止をなくす。
【付随作業のムダの減】。
・調整作業のムダをなくす（治具、測定器、部品精度）。
・レイアウトなど、運搬のムダをなくす。
・取り置きのムダ、探すムダ、手を動かす距離の減、片手待ちのムダ対策を図る。
・人－機械の干渉を無くす(手待ちのムダ減）。
【編成ロスの低減】
・工程毎のアンバランスを改善する。
・作業者のスキル向上、応援多能化による微小停止ロスをなくす。
・欠勤者の減、応援、多能化体制をつくると同時に適正配置を図る。
【作業者の士気を高める】
・適正検査による最適人員配備、個人目標を持ち達成への援助を図る。
・集中度が維持する作業上工夫と休憩の取り方、を図る。
・グループ毎に指導者を配備、ゆるやかな競争と教育強化を図る。
【ラインの改善を常に図る】
・常にバランスロスをつかみ改善する。
・治工具、ローコスト設備の投入、製品設計上の改善を常に図る。

不良減
対策

・標準作業の整備～徹底、工程内検査、責任体制を図る。
・QTAT（Quick Turn Around Time)システムを廻し、３現主義で発生減不良対策する
・ガマン・難作業の改善～ポカヨケ対策を図る。

図10-24 組立製品系のｺﾝﾍﾞｱﾗｲﾝ効率向上の改善キー
ちなみに、『屋台や方式』だが、 過去、「セル生産こそが変化対応の一手段
であり、中国など 30 倍の人件費対応の秘策！」として宣伝されたことがあった。
だが、先に紹介した、K 社で宣伝されたセル生産で、「3 年間で 3 倍もの生産性
向上がなされた！」という内容も、常識的に 30 倍もの人件費をカバーすること
は出来ないはずである。ここには、①製品変化の激しい時代、品切れを起こし
た製品は買わない。②売れ残った製品は滅却損となる。③海外からの輸送費、
④海外に指導者が赴任する人件費や指導にかかる費用負担、⑤海外に指導に行
く優秀な人材が国内で次世代新製品の開発に集中できない（空洞化に伴う）機
会損出コスト。⑥離職率の高い海外生産の対策コスト負担。⑦その他、教育費
用、海外との連絡や視察、指導、海外の方々を国内によび、刺激を与えるなど
の対策、など、多くの条件を正確に分析した比較計算を見なければ、この種の
判断は出来ない。
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１０－４

新製品垂直立ち上げ対策

新製品立ち上げは、①事前検討を十分に行い、計画に従って立ち上げる。②
この時、未検討課題や新たに発生した問題は、全員の知恵を集めて事に当たる。
③立ち上げ終了後、②を①に持ち込む対策を図り、次の新製品開発～立ち上げ
早期化へ技術・ノウハウの蓄積を図り、更なる垂直立ち上げを図る、という対
策が「過去の教訓をフルに生かす対策」である。加えて、この種、新製品立ち
上げに当たって、目標時間なくムード的に進める対策と、ここまでに解説した
科学的アプローチの差は図 10-25 のようになる。

IEを用いた新製品
科学的立ち上げの状況

目標値
は不定

第５回

第４回

目標値

勘と経験、気合い
による立ち上げの状況

第
回

第２回

第１回

3

科学的標準時間にもとづく
達成度管理の状況、未達の内
容は時間分析結果と共に内容
は常に明確に示せる。

早い作業者

差が1.2
～
1.3程度と
なる

遅い作業者

目標値は
トップランナー
科学的根拠は？

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

図10-25 新製品立ち上げ、2種類のアプローチの差
古い話になるが、IE を用いたアプローチは PTS（Pre Determined Time
System）の創始者メイナード氏が具体化させた手法を用いたことが基本となる。
氏は IE エンジニアであり、テーラーやギルブレスのずっと後の時代に活躍した
した方である。メイナードはある会社で作業分析を専門に行ってきたが、会社
が倒産した時、米国で「組み立て製品に対し、組み立てる前から正確な時間の
見積もりが可能な方法の提唱」に大きな賞金をかけていたことを知った。そこ
で、彼は仕事に対する時刻表を作成して、この賞金を取得したが、何と、従来
の製品組み立て時間を 30%低減し、ベテラン作業者に公開して実施した時間は
∓5%というものだった。これ以来、新製品立ち上げは図 10-25 の左側の方式が
活用されることが産業界では常識となっている。また、新製品立ち上げ要件を
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挙げ、実務的に活用して成果をあげてきた A 社の例を図 10-26 に示し、その展
開内容の一部を図 10-27 に示したので、読者の皆様の参考に願いたい。
第１グループ：立ち上げベストウエイの構築
① ＰＥＲＴ： 垂直立ち上げスケジュール
の構築
② 過去のトラブル解析→ＰＰＡ対策
③ 目で見て解るＰ－Ｄ－Ｃシステムの適用準備
第２グループ： アウトソースのスキルＭＡＰと
即戦力・人材活用対策

第３グループ：
ＩＴ活用早期技術習得環境づくり

【固定／変動要員別スキルアップ対策】
① 次期立ち上げ製品で発生する
① 過去ベースで必要業務分析区分
仕事の予測 → カード化
② 固定的要員／変動的要員に仕事を区分
② 何度別分類と方策検討
③ ①＋②→スキル明示~５段階評価基準策定
③ ＩＴ標準化スピードスキルＵＰ対策
~教育・育成
技術・技能者のＩＴ登録・検索システム
モデルの作成~展開法を企画化
→即戦力
体制準備

検索例

（１） 特命プロジェクト
新製品、新技術
（２） 資格取得者
達成状態管理
（３） 技術伝承管理
（４） 海外指導者の
選定
（５） 人材発掘
・・・・・・

経営
目的

検索

将来 ・地域貢献（地域産業育成など）
活動 ・定年後の自活対策～部下育成

スキルＭＡＰ
個人技能
資格・ﾚﾍﾞﾙ
業績（実績）
・・・ など

技能A

技能Ｂ

技能Ｃ

中村

◎

○

○

佐藤

◎

△

○

◎

○

仕事
人名

山田

スキルのﾚﾍﾞﾙと対策
◎ ： 習熟
○ ： 教育訓練済み
△ ： 教育中

○○技術の具体化
□□新製品の実現
・・・・技能の伝承（リスク対策）

自己 ・目標技能ﾚﾍﾞﾙの達成
育成 ・自己育成・目標管理
・自己ＰＲ、魅力度向上
（個人の喜び）

佐伯

○

高橋

○

・・・・

△

古城

技能Ｄ

△

○
△

◎

技能Ｅ

・・・・・

技能Ｘ

ＩＴ利用ＪＩＴ新作業習得システム
構築~適用テスト~展開へ

△

◎

◎

○

△

◎

○

○

◎

図10-26 新製品垂直立ち上げグループの実施項目

【作成手順】

過去トラ
ヒヤット

：手順１~２は宿題事項

手順１：問題のリストアップ

第２グループ
着手内容

① 過去トラ（過去のトラブルや定着率などリストアップ）
② 手直しや教育訓練に時間が掛かった内容（ヒヤット項目）
③ 新機種に予想される不安事項

手順２：分類整理（機能､要素別） → 対策案策定
手順５：調整~実行準備

残余問題チェックリスト
① 再度実態調査
② 目標管理表（個人別作成）
③ 他のグループと調整~トライ~実務展開へ

手順４：具体的人名の設定

アイデアを活かす
準備

手順３： スキルマップ作成準備
① 製作工程の明確化
②対象製品に関する必要
スキルと難易度の設定
（重要項目順）
③ 固定的な要員の必要業務と
変動的な内容の区分を図化

① スキルＭＡＰに人名をカード
で割付て充当度把握（固定部）
② 不足内容の明確化と対策内容
の明示→問題として番地を書き、
対策検討（５Ｗ１Ｈ対策）
③ 変動部に①＋②を実施して対策案とする。

図10-27 スキルＭＡＰと即戦力・人材活用対策
【注釈】PERT : Program Evaluation Reviewed Technique の略称
PPA : Potential Problem Analysis（リスク対策手法）の略称
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１０－５

現場管理者とデザイン・イン対策

ここまで、IE を中心とした改善技術と、その活用法を『スピード改善』とい
う局面から解説してきたが、その目的は変種変量時代にあって、現場管理者が
実務的なテーマを目前にした対策を中心としてきた。特に、製品ライフサイク
ル短命化の時代にあっては、製造現場において、新製品受け入れ準備面で、①
シングル段取りやセル生産方式などの技術手段を駆使する。②多能化やアウト
ソースの活用など、人的にも変化に即応できる対策を図る。そして、③次に立
ち上げる新製品の状況をいかに、早期、かつ、充分に把握し、受け入れ体制と
共に製品設計段階からの各種事前検討対策を進めるべきか？という 3 点が重要
になる。
加えて、不良の 85%以上の問題を新製品が持ち込むという事実を知るならば、
単に受け入れ対策だけに注視するだけでなく、事前検討段階に現場の経験や意
見を生かす取り組みが必要になるが、この取り組みに『デザイン・イン』いう
名がつけられ、既に多くの企業で適用が盛んである。図 10-28 に新製品企画段
階から試作、新製品立ち上げ（受け入れ）時に検討すべき主要な検討項目を例
示したが、この種の詳細項目は ISO9004:2000（ガイドライン）には詳しく記載
され、製造現場関係者が上流に遡る形で多くの検討に参画する例が多くなって
いる。また、この種の対策は今後、益々、その重要度が増し現場関係者の参画
比率が増すと予想される（期待も多い）状況である。

・顧客ニーズ調査
・商品情報の調査
・技術戦略
・ライバルの動向
・・・・・・・

ｵｰﾊﾞｰ
ﾗｯﾌﾟ領域
①新製品構造図
②市場調査内容
③特許MAPと出願
④金型・治工具
⑤原価構成とVE
⑥QC工程図
・・・・など

KDR： （企画段階のDR)
ｲﾝﾌﾟｯﾄ

①
②
③
④
⑤

テーマの企画
研究開発設計構想（目論見）
特許・技術動向～リスク調査
サンプリング調査（確実性の追求）
商品化構想

KDR
企画構想案

SDR： (試作に至るDR）
① 技術・製品・顧客動向詳細調査
② 目玉となる技術・市場の明確化
③ 製品構想図の設計と審議
⑤ 図面化とVE
⑥ 製造・原価・販売面の主要な内容の決定
⑦ 試作と評価基準設定＋ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝの開始

PDR：生産DR（量産化の準備、新製品立ち上げDR）

図10-28 新製品開発とデザイン・イン検討項目
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表 10-5 に示したガントチャートには、図の右下に示したような多くの問題が
ある。このため、表の右下に示す問題を持つ日程計画に対しては、図 10-29 に
示す PERT 手法の活用が開発され、産業界でも活用が盛んになった。

表10-5 ｶﾞﾝﾄ･ﾁｬｰﾄを新製品開発へ適用する際の問題点
プロジェクト項目

No.

期

・
・
X

完了のﾌｫﾛｰ

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

日

（済）
(済）

担当△△
～

～
～ ～ ・・・・
・・・・・

ガント・チャートの利点

欠

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。

①
②
③
④

点

仕事の関連がつかみにくい。
重点・クリティカルな日程がつかめない。
総合的に日程計算する方法がない。
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。

【注釈】 一般に項目・担当・期限管理に有効な上表が使われているが、この表はガント博士
博士が考案した方式で、博士の名にちなみガント・チャートの名がつけられている。

→ ： 仕事と日程の長さを示す
仕事B

○ ： 仕事の区切りと時刻を示す。
： ダミー（仮の仕事）つながりだけを示す。

仕事A

仕事E
仕事G

仕事D
仕事C

仕事F

日程計算例
７

３＋４＝７
０＋３＝３

０

１

仕事B：4日

３
仕事A：3日

３

仕事E
：5日

仕事D
2日

２

仕事C：3日
７＋２＝９と
３＋３＝６の大きい方

７＋５＝１２
９＋４＝１３の
大きい方

１３

仕事G：1日

５
仕事F：4日

４
９

６
１４
１３＋１＝１４

最早開始時刻を□の中に計算して
入れるとこの仕事は14日間かかる
ことがわかる。

図10-29 PERTの表現方法と日程計算の例
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さらに、PERT では事前検討を十分行うが、ここに潜在化したリスクが目で見
てとらえにくい。このため図 10-30 に示す PPA という、リスク対策手法の活用
が併合されるようになったが、この図法は計画通り新製品を立ち上げるために
各社で有効に活用される方式のひとつである。
テーマ：○○迄に◇◇製品の売上○○％増強する

日程計画を策定する

リスク
の項目

考え得る
原因

P S 予防策と評価

緊急時策と評価

Act.

担当
期限
・・・・・
～フォロー内容

【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

PPAの記入様式の例
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
リスク低減内容を確認
P:問題発生の可能性の

日程厳守や
各種リスク
内容を想定し、
右の解析へ入る。

低下状況を評価する

S:重大性の低下をの状況
を評価する

図10-29 リスクのPPA対策様式の例（Potential

Problem Analysis)

過去、企業によっては、製造現場の関係者は、新製品開発スタッフが新製品
と立ち上げ計画を事務所で作成し、現場を指導しながら新製品立ち上げに当た
る、という方式が一般的だった。だが、現場力と IE など、新製品の状況、また、
現場の事情やノウハウを新製品の検討だけでなく、立ち上げ計画策定の時に組
み入れることは、多くの面で相互に有効な内容が多いことが各社で示されてき
た。このため、ここに記載したデザイン・インの取り組みが製造現場でも盛ん
になったわけだが、今後、この種の対策は益々、その重要の度合いを増すこと
が考えられる。この意味で、第一線監督者の皆様には、過去、スタッフの方々
の間で活用が盛んな PERT と PPA を、ここに記載した。
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【参考事項１】現場が使う改善手法の位置
スピード改善は IE、QC、VE をいかに効果的に活用すべきかとなる。そこで
現場改善手法の位置づけとなるが、図 10-30 の下の内容が現場で活用する手法
である。加えて、表 10-6 に示すように、改善には製造技術や自動化などの生産
技術、管理技術があり、幅広く、効果的な技術を選定から活用を願いたい。

ITや各種自動化技術を活用する分野
（EIEのデータを用い、経営戦略に
関与する各種問題解決を図る）

システム
IE
（SIE)

エンジニアリング
IE(EIE)

数学を基盤とした分野
ＭＩＥのデーターを駆使した
活動を主体に工学的に
問題解決を図る手法
ＯＲ，ＶＥ，ＰＥＲＴ手法など

現場のＩＥ
(ＭIE)

現場の経験
創造性を錬磨、実践
するために工学を使う分野
時間分析、工程分析、
ワークサンプリング法、
・・・・・

図10-30 IE手法、その活用域の区分

表10-6 製造現場で活用する代表技術一覧

製造技術
・化学平衡
・断熱
・熱伝導
・熱応力
・反応生成物
・反応速度
・化学平衡
・移動速度
・凝固温度
・融解熱
・圧力分布
・境界条件
・磁性度
・粘度
・剛性
・押し出し性
・鋳造性
・ヤング率
・・・・
・・・・・

生産技術

・有限要素法
・数値解析・制御
・特性曲線分布
・適応制御
・ロボット
・組立自動化
・センサー
・ＭＴＢＦ分析
・メカトロニクス
・レトロフィット
・ライン制御
・ＳＱＣ
・ＬＣA（Low Cost
Automation）
・ＯＲ（Operations
Research ）
・ＣＡＤ／ＣＡＭ
・ＩＴ
・・・
・・・・

・IE（Industrial
Engineering）
・ＱＣ(Quality
Control）
・ＶＥ（Value
Engineering）
・ＪＩＴ（Just Ｉｎ
Time）
・ＴＰＭ（Total Pre
Maintenance）
・ＧＴ（Group
Technology）
・ＤＲ(Design
Review）
・行動科学
・ＥＥ（Engineering
Economy）
・ポカヨケ
・ＩＲ（InformationＩn
Research）
・・・・・

管理技術の区分
・省エネルギー
・画像処理
・コンピュータ統合化
・フレキシブル・オー
トメーション
・シュミレーション
・ダウンサイジング
・ＴＯＣ（Theory Ｏｆ
Constrains）
・PERT
・ＫＪ法
・アイデア発想法
・ＣＳ（顧客満足度）
解析
・ＤＴＣ（Design To
Cost）
・オーダーエントリー
システム
・リスク分析
・・・・・
・・・・・

323

・TWI（Training
Within Industry）
・ＴＰ（Total
Productivity）マネ
ジメント
・ＶＭ（Visual
Management）
・ＭＩＣ（間接部門効
率化手法）
・コンカレント・エン
ジニアリング）
・財務分析
・ＴＡ（Transaction
Analysis）
・目標管理
・請負制度
・Ｆ(Forman）計画
・PPBS（Planning
Program
Budgeting System）
・・・・・・

【参考事項２】スピード改善手法の活用について
図 10-31 に示したように、スピード改善は、短時間で改善結果を得る方式で
ある。本書では、その基本要素だけを紹介したが、実際に適用する場合、各改
善手法の単独活用だけでなく、図 10-32 を参考に適用をお願いしたい。

成果創出状況

ホームラン
狙いの改善
小改善を
スピーディー
に実施した効果

期末

期初

これはイメージだが、大きな改善を狙って、ホームランよろしく長い時間をかけた改善が
あったとすると、図のように、期末に成果が出る。だが、これに対し、小改善をスピーデーに
次々とこなした場合と比較すると、図に示すように、成果はﾃｰﾏが完成してから出るわけで
あり（斜線の面積がその状況を示すが）、スピード・小改善がいかに経営効果に大きく効くこ
とがわかる。

図10-31 スピード改善の必要性

改善対象・手法分析表
経営効果
改善要素

納期 安全
時間 環境

物＝設計

SCM

設備

品質 ｺｽﾄ

ﾎﾟｶﾖｹ

方法

標準化

１ 設備＋品質＋ｺｽﾄ

→TPM（全員参加生産保全）
２ 情報＋納期 → JIT
３ 計測＋品質 → ﾎﾟｶﾖｹ
ＬＣＡ

人

４ 方法（改善）＋時間＋コスト
ＫＹＴ

ISO9000

応用例

ﾃﾞｻﾞｲﾝｲﾝ

ＴＰＭ

計測

情報管理

志気
提案

基本的改善手法
ＱＣ、ＩＥ、ＶＥ

ＪＩＴ

→ LCA(ﾛｰｺｽﾄ自動化）

５ 物（製品設計）＋提案

→ ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝ

ＩＳＯ１４０００

６ 人＋安全

→ KYT（危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）
７ 管理＋品質 → ISO9000s

・・・・・・・

図10-32 スピード改善手法のまとめ
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【まとめとして】

スピード改善に関するチェック事項
項

１

目

最近、組み立て職場ではセル生産の適用が盛んだが、この有効な
点は何か

２

屋台や方式という名のセル生産方式がある。部品倉庫のような中
に人を投入して、気づきとやる気で生産性が驚異的にあがる宣伝
がなされた例があるが、その秘密は IE を知るものなら簡単に絵
解きができる。では、なぜ、この方式が大きな生産性向上となる
のだろうか

３

紙と鉛筆、時計と記録用紙による時間分析は IE 取得の基本だが、
実務ではビデオ活用が有効である。その理由はなぜか

４

工程分析においては、ムダをどのように定義するか

５

ストップウッチ法を開発した F.W.テーラーが行った時間分析の
要点と問題意識は何か

６

ギルブレスが工程分析手法開発前に行ったレンガ積み作業におい
て彼は仕事をどのようにとらえ、改善する方式を創出したか

７

セル生産はコンベア生産に勝るか

８

新製品開発段階に製造現場のベテランが参画して行うデザイン・
インの要点は何か

９

新製品立ち上げ垂直化を図るための適用する、効果的な立ち上げ
スケジュール検討法にどのような手法があるか
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チェック欄

第11章
１１－１

生産管理と原価改善対策
生産管理と原価改善

（１）生産管理と原価改善の関係について
生産管理の様子を一覧すると図 11-1 のように描くことができる。
受注
予想
引
営業所
き
合
い 発注
・
注
本社
文
全社
ｼｽﾃﾑ

顧
客

受注
情報

管理・間接業務
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、・・・・
サービス
仕様把握
生産計画
進捗管理

標
準
化
ＳＴ・ＣＴ

ＣＰＵ室

技術管理部門

ＣＡＤ用
計算機

ＣＡＤＭ
技術計算

ＤＢ

技術標準

受注
フォロー

見込み
生産計画

計算ソフト
発注

商
品

日々生産管理
部品進捗管理
作業指示
各種実績把握

協
力
会
社

見込み
指示

生産管理
用計算機

経営
情報

製造ライン

見
積
書

負荷
進捗
情報

ＣＡＭ製作
・ＮＣ加工データー
・製造指示
・ポカヨケ

原材料
メーカー

部材
ＪＩＴ納入

ＪＩＴ納入

出荷

検査
梱包

組立

加工

在庫

納入

製造レイアウト（工程）

図11-1 一般に見る生産管理システムの説明
このような図が目的とする活動は、工場における生産に対し、管理部門による
情報管理（時には IT を駆使した）活動を通して、タイムリーに良い製品をムダ
なく届ける対策に他ならない。ここで、各種計画を検討するが、計画通りの生
産＝事前検討で徹底的にムダを発生させない人・物・設備などの組み合わせを
つくる対策＝「ムダを徹底排除した原価（予算編成）」を意味する。このように
生産計画の構成をとらえると、P（計画）÷D（生産・販売活動）＝１とする対
策と C（チェック）を通して現場力向上を図る対策が重要になることがわかる。
企業は製品をお客様に販売し収益を得る活動と共に、新たなニーズを受けた製
品開発～提供を行うが、この活動を円滑に行う対策が生産管理、また、その活
動の結果を集計した内容が原価管理ということになるが、製造現場を管理する
リーダーは、原価管理の中身はここまで述べた内容を評価するだけではなく、
未来を企画する見方で、各種現場における活動を把握すべきことになるわけだ
が、そのために必要な要素として、モノづくりのプロセスと各工程（開発、設
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計、
・・・加工、組み立て、検査など）における仕事原価の関係がどのようにな
っているか？製造プロセスの流れと個々の工程で発生する原価費目を例示し、
それが積み上がった結果、原価をどのように構成するか？について、第一線監
督者の方々が正しく、その内容を把握し、部下にも解説することは、現在のよ
うに原価改善の必要性が高まる産業界で生産管理に当たる皆様の重要管理項目
のひとつである。そこで、モノづくりのプロセスと原価発生の状況を図 11-2（先
の図 2-18 と同じ）に示した。この図で重要なことは、工程を追う毎に積み上が
り、いわゆる工場原価になるという内容である。もし、ここで、売上高を原価
が上回ると赤字になることを示している点にご注目願いたい。なお、この構成
が損益計算書（PL）だが、加えて、製品が売れて始めて材料の購入となるが、
これが、上部に示した資金の流れ（資金繰り）と言い、この内容は図 11-3 に示
す貸借対象表の流動資産、すなわち、お金の流れを示す。生産管理とは正に、
この 2 つの図の中身にムダ発性をさせない対策を意味するわけだが、この内容
は皆様が直接、間接に現場生産で関与する活動そのものを意味し、これに『生
産管理』という名がつけられているわけである。従って、第一線監督者の皆様
が PL や BS を理解できないということは、野球で言うなら、コーチが得点と選
手の活動の関係がわからないことを意味する。加えて、選手自体、自分の活動
がどのように得点に結びつくか？を知らないで、ただ、一生懸命汗を書いてい
るだけの行動を意味する。

部品本・材料購入

工程が進む毎にコス
トは増加する。
そして、

売上→入金

購買

加工

組立

検査

発送

在庫

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・
販売 人
件費・通信費・他

設計

利益
原
価

コスト増加のイメージ
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。

図11-2 生産活動とコスト発生の関係
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資産の部
科

目

流動資産
現金・預金
受取手形
売掛金
有価証券
棚卸資産
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物・建築物
機械装置
土地
その他
無形固定資産
投資有価証券等

資産合計

金 額
６２
２２
１
１２
２３
４.5
－ ０.5

預
金
現
金

生産・仕掛、在庫
＝ 棚卸資産
販売

材料・部品
購入

入金

売掛金
受取手形

３８
２０
１０
３
５
２
３
１５

１００．０

流動資産：現金、並びに、比較的短期間で換金可能な
資産の対象だが、この資金の流れは、生産
活動そのものを意味し、リードタイム短縮が
改善対象となる。
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を意味するが、これ
は生産基盤である土地・建物・設備の有効活用の
程度を示すので、生産効率向上対策の対象である。

図11-3 貸借対象表における流動資産と固定資産
さらに、図 11-3 を用いて、資金繰りについて解説することにする。これは
BS(貸借対照表)の資産の部と呼ばれる内容を図化したものだが、固定資産とい
う内容はお金の面で「土地、建物、設備や治工具など、生産をする基盤が無け
れば生産は始まらない、ということを意味し、効率の悪い設備や土地、建物な
どがあると、大きなおムダ金がかかることを意味する。要は、生産性が悪いと
金額が増し、借金で補充しなければならない」ということを意味するわけであ
る。
次の流動資産だが、これは、材料を買って、スムーズな生産を進めるために
は、お金が必要になることを意味する。このお金の量を預金・現金というが、
これをもとに、企業は材料を買い、生産～在庫～販売まで（含む、工程内仕掛
り）のモノづくりを行うが、この過程を、財務用語で棚卸資産と言う。ここで、
製品を売ってすぐ現金になれば、また、材料を買う資金になるが、販売先によ
ってはツケ（売掛金や手形など）となる場合がある。そうなると、現金化は遅
くなる。このような内容はリードタイム短縮と在庫や仕掛りを極小化するため
の対策と直結するため、流動資産の低減対策に、JIT・SCM 対策が盛んに活用
されてきた。
以上、このようにお金の面で各種の生産活動の状況をとらえた内容が PL と
BS である。なお、ここで示した、お金の回転が悪く、借金が必要になり、金融
機関の貸し渋りが起きると、材料が買えない、従業員に給与が払えない、
・・と
なり企業倒産となる事態に陥る危険が大きくなる。
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１１－２

資金繰り（JIT・SCM）対策と経営改善

（１）JIT・SCM 対策が関与する原価対策面の狙いについて
JIT の要点は、売れるタイミングでモノづくりを図る活動であり、生産・販売
リードタイム短縮を図る活動だが、SCM は JIT を協力会社まで含めた対策とな
る。図 11-4 はその一例だが、対象は靴下の製造・販売対応を業とする T 社の取
り組みである。T 社は 2002 年、既に靴下の販売市場の 4 割が発展途上国の低価
格商品で占めるなかで、利益、売り上げとも右肩上がりの成長をとげたが、そ
の中身が右図に示した SCM 対応だった。靴下の生産・販売は、過去、図の左側
のように、①問屋の売り上げ見込みでつくる。②顧客ニーズが買いに来た時、
欲しい靴下がないと買わない。③逆に、売れ残りは在庫処分セールで値下げ販
売する。このため、靴下市場価格は低下一方になり、赤字、倒産企業が相次ぐ、
という状況だった。

工場・大量・見込生産

SCM

問屋

売れ残り

店舗
販売

在庫切れ
店舗販売

図11-4 靴下のSCMで右肩上がりの販売を進めるT社
だが、T 社は市場直結型の生産・販売を指向した。SCM：Supply Chain
Management とは、協力会社と一体となり、顧客に、必要な時、必要な製品を
必要なだけ提供する対策だが、ここに、①IT ネットワークを駆使した情報一元
化を図る。これにより、②日々生産計画を見直して、単品管理方式で売れ筋製
品を販売店に届ける。③売れる商品に合わせて新製品を市場に提供しながら市
場ニーズの高い新製品の開発を進める、という内容だが、この内容は快進撃を
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続ける PC 製造販売で有名なデル社と全く同じ市場対応を図ったものである。
このように市場直結型の生産・販売対策は大衆消費財では常識的になってい
るが、現在、この方式が進み、通信販売市場が拡大と大きな伸びを示す例など
もこの種の例とされている。今後、インターネットや物流も宅急便で届ける形
態が進むにつれ、工場直結のモノづくりや工場が中心になって顧客管理を進め
つつ製品サービス～生産・販売を進める形態が増加して行くことが予想される
状況である。
では、このような「JIT・SCM による市場直結型生産・販売方式が企業にお
ける収益構造、特に資金の流れとどのように関係するか？」について解説を加
えることにしたい。図 11-5 がその一例だが、製品は顧客に販売して始めて企業
にとって売上金として入金の形となる。企業に入金がなされると、次の生産財
購入の資金や給与、エネルギーなど生産に関与する資金に使われ、再生産とい
う循環がなされる。この意味で、このような流動資産と呼ばれるお金の流れは、
正に、人体における血流にたとえられてきた。だが、生産しても在庫するだけ
で売れない、単に、仕掛かりとして工場に中間財の形で存在するだけで売れる
製品にならない、ということになると、正に、血流が止まる状況となる。加え
て、売れないものは廃棄する＝出血というムダな資金がこの循環から捨てられ
る形となると、もはや、企業は悪循環の輪に入り、やがて、材料は買えない、
次の製品をつくるが売れない状況となり、やがて血流という資金不足が倒産を
招くわけであり、JIT・SCM と直結した重要な内容を持つのである。

市場直結型で円滑に製品販売が行われている
状況では、製品製造～販売～入金が円滑になされ
再生産に問題は発生しない。

悪循環
発送

生産

正循環
の状態

売れる積り
で在庫
倉庫

生産
販売

材料
購入

販売
売れない
→滅却

入金
販売して始めて
入金する

企業倒産を
招く

図11-5 生産・販売活動と現金の流れ
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（２）円滑に生産・販売～入金が回らない時に起きる黒字倒産について
当初、高い収益率が見込まれるつもりで生産したものが売れない。売った製
品のお金が売掛金や手形（つけの形）でなかなか入金されないため資金不足に
なるが、銀行などが資金を貸してくれない場合、黒字の計算だが倒産する企業
がある。では、この黒字倒産とは、何を意味する内容か？について解説するこ
とにする。黒字倒産の状況は図 11-6 に示したが、この例では、10%という高い
売上利益率の生産・販売を行う企業の例を示した。
一般に、
「収益が出ている企業は、そう簡単に倒産しない」と考え勝ちである。
だが、それは額面上の計算である。製品が売れ、入金がなされて始めて収益計
算が成り立つ。この例の場合、売ってもツケでの販売なので、売上金が入って
こない。そこで、借金をしないと、次の生産を行う資金が無い。そこで、銀行
などで借りる対策に入ったわけだが、不況になると、銀行がお金を貸してくれ
ない。このため、材料が購入出来ないので倒産になる例が出ることがある。お
金を貸さないだけならまだ、他に頼み込むことで、その場をしのぐ例もあるが、
『引きはがし』という、少しでも入金した状況をとらえ、そのお金を抑えてし
まう例もある。こうなると、全く資金不足になり、もはや、材料はおろか、従
業員の給与支払いも出来ず倒産となる例もある。要は、売れるタイミングで売
れるものをつくる対策と同時に、入金面でも資金の入手を早くする対策が必要
になるケースがある。

ツケでご購入の顧客
期限
まだだ！

ある企業の状況
① 売上 １００
② 原価
９０
③ 利益
１０
受取手形
売掛金

５０
５０

借り入れ金
なし円滑循環

売掛金手形を
支払っていた
だけませんか？

顧客が
期限内に
売上金を
支払えば

銀行
銀行も貸ししぶり、
金が回らない。
困った

売上１００

10%もの高い利益率生産が
見込まれる（高収益だ）！

あるはずの金が回らない →材料が買
えない・・・・・・給与も払えない

図11-6 黒字倒産について
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（３）協力会社との JIT 契約について
現在、納入先企業と協力会社の間で JIT 納入が盛んである。ここには、カン
バン方式が活用される例があるが、その例を図 11-7 に示した。
カンバン方式は、
「市場で売れただけ生産する。また、市場に対応して、後工程は、売れた分だ
け前工程に発注する。カンバン発行枚数だけをつくり、売れないモノは作らせ
ない。」ということを簡単な方式で行うシステムである。図に示したように、後
工程が前工程に製品を取りに行くとき、売れた分、すなわち、次の生産指示を
カンバンという形で数量指示を行うわけだが、カンバンを置いてくることで、
この指示となる。当然、前工程はカンバンで指示された数だけを生産するが、
生産品＋カンバンの形で後工程が取りに来る。又は、持ち込む際、このカンバ
ンは現品表～納入票となる方式である。
トヨタは昭和28年頃赤字、銀行利子を払いながら生産、・・・ 沢山つくれば安くなる
この理論からの脱皮が
ＪＩＴを生んだ！

カンバン方式の要点
目的：つくり過ぎの
防止！

①生産指示
（発注）
②生産計画

後工程

前工程

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

図11-7

③生産実績
フォロー

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
⑤納品書
④現品票

JITに見る後工程引取り生産

変化対応が必要な時代にあっては、協力会社と一体となった取り組みが必要と
なる。要は作りすぎのムダの徹底排除が重要になるが、ここで、この種の方式
を不良ゼロ、納入時刻厳守でスムーズに展開するためには、協力会社の評価と
契約をどのように進めるべきか？が必要になる（なお、直接にこの仕事を進め
るのは資材・購買部門だが、製造を受け持つ現場管理者も、その内容は知って
おくべきなので、ここに解説することにした）。
JIT・SCM による市場直結型生産・販売方式を実現させるため、協力会社が
関与する企業においては、優秀な協力企業育成と評価が必要になる。表 11-1 は
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協力会社と交わす品質管理契約の例、また、表 11-2 は企業評価の例だが、この
種の内容と共に、実務的な育成指導により、品質、コスト、納期改善を共に進
めることが重要である（ISO9000:2000 に示された「協業者との互恵関係」）。

表11-1 受託者・委託先相互の品質対策契約の要件（例）
業務委託契約書
委託者○（甲）は受託者□（乙）との間で顧客志向の品質維持・向上のため以下の要件を定め
○○年○月○日より契約を締結、発効する。
第1条(目的）：
記載例）本契約書は甲が定める品質レベルを乙が維持向上するため締結するものである。
第2条（定義） ・・・・・品質レベルの具体的内容と標準化の順守、並びに運用上の規制、責任範囲や
除外項目なども明記する内容を記載する。
第3条（品質レベルの維持）：乙は前条に定める要件の維持・向上を順守しなければならない。
第4条（制限と管理責任範囲）：
１，担当するプロセスと管理の範囲
２，品質規程の内容の順守すべき事項
３，異常時の対処と連絡、除外事項など問題発生時の対策方法など
第5条(制限外の品質要件逸脱の禁止）：含む監査の実施
独自に改造や部品、材料、品質に支障が出る実施事項の制限
第6条（品質維持・向上対策体制の整備）：
品質維持管理のための管理者の設置や管理責任などの設定、作業者レベルの設定や資格
など、ものづくりの要件の維持向上がなされていることが確認できる要件の明示
第7条（教育と適正管理）
秘密要件の漏洩防止策を含め、教育と習得内容のフォローの記録を定める。
第8条（再委託）：仕事の一部を再委託する際の制限事項
第9条(責任分担）：不良発生に伴う損害や損害賠償などの扱い（ボーナス・ペナルティ要件など）
第10条（期間）：契約書の適用と範囲が及ぶ期間
第11条（解除）：甲と乙が定めた条項に違反する場合の扱い
第12条（管轄）：問題が発生した場合の裁判所などを専属管轄とする

表11-2 一般的に示されている協力会社評価項目
お断り

Ｎｏ

１

項 例
技術
レベル

Ｗ

詳

細

レベル５（高）

レベル３（中）

レベル１（低）

加工・組立・・・・図面解読力の経験
と実績
生産設備の精度・信頼性
・・・・ 納入先への納入実績

専門的に高い

一応任せられる

指導が必要

高・一任出来る
・・・・・・

報告・チェック要
・・・・・

改善指導必要
・・・・

完全・責任感高
発生ゼロ
・・・

体制あり監視要
時々発生→早い
・・・

形のみ問題残
問題が多い
・・・

２

品質
レベル

品質保証体制、過去不良の有無
不良の対処～未然防止の充実
・・・・・・

３

納期
レベル

・・・・
・・・・
・・・・

キーマン
の存在

・・・・
・・・・
・・・・・
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【参考事項】落語に見る真のお金と見せかけのお金「花見酒」の一説
JIT・SCM による市場直結型生産・販売の要点は、真に売れたお金を把握し
た対策である。だが、
『取らぬ狸の皮算用』という言葉があるように、見せかけ
のお金の計算で、あたかも儲かったような計算をしているが、実額の面で見る
と奇妙な現象がある。この内容を風刺激で語った話が『花見酒』である。
『花見酒』とは、図 11-8 に示したように、2 人が「桜の花見で金もうけをし
たい」ということを考え、花見、人の集まるところへ酒を運ぶわけだが、ただ、
2 人の間にある、たったひとつ（同じ）お金が行ったり来たりするだけで、酒は
2 人がみんな飲んでしまい、利益は全く生まない、という話である。誰が見ても、
極めてバカな話なため、落語の一説になっているわけである。だが、この話は、
バブル時代、銀行の土地ころがしなどが実際に起き、大きな社会問題になった
ことがあった。企業倒産に至る例も多発したため、結局、
『公的資金』という名
称で税金投入、無利子に近い預金を利用して今日の銀行の復活がなされつつあ
る状況だが、結局は国民に負担を強いるというひどい状況が現在も続いている。
このように、見せかけの計算をいくらやっても、収益向上には何の関係も生ま
ない。このため、政府も利益計算の方法を変えキャッシュフロー計算書の照会
を大手企業に義務づける法にした経緯、また、昨今は J-SOX などの法規制が生
まれた背景には、実額で企業の活動と収益算定の必要性があったためである。

花見の会場
A: お花見に酒を販売しよう
B:それは良い！早速酒樽を
花見の会場に持ち込もう
A: 酒が飲みたい。B金払うからさ
B: いいよ。儲かった。
B: おれも飲みたい。
さっき貰った金払う
A: いいよ
( 繰り返し）
A
A: 酒なくなった。
B: いくら儲かった？
A: 金はおれがさっき
はらった分だけだ！

B]

お酒

図11-8 落語なら笑える「花見酒」
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１１－３

収益向上、標準時間とムダ排除

（１）PL(損益計算書)と BS(貸借対照表)と製造現場の活動の関係について
「時は金なり」と言うが、ムダの無い生産の追求を行うことは生産現場の活
動において極めて重要な対策のひとつである。そこで、作業と人件費に直結し
た『標準時間』の信頼性向上対策が必要になる。そこで、原価と標準時間の関
係を解説することにする。企業活動に、収益向上が欠かせない。収益向上の意
義は、①従業員と家族の生活のため、②企業発展のため（研究開発資金や教育、
各種改善や設備投資の資金確保のため）、③モノづくりと共に、税支払いという
形で社会発展に貢献するためである。この対策には、(1)物価上昇に伴う値上げ、
(2)シェアー拡大のための営業努力、(3)原価低減や付加価値の高い製品の市場提
供という各種改善があるが、製造現場の取る対策は(3)の原価改善が主体となり、
知恵と工夫がこの主要な点となる。また、この主役は“人”であり、図 11-9 に
示す、製造原価に占める人件費をいかに効率良く活用するかがテーマとなる（こ
の図は損益計算書（PL）の構成を示すが、税法上、多くの呼び名で定められた
各種の利益は売上高－原価で算定され、利益とはある期間活動した結果、蓄積
された形で図に示すような構成となる）。

社外へ支払う利益金

売上原価
(製造原価
仕入原価）

売上高

⑦ 配当金

当期利益 株主へ払う配当金
の取り扱い ⑧ 役員賞与
⑥次期繰越
利益

社内で活用できる利益
⑨ 利益準備金：
商法で決められた
債務者保護のため
の準備金
⑩ 別途積立金：
将来の赤字や不測
に備えての準備金

特別損益
④税引き前
当期利益

③ 経常利益

② 営業利益

① 売上総利益

販売費及び
一般管理費
営業外利益
及び費用

取締役や監査役に
支払うお金（経営
トップのボーナス）

法人税、
事業税など
⑤ 当期利益

当期利益

図11-9 損益計算書の構成と各種利益
次に現場関係者が知っておくべき内容は BS(貸借対照表)の資産の部である。
BS はある時点、例えば期末における企業の活動状態を金額構成面で評価した内
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容だが、先に図 11-3、また、図 11-10 の左側に、同種内容を示したように、土
地・建物・設備を駆使して、資金をもとに、材料購入～製品の製造～保管（こ
の期間を棚卸しという）、販売までの状況を示したものである。なお、図 11-9
と図 11-10 を 1 枚の図で示すと図 11-11 となるが、簡単に述べるなら、BS と
PL は製造現場におけるモノづくりそのものをお金で示した活動となる。

現金
販売

貸方＝１００
流動資産

土地・建物・設備
を生産基盤
として

資金調達の状況を示す
この内容は、左側の活動
が自分の資金で出来ない
場合、借金が必要なことを
示している。

中身は
ともかく
バランス
している

借方＝１００
負債
流動負債
固定負債

総資産

モノづくり
（生産）

生産・販売活動
における
資金の運用状況

他人から
借りた金

この資金の大きさは
リードタイムの大小
に左右される

資本

資産

資本金
剰余金他

有形・固定資産
他

自分の資本金

図11-10 貸借対照表の持つ意味
企業の健全性
を評価する指標
売上
総資産

総資産利益率

総資産回転率

総資産

現金 流動資産
↓
生産→仕掛→在庫
↓
← 入金 ← 販売

利益 × 売上
総資産 × 売上
利益

売上利益率

売上
売上

固定資産

変動費

建物・設備
他

固定費
ＰＬの内容：対策は次の３つである。

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、 ①固定費低減、②変動費低減
③売上（高付加価値製品）増強
②持てる資産の効率向上対策である。

製造現場の活動と改善の必要性そのものを示した内容である！

図11-11 損益計算書（PL）と貸借対照表(BS）
と生産販売活動の関連の一覧化
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【参考事項】JIT の要点
JIT を進める手法を一覧化すると、図 11-12 のようになる。JIT では、図 11-13
に示すように、仕掛かりと在庫を低減させ、製造現場における問題の顕在化を
具体化させた点に特徴がある（BS を使った PL 対策を進める）。過去、仕掛か
りは工程間のトラブル吸収に役立てたが、実はムダだった、ということになる。
直間の余力

管理の本質

多種、
少量
短納期
変動

設備の余力

シングル段取り

同期化

JIT
生産期間の圧倒的短縮
スーパー
マーケット
方式

小ロット生産

１個流し生産

シングル段取

ワンタッチ段取

不良をつくらぬ検査
ポカヨケ

不良の排除
後工程
引き取り

全数検査
不良発見
↓
ライン停止

故障の排除
ノン・ストック

平準化

余力の調整

ニンベンのついた
自動化

工数
低減
標準作業
の維持と改善

機械化

安い機械を
自家製で

他工程持ち

手待ちと余裕の統合

少人化

徹底的なムダ排除

目で見る
管理

ながら生産

作り過ぎ防止

原価低減

非原価主義

①
②
③
④

需要変動
に対応

カンバンの運用

需要の実態

受注生産

能力の弾力

離れ小島作業の減

作業の改善

図11-12 ＪＩＴの体系
仕掛かりを抱える → ムダを隠し、原価を高くする！

仕掛
低減
スムーズな
生産が出来
ない

仕方ないとしてきた
課題

減らすべき障害

不良・手直し

設備故障

納期遅れ

作業者の不慣れ

問題顕在化
問題顕在化
～対策へ
～対策へ

図11-13 JITの狙い(仕掛かり低減を原価改善に生かす対策！）
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（２）損益分岐点について
表 11-3 に、工場でよく使われる原価構成表を示した。先に図 11-9 で損益計算
書を示したが、一般に、この種の内容は各社が株主に公開している決算書とし
て公開され、多くの企業はインターネットを介して見る事ができる。だが、各
社の原価内容は公開されない。その理由は、①活動の中身がわかってしまう。
②値下げ交渉の題材に利用される危険が高い。③もし、見る方の解釈の違いや、
時に企業が行う例が報告される、不正行為などが発掘された場合、その対応に
企業が追われる、などの理由があるからである。だが、企業内で活動する現場
管理者の方々が原価内容を知らされないで活動する例は少ない。その理由は、
自分が管理する現場の活動や問題の把握～改善を進める上で、対処する内容が
経営にどの程度関係するか？知らないで活動すること意味がない活動となる。
企業は収益を出すことが活動の大きな使命だが、ここで、第一線監督者の方々
が知っておくべき『損益分岐点』について解説することにする。加えて、この
計算をするだけでなく、この分析が何を示し、製造現場で具体的に対処する内
容にどのような切り口があるか？について、知って活動する必要があるため、
簡単に解説することにする。

表11-3 現場の生産活動と工場原価(原価構成表）の例
？

？
区

分

主 要 な 項 目

１、売上高

①純社外売上高、②社内振替(社内販売品の計上）

２、材料費(変動費）

①主材料費、②副材料費、③包装材料費、④仕込み品代

３、人件費（固定費）

①委託加工費、②直接労務費③業務委託費

４、変動費

①燃料費、②電力代、③水道料、④運賃、⑤保険料

５、固定費

①減価償却費、②固定資産税、③設備・他修繕費、④経費他、
⑤研修費、⑥消耗品費、⑦通信費、⑧コンピュータ管理費、
⑨ISO関連費など登録維持費、⑩特許料、⑪研究開発・試作費
⑫、各種賃借料

６、その他(固定費）

①不要資産滅却費

粗利益

(項目１の売上高）－（原価項目２～６）

損益分岐点は図 11-14 に示す構成と計算式で設定される。損益分岐点の意味だ
が、この点は、収益が出か否か？の境界点を示す。この分かれ目は、山の分水
嶺のようなもので、もし、コストが売上を上回ると赤字、下にあれば利益が出
る状況を示す。先に解説の通り、企業の使命に適正な活動により利益を創出す
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るという使命があるが、利益の出し方は、図 11-4 の下に記載した 3 種の対策と
なる。

損益分岐点
（BEPという）
ここ以下だと赤字に
転落する。

損益分岐点売上高

固定費
＝

変動費
１－

黒字の状況

高い← 金額

この場合７１．４

売上高
売上 １００
変動費 ３０
固定費 ５０

損益分岐点売上高
５０
＝

５０
＝

３０

＝７１．４
０．７

１－
１００

売上高 →高い
損益分岐点売上高は、左上の計算式を用いて計算します。このケースの場合、７１．４となって
います。もしこの値以下の売上の場合、赤字転落になることを意味します。従って、対策は３つ
① 固定費を下げる対策を図る： （例）省力化対策、経費節減など。
② 変動費を下げる対策を図る： (例）エネルギー低減、資材ＶＥ、外注費低減など
③ 売上の増強： (例）高付加価値品の投入、新製品の販売、従来製品のシェア－拡大など

図11-14 損益分岐点とその活用
では、まず、営業関係者が行う売上増対策と比較して、製造現場で行う原価
改善活動の重要性について解説することにする。この比較の意味は図 11-15 に
示したように、
「不況だから市場の回復を待とう、という状況だが、現在、工場
の中を見直すと簡単に改善できる内容が多くある。だが、対処していない。ま
た、対処すればできる内容ばかりだが、この改善を放置しないで対処した場合
に、売上増対策に換算してどの程度の数値になるか？」を検討した例である。
詳細は図中に記載された内容をご覧願うとして、この結果は、1.5Ｍ￥(150 万円)
の原価低減が 7.5%という売上増強対策に匹敵するという計算結果を示した。
一般に、他社と競争を激しく進める中で 7.5%もの売上増を図る対策には、①
営業体制の強化や人員の補充、②製造工程においては人員や設備の増強、③残
業の発生や協力会社やアウトソースの方々の力量向上など、多くの与件をこな
さなければ、この数値の達成には多くの難が伴う。また、もし、このような対
策を進めると、当然、資金の投入が必要になる。こうなると、7.5%の売上増対
策に 150 万円程度は当然必要になり、この種の費用増が利益増加を生まない危
険性が発生することになる。このように、第一線監督者の皆様は、ムダ排除に
よる原価低減は単に、利益の増加という意味だけでなく、一種の営業関係者が
行う売上・シェアーアップ対策に匹敵する意味を持つことをご理解願いたい。
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設問
設問

総原価（比例費＋固定費）8千万円(80M¥）、利上げ1億円(100M¥)
の状況で、１千５百万円(15M¥)が加工費、この中身を分析すると、改善
すれば、10％(1.5M¥)がすぐ原価低減できそうな状況にあった、とします。
原価低減はそれなりに重要ですが、ここで、加工費10%に当たる内容を
「原価低減するより売上増加で対処すべき！」という考え方もあります。
では、売上増加値に換算すると、どのような内容(値)になるでしょうか？
下式は売上利益率を変形した算式ですが、この式に値を入れて計算して下さい。
その大きさが解ります。

算定
算定
結果
結果

利益
売上＝ 利益率

原価低減は
こんなに
意味が多き
のね！

利益

＝ 売上ー(比例費＋固定費)

売上
1.5M¥
20M¥(=売上100－原価80)÷100M¥

＝7.5%売上増

原価低減は大きな意味を持つ。この例がそれを示している。
要は、売上増に換算すると７．５％にもなるわけだが、厳しい経済界
で、この数値を確保するには、営業強化、宣伝や販売網の整備などが
必要、簡単にその額は1.5百万円を超えてしまう恐れがある。それ
より、このケースの場合、原価低減をすぐ行うことの方が得策となる。

図11-15 原価改善を売上高向上で対策した場合の効果

さらに、読者の皆様に知っていただきたいことを記載すると、原価低減には、
先の表 11-3 で示した原価区分以外に、改善内容が多くの要件に関与する。その
一例を表 11-4 に例示したが、例えば、No.1 に示した不良低減は材料費低減だけ
だろうか？製造現場を良く見ると、材料費以外に不良分の生産品を製造するた
めに、エネルギーや副資材がいる。残業だって必要になるかも知れない。不良
が発生すれば紙に記録をとる。会議を開催する。このために前向きの仕事が出
来ないため、新製品立ち上げに十分な準備が出来ずトラブル発生の原因にな
る。・・・・不良対策研修会～標準化の見直し、など、多くのムダが発生する。
この種の原価は、それぞれの項目で集計され経理にゆくが、経理では、あえて
材料費以外に細かく計算結果を集計した資料を現場に提供するシステムを運用
している例は少ない。このため、この実態は製造現場で詳細につかめない。ま
た、この種の解析を細かく行う方式を会社の経理システムで行うには、かなり
の負担を強いるので、一般にこの種の実情が製造現場関係者には知らされる例
はほとんどない。だが、確実に不良ゼロ対策は、ここに記載した原価改善効果
となることを第一線監督者の皆様に知って活動をお願いしたい。
加えて、不良を出したため、顧客の信用を失い注文をいただけなくなるとい
う売上増や、増産時に不良が低減されれば、低減分が、そのまま売上になると
いう内容はどうなるのであろうか？このような内容も、事実発生した結果だけ
を計算する原価計算方式でまとめられた資料を見て判らないはずである。だが、
事実、ここに記載の事項が起きる。以上、簡単ではあるが、製造現場で起きる
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原価発生の内容を示した。

表11-4 現場の各種活動と実際に発生するコストの例
No. 現場で発生す

る問題や改善
事例

一般的な
経理の原価
区分

１

不良率を３％
からゼロまで
下げた

材料費
の低減
(変動費）

２

自主保全に
よる故障の
低減

部品費
(経費という

３

職場長が集ま
る会議を半減
した

人件費だが、 職長は管理職なので固定給である例が多い。従って、
変化しない。 費用の減は無い。だが、会議時間の低減で改善や
部下育成が進めば将来の人件費や不良
故障低減に伴うコスト低減につながる。

部下育成を
図った

人件費だが、 人材育成は目に見えないコストの例である。しかし、
変化しない。 今まで出来ない製品生産が可能になった。提案の
増大や、新製品立ち上げが早くなった例は多い。

４

おさらい

実際に製造現場で関与する
コスト要因との関係
不良率低減は材料費の低減に関係する。もし、この
ために残業が必要な場合は人件費の低減にも関与
するし、ｴﾈﾙｷﾞｰなどの低減にも関与する。もし、増
産が必要な場合、売上増となり、原価の項目を超え
ることになる。

不況時は部品費の低減、突発故障の対応を必要と
する場合は人件費などの追加となる。だが、好況で
固定費の減） 生産が間に合わない時は増産、売上増になる。

次の事項をおさらの形で整理してください。

【記入表】 現場の各種活動と実際に発生するコスト
No.

１

２

３

設

問

一般的な
原価区分

実際に製造現場で関与する
コスト要因との関係

職場のコミュニ
ケーションがう
まく行かず仕
事のやり直し
が発生する

職長の朝礼の
話しが長いの
で疲れる。
生産立ち上げ
も遅くなる。
技術伝承が出
来ない
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【おさらいの要点】
設

No.

１

２

３

問

一般的な
原価区分

直接原価から見た実態原価への影響

職場のコミュニ 対象とする
ケーションがう 費目は
まく行かず仕
無い
事のやり直し
が発生する

「ホウ・レン・ソウ」＝報告、連絡、相談や「目で見る管理」
が各社で重視されているが、これは、問題が起きそうな
時早く情報を流して問題を回避すべきことを示唆したも
のである。もし、この面でﾄﾗﾌﾞﾙが起きると、事後処理の
ため、打ち合わせや残業、相互不信から以降に感情的
な問題が残る例もあり、この場合、職場の壁といった形
で多くの問題の基を残した結果原価高になる例が多い

職長の朝礼の
話しが長いの
で疲れる。
生産立ち上げ
も遅くなる。

対象とする
費目は
無い

「月曜日の朝１０分」という言がある。月曜日に生産現場
に気合いを入れ､１０分以内に立ち上げを完了すると、
以降、１週間の生産ペースは15~20%高く保つことが出
来るというIE手法のレイテング調査結果である。職長の
話は３分以内が国際標準として訓練すべきだが、この
種の認識が無いと､だらだらによる残業だけでなく、技
術習得の遅れ~ケガまで多くの問題に及ぶ例がある

技術伝承が出
来ない

対象とする
費目は
無い

2007年問題として重視されている問題である。当面は
影響ないが、ベテランが止めて製品が出来ないなどの
例や新製品開発にベテランのノウハウが活かされてい
た内容が消えた結果、新製品開発に支障が出る例があ
る。問題の先送りは大きな機会損出コストの対象である

同じ様式で問題を挙げ、上表のような解析をして下さい。

【記入表】 現場の各種活動と実際に発生するコスト
No.

設

問

一般的な
原価区分

実際に製造現場で関与する
コスト要因との関係

１

２

３
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（３）生産管理における標準時間とムダ排除について
標準時間は多くの面で企業活動に活用されてきた。その状況を表 11-5 に示し
たが、ここに示したように、標準時間は原価を構成する主要な要素であると共
に、生産管理の上からも重要な管理指標であり、標準時間は低減することと共
に、製造現場活用する際、経営上、大きな役割を持つ。

表11-5 標準時間（ＳＴ）を中心とした各種原単位の機能
機能

No

目

的

内

容

人中心の

自動化設備

作業 ＳＴ

ＳＴ

ＣＴ

１

加工費の見積り

製造原価算出の基礎となる工数見積り

○

×

○

２

作業改善

現状のレベルの把握や改善点発掘の基礎

○

△

○

３

生産計画の基礎

生産達成に必要な人数、設備台数算出用

○

×

○

４

工程管理の基礎

日程、負荷／能力検討、ネック工程対策

○

×

○

５

外注管理の基礎

発注単価、外注作業計画、納期管理基礎

○

×

○

６

原価管理の基礎

工数、機械時間を原価分析～設定基礎

○

×

○

７

生産性測定の基礎

能率管理～技術改善、革新の基礎

○

×

○

８

奨励級などの基礎

標準時間をベースとした請負単価判定用

○

ー

ー

９

ＫＴ

生産計画、納期管理の基礎

注釈 ST: Standard Time , CT : Cycle Time , KT : 工程タイムの略称

では、納期管理を中心に「標準時間がなぜ必要か？」という話を例示するこ
とにする。図 11-16 は過去、標準時間の重要性を伝えるため、研修の場では度々
使われた話を図化した例である。旅人が地平線近くに見える隣町へ行くとき、
偉人に見えた老人に「あの町へ行くにはどの程度の時間がかかりますか？」と
聞く話である。何度聞いても、老人は「歩いてご覧なさい」と応えるだけだっ
た。そこで、旅人はスタスタと歩き出したわけだが、「ちょっとお待ちなさい。
あなたは、その歩き方で、あの町へ向かうのですか？それなら、○○時間○分
です」と応えた。旅人がこの言葉を信じて隣町まで歩いた結果、ぴたりと老人
の言い当てた内容となるわけだが、この話には、①勘や経験にたよって決める
標準時間と、②距離を知り、歩く速度から標準時間を決め、到着時間を算定す
るという大きな差が含まれている。要は、②の科学的分析を納期管理や生産管
理に使うべきことを示唆した内容である。
納期管理がレジャー程度なら個人に及ぼす影響も笑い話程度かも知れない。
だが、これが生産の場となると、納期遅れ、ムダな生産の根源になりかねない。
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そこで、その状況を「もし、標準時間が無かったら？」という形で図 11-17 の
ように表現すると、標準時間を科学的に決め、信頼性を高める必要性はさらに
増す。

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
① あの町に行きたいのですが
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？
時間はどの程度かかりますか？
②
② 歩いてごらんなさい。
歩いてごらんなさい。
③
③ ？（変なこと言うな・・・この人）
？（変なこと言うな・・・この人）
④
④ いや、あの町に行きたいのですが、
いや、あの町に行きたいのですが、
・・・・・
・・・・・
⑤
⑤ だから、歩いて下さい。
だから、歩いて下さい。
⑥
⑥ ・・・（意味がわかって無いようだ、
・・・（意味がわかって無いようだ、
けれでは歩いた方が早い！）
けれでは歩いた方が早い！）
と、言って歩き出すと、
と、言って歩き出すと、
⑦
⑦ その歩き方だと８時間で大丈夫！
その歩き方だと８時間で大丈夫！

その道の権威者

この話の
意味するところは、

測定に
基づく決定

勘に頼る
意思決定

図11-16 イソップの話に見る科学的態度
どんぶり勘定

もし標準時間（ＳＴ）が無かったら！

Check（評価）

立たない

Do（実行）

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？

決まらない

Plan（計画）

出来高目標？
生産性の良否？
改善や問題の定量把握？

計画
目標

勘と経験
思いつき
行き当たり
バッタリ管理

現状
良否が
判らない

悪循環

図11-17 生産管理と標準時間

344

【参考事項（その１）
】
仕事の原単位として標準時間（ST）、機械時間（CT）、工程時間（KT）の関
係を図 11-18 に、さらに、生産管理に最初に活用したテーラー氏開発による生
産管理の基本を図 11-19 に示したので、読者の皆様に、ご参考願いたい。
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
機械

手扱い時間

作業中の
手扱い
時間

運搬待ち時間

機械前後の

待ち時間

運搬時間

自動加工時間

ＳＴ：人に関する
標準時間

ＣＴ：サイクルタイム
（機械に関する時間）
ＫＴ：工程リードタイム

図11-18 標準時間（ST)、CT、KTの定義
現状の仕事の分析
改善～標準化

達成度管理＝

目標
実績

＝１？

改善の結果として標準時間の設定・改訂

計画通りの生産

計画／実績評価
と改善

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

管理側の活動

生産計画策定

Ｆ．Ｗ．テーラー氏による
日々管理・目標管理

改善点の発掘

改善点の発掘

図11-19 テーラーシステム
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【参考事項（その２）
】標準時間の活用について
標準時間の活用は生産管理と改善が主だが、ターゲット・コスト対策に使う
例が多い。この方式は、人件費に直結した標準時間を基に、徹底的改善を図る
対策であり、プロジェクト・チームが専従で行う未来先取り型の改善(技術革新
対策)だが、そのイメージを図 11-20 に例示した。要は、未来－現状＝改善ギャ
ップと定めて対策へ向ける方式である。産業界には「5%程度の改善より 30%以
上の改革の方が成功率は高い」という言い方があるが、この考えは、過去、苦
心して積み上げてきたテーマに改善の種は尽きる傾向が強い。そこで、発想を
変えた対策を要求するため、大きな改善目標の設定を行う考え方である。
では、この成功例を示すことにする。最近の例では、スズキ自動車が 6 万円
を切るオートバイ、商品名『チョイノリ』を登場させた例がある。スズキ自動
車の会長・鈴木氏が「自動車は 1cc1,000 台なのに、オートバイは 2 倍、これは
おかしい」と宣言、最初は「無理では？」と思っていた技術陣に「エンジンを
取れ！」とまで要求したため、過去、自転車にエンジンをつける原型にまでも
どった検討と共に、1mm、1g を削る F1 技術など、あらゆる技術知見を駆使し
た結果、従来の 1/3 の原価、113m・40 工程を要した製造ラインも 15.8m・8 工
程で生産可能に革新した。昨今、この種の取り組みは多くなったが、この対策
には先に示した IE に加え、VE(価値分析)の活用が、必ず、必要になる。

コスト低減
ターゲットの領域

１，エンジンを取れ！の発想
２，F1の技術も活用
３，機能美でデザインを決定
もし、制約（目標）が無かったら
実現は無理だった！と説明

従来は16．5万円これを
１／３でつくる要求！
VEを開始結果、ラインの
改善も革新！
現状の発想

部品費低減
は打破！
最適ﾚｲｱｳﾄ化
治工具改善
半自動化
設計改善

図11-20 ターゲット・コスト対策事例
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【参考事項（その３）
】 魔法の生産性をあげた PAC について
歴史的に、不況の中、科学的に定めた標準時間を目標管理的に活用し、お金
を使わず生産性を 1.5～2 倍にあげる手法が、過去、(株)日本能率協会コンサル
ティングの門田氏により紹介され、オイルショック後の不況対策時、組立製品
を製造する企業でセンセーショナルな取り組みと成果発表がなされたことがあ
った。この状況を図 11-21 に示したが、この取り組みは、次のようになされた。
① 標準時間の設定を WF 法のような科学的な手法で定める。
② 標準時間を乱す問題の中身を、管理者責任と現場作業責任に細かく分ける。
③ 標準時間を基に生産を遂行するが、未達内容と時間を日々、定量的に示して、
責任分担毎に改善を要求する。
④ 標準時間に合った人材しか仕事につけない。
⑤ 余力があれば、1 ヶ所に人を集め、多能化を図る。また、人手が足りない工
程へ必要に応じて応援の形で必要工数に応じて派遣する。
PAC はオイルショックの時代、半年で、お金をほとんど使わず、先に紹介し
たような魔法の生産性実現達成を図ったことで有名になった。だが、方式は、
標準時間を活用してモデル的に仕事を分析することにより、その職場の正味率
が低い実態を示した後、その達成を図るという、一種のターゲット・タイム達
成方式がその要点だった。このような理解から、現在、この方式は組立職場だ
けでなく、設備を中心とする産業でも広く使われている。

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。

実働時間

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。

余力集約
応援

労働
生産量
生産性＝
人員
生産量
ＳＴ
＝
×
ＳＴ
人員
【稼働率】×【パフォ
ーマンス】

管理者
の責任
工数

作業者
の責任
工数

トップの
責任工数
組長の
責任工数
実際の
生産時間

ライン長の
責任工数
作業者の
責任工数

図11-21 PACにおける標準時間の活用
（PAC : Performance Analysis Control)
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・例 ②教育・改善発表会
①材料手配の遅れ

機動班

Ａライン

Ｂライン

Ｃライン

Ｄライン（又は工程）

応援・多能化
改善班・教育訓練

A組

【参考事項（その４）
】 TOC(Theory of Constrain 制約の条件)について
標準時間の活用は時代を経て多くの活用がなされつつある。21 世紀に入る前、
図 11-22 の TOC が有名になった。この手法は表 11-6 に示したように、ネック
工程に合わせて各種のソフト的対策を適用して、スループットという出力をあ
げる対策だった。
スループット
調達

営業

生産

固

物流

売上高 定
費

モノの
流れ

材料費

② 在庫を低減する。
③ 経費を低減する。
仕事量

③ロープ：遅れを防ぐ対策
行進との類比（Analogy）

要素
ドラム

①ドラムの音に歩調
を合わせて前進

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）

リードタイム
短縮
① スループットを増大させる。

到着を遅くする内容：②バッファー
生産・販売活動

ドラムに合わた行進も、最も遅い人に到着が左右される

ネック工程が制約となりｽﾙｰﾌﾟｯﾄが決まる

バッファ

遅れの実態

工程の仕掛がバッファとなることに注目

ロープ

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

制約条件を制御する仕組みをつくり活用

図11-22 ＴＯＣが提唱するネック工程対策イメージ
表11-6 TOCにおける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。
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１１－４

生産管理と現場で抱える問題の対策

ISO9000s などに定義されているように「工程とは Input を Output に変換す
る仕組み」であり、顧客ニーズに従ったモノづくりに対し、何段階かの処理を
しながら目的とする生産実現を図る活動を意味する。従って、製造現場関係者
にとっては、図 11-23 に示したように、モノづくりの縦の流れをいかにスムー
ズにするかが、その目的となる。このため、製品実現には、読者の皆様（現場
管理者の方々）が横合いから努力する各工程への働きかけが必要になる。だが、
一般に、生産量や製品の変化に加え、各工程を担う部門間の事情や、情報共有
内容、生産能力、技術力などが左右し、流れが大きく左右される問題が起きる。

工程のとらえ方
工程：InputをOutputに変換する仕組み。

評価技術

製造工程

材料

５Ｍ＋Ｉ
人、方法、計測
設備、物＝設計
管理・情報

製品

作業、設備稼働：もの（工程）づくりへの働きかけ

図11-23 工程(縦のモノづくり）管理と作業（横の働きかけ）
このため、図 11-24 に示したように、IT を仲介として、図 11-25 のような構
成を運用して生産活動のスムーズ化に努力する活動を、
『生産管理』と言う。こ
のように生産管理とは、各工程、職場間にまたがる問題を持つことが特徴とな
り、生産管理部門は①製品製造に関する問題のピックアップを図り、②関係部
門を集めて調整する。③各部門の専門家を集める。または、各所に諸問題を依
頼して問題解決を図るといった内容をフォローするという役目を持って活動す
る内容を示す。この活動を言い換えるなら、工場全体を見て各種製造の調整を
図り、製品をスムーズに顧客要求に応じて届ける。また、この種の対策を進め
る上で各種ムダを最小限にする役目を持つ。このため、一名、キャッシュフロ
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ー・マネージャーという工場長の権利の一部を駆使して、この種の課題解決に
当たる仕事とされてきた。ここでは、生産管理部門の仕事の詳細を解説する紙
面はないが、このような役割をご理解願い、製造現場を受け持つ読者の皆様が
知り、対処すべき内容に限り、要点を整理した。

生産管理を仲介するIT活用による対策項目
生産計画

購入品 外注品

納入・
販売・
入金管理

加工 組立

品質・
納期管理

製造

調達

出来高管理

作業管理

現品管理

進捗管理

日程計画

負荷計画

調達計画

開発・
設計

手順計画

販売・在庫計画

設計・
開発
日程計画

大日程計画
生産計画

調査・
受注

生産・販売統制

納品
販売

図11-24 ITを駆使した生産管理システム活用体系の例

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

定義：『広辞苑』

基本要素

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

「財・サービス・生産に
関する管理活動」

・ 変化対応力
・ JIT・SCM力
・ 新ニーズ
把握～
展開力

状態管理

経営管理

日々管理

（競争力管理）

（QCD管理）

（オペレーション）

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

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

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

図11-25 生産管理の目的
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腕試し（その１） 部門間の問題把握
図 11-26 に示すように、工場内には品質問題は品質管理部門、設備故障対策
は設備（生産技術）部門、原価に関しては経理部門といったように多くの間接
部門が専門的に管理を担当しているが、図の下に示したように、部門間を受け
持つ問題は組織や仕事のミゾという形で残され、調整を待つ例が多い。また、
部門間で対立する例もある。そこで、その種の問題の例を列挙して下さい。

労務管理
システム

原価・収益管理
システム

受注管理
システム

品質管理
システム

部品・材料
調達システム

設備・技術
管理システム
生産管理システム
＋
情報管理システム

製品
発送

材料
部品

必要な各種調整
スケジュール管理

建前

本音

問題 納期督促！
怒りへ

板ばさみ

図11-26 組織の壁・溝と生産管理部門の仕事
記入欄
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腕試し（その２）

長納期部品の遅れ管理

大型、複雑な製品を当社では製造している。しかも、部品点数は2,500点にも
及ぶ。この中で、長納期、試作的な性格を持つ部品は品質的にも問題が出そ
うなものがある。当然、部品毎に担当者を決めて発注手配をしているが、担当者
により管理方式や判断基準が多少、異なるため、時に、納期上の問題となる例
がある。では、現在、進めているIT化でこの種の問題をどのように解消すべき
か？対策を考えていただきたい。
記入欄

腕試し（その３）

設計・開発業務の納期管理

設計・開発者は、一名、頭脳労働者と言われるが、当社でも頭で考える仕事の
品質や納期対策は目で見にくいため問題となっている。設計のマネージャーは
大略の予定や、設計上のポイントを知っているようである。事実、管理者として
各種対策を関係者と進めてきたからである。だが、関係者は不安、また、遅れて
出来た設計に短納期で関係者が手を打つ、変更に振り回される、という問題が
あり、困っている。今度のIT化で仕事の負荷や進捗だけでもまわりの者（資材・
購買、協力会社、製造現場、工程管理部門など）に判るようにして欲しい。あなた
はどのような要求を、具体的方式として、IT化を進める部門に要求しますか？
記入欄
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【腕試し（その１）の解説】 部門間の問題把握について
生産管理部門が持つ問題と、製造現場や顧客に直接コンタクトする営業部門
が持つ問題が対立的に発生する例があるが、その種の例を図 11-27-①と②に例
示することにする。また、生産管理部門自体、理想とされるタスクを多く持つ
が、逆に泥臭い問題を多く持ち、それと、対立すべき課題を図 11-28 に例示し
たので、現場関係者の方には仕事を進める上で参考に願いたい。
①
②
③
④
⑤
⑥

特急飛び込み品、追加注文品なども極力受けて欲しい。
納期の変更、仕様の変更など、多少の無理は受けて欲しい。
生産期間を短縮して納期を保証して欲しい。
数量の少ない物も受けて欲しい。
標準品だけでなく、特急品も受けて欲しい。
販売状況に応じて、生産計画を弾力的に変更して欲しい。

板ばさみ

板挟み項目

生産管理部門の営業への不満
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

特急飛び込み品、追加注文品などは極力断って欲しい。
納期の変更、仕様の変更などは極力避けて欲しい。
納期に余裕のある注文をとってきて欲しい。
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。
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。
生産計画の変更は極力避けて欲しい。
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。

図11-27-① 販売部門の生産管理部門間に起きる問題例
①
②
③
④
⑤

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。
特急品については特別な扱いで対処して欲しい。
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。
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。
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。

製造部門の生産管理部門への不満
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

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。
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。
督促はあるが、遅延の指示や、生産の取り消し指示が遅い。
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。
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。
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。
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。
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11-27-② 生産管理部門の製造部門間に起きる問題例
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

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。
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。
コンピューターに使われる。
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。
多種少量 → 変種変量対応について行けない。
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。
残業、休日出勤をしないと全体が回らない。
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。
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。
若い人がやりたがらない仕事の代表になっている。

①
②
③
④
⑤

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。
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。
トップマネジャーになる登竜門になっている。
どの部門にも発言が通る。
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。

図11-28 生産管理部門が持つとされている不満

理想

【腕試し（その２）の解説】長納期部品の管理について
IT をソフト・ポカヨケという形で活用すると、長納期部品管理は図 11-29 の
ようになる。
工場の
生産管理
システム
YES＝新作
アラームリスト

新作？

受注・生産・出荷
の一元管理
NO=従来品

通常の受注処理
システム

検討~
仕様登録
アラーム
情報
検討・対策

生産管理DB
アラーム基準
長納期部品や治工具
金型などは手配と
アラーム基準を登録

図11-29 IT（ソフトポカヨケ）活用による長納期部品管理
ITの機能には時計を用いた時間管理がある。同時に、長納期部品は必ず、製造
の中間工程をフォローしておく必要がある。この種の内容はIT・システムの中で、
アラーム標準という形で登録しておけば、もし、事前に部品の工程をアラーム内容
を利用して、関係者に連絡やフォロー内容を警告・記録できるので便利である。
要は、目覚まし時計を利用して、個々の期限前にアラームリストを提供するなど
の内容をIT活用で対策すれば、個々人による管理の差は軽減され、全体と個々の
部品管理も情報一元化～共有化がITにより現場支援されることになる。
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【腕試し（その３）の解説】設計・開発業務の納期管理について
設計・開発業務関係業務を行ってきた方が管理者になると、おおよそ、部下
の仕事が終了するおおよその時間の予想ができる。従って、納期管理を行って
いるわけである。だが、①その内容は製造現場における標準時間管理レベルと
比較すると、かなり粗い。また、②設計・開発業務の管理者の頭脳中にあるた
めに状況がわからない。②また、その内容の信頼性も感覚的である。このため
の対策の例として、(1)設計の仕事に対する標準時間を設定する。(2)設計者毎に
仕事の負荷/能力分析を行う。(3)仕事毎に工程を決め、納期を計算する、という
対策を図 11-30 の方式で行えば、IT を用いたアラームシステムの適用が可能に
なる例が多い（筆者が関与したある企業でこの方式を実践した結果、標準時間
設定と共に、実力向上の対策が進むなど、仕事の調整、納期管理面でも多くの
成果を得た）。現在、IT に向かう開発・設計者は多い。IT を専門業とする会社
では、仕事のアウトプットを明確にし、PC をクリックする時間を標準時間と比
較しながら管理する方式を活用して、同種の取り組みをする企業が多くなって
きている例を見ても、頭脳を活用するこの種の分野でここに示した方式の必要
性があることがわかる。IT は道具のひとつであり、人材育成と生産管理に上手
に活用すべき対象である（逆に、人の仕事のしめつけに使う例には、この種の
成果は出ない）。

設計の
ST基準
設計仕様
の基準
設計業務
進捗ﾌｧｲﾙ
設計者
能力表

受注情報

No.

新規
受注処理

負荷/能力表
工程フォロー表

①へ

登録

進捗の
プッシュ

通常処理

新規？

ｶﾚﾝﾀﾞｰ
技術資料
管理No.

アラームリスト
製品毎の計画/実績進捗検討
負荷/能力検討、設計・開発力
育成検討、・・・・・・・

設計手持ち
（仕掛）リスト
遅れアラーム
リスト

①

各種標準
各種標準
各種標準

受付

新規品の
進捗フォロー

資料と
レポート

次工程へ

進捗登録

・技術資料
・工程進捗フォロー
・設計・開発者別
に仕事の指示書
・・・・・

図11-30 設計・開発業務の日程、負荷/能力管理
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１１－５

生産管理と目に見にくいコスト

（１）マネジメント力の大きさについて
団体競技(スポーツ)の世界では、監督の交代でチームが様変わりして予想以上
の実力向上を果たす例が多い。近くは日産自動車の再生にゴーン社長が当たっ
た例などは、従業員は全く同じだったが短期間に収益体質に変貌させた例だっ
た。このように、人が伸びて能力を発揮するという内容はとてもコスト計算で
は算定出来ない内容だが、この種の内容を分析すると、そこには、世界的に見
てムダの無い効果的な戦略の設定と、全員参画による戦術の駆使がなされてき
た。この種、企画に関する内容は第 12 章の課題だが、このでは、表 11-6 に示
したような内容を含め、生産管理上、目に見にくいコストという形で、生産現
場で発生するコスト面、という局面で、見逃してはいけないコスト面の対策を
例示することにすることにしたい。

表11-6 目にみにくいコスト
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

No.

項目の例

販売・コスト面の影響解説

１ 品質問題の発生

ミドリ十字、JCO、乳業Y社、Ｍ自動車、N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。

２ 環境問題へ発生

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。

３ 従業員の不当な扱い 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

４ 不当なダンピング

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。

５ 拡大指向の行き過ぎ スーパーやデパートに見るように、Ｙ社、Ｓ社、Ｄ社は拡大路線を
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。
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（２）不況時における外注化の検討について
目に見にくいコストに関する問題の例として、製造現場の管理者が判断を誤
ると大きな損失を招く例を、クイズ形式で解説することにする。
クイズ１ 外注化か？内製化か？
A 社では、現在、不況で能力が余っている状況である（1,000 万個／月の能力
に対し、900 万個／月）。しかし、外注化は盛んに行われている。その理由は、
「外注費 3,500 円／Hr、場内費 4,000 円／Hr であり、外注単価が場内時間単価
より 安いから」というのが、外注化の理由だった。A 会社では残業規制を現
場に指示していた。なお、残業時の時間単価は昼時間に固定費が全て含まれる
ため、2,500 円／Hr である（800 万個／月では残業ゼロだったが、1,000 万個
／月 当時はフル残業をしていた）。なお、外注作業は直ぐを吸収できる状況に
ある。現在、外注へは 100 万個／月出している状況であるが、仕事をこのまま
外注化すべきか？それとも内製化すべきか？
記入欄

クイズ２

経費節減と売上高対策の算定

A 社では生産が繁忙の状況である。今、売上を 1％増加すれば 100 万円／月
の利益になる状況である。このような時、重要な工具がもうひとつ必要になっ
た。社内で生産すれば 20 万円／個だが、3 ケ月かかる。生産の合間を見ての製
造になるからである。だが、外注化すれば 1 週間かかり（特急注文）、80 万円／
台と高価な状況である。さて、経費節減のため 80－20＝60 万円の経費節減をす
べきか？この工具を外注化して、生産対応を図るべきか？を決定していただき
たい。なお、この工具は先の売上に大きく関係し、もし、工具が間に合わなけ
れば 100 万円の売上をあげることは出来ないと、仮定することにする。
記入欄
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クイズ３

プロダクト・ミックス問題

ある会社で2個の製品AとBを作っている。この工場では、２種類の生産で生産は
一杯の状況と仮定する。皆様にはA製品を２個つくるべきか？B製品を２個つくる
べきか？を検討願いたい。なお、現状、この会社の経理では原価計算を下のよう
に行ってきた。
製品A、１個
売値
１，０００
労務費（固定費）
３５０
材料費(変動費）
２００
経費（固定費）
４００
利益
？

製品B，１個
１，５００
３５０
６００
６００
？

現状：A製品の利益＝１，０００
－（３５０＋２００＋４００）＝＋５０
B製品の利益＝１，５００
－（３５０＋６００＋６００）＝－５０

記入欄

クイズ４

個別原価計算と固定費回収の問題

不況下で、現在、月1，000トン生産している生産企業がある。なお、この企業の生産能力は
1,500トンまで生産できる（余力がある）。この工場の製品の販売単価は現状12万円／トンで
あり、1，400万円の利益を得ている。この工場に対して、全くのスポットだが200トン、単価
9万円で注文したいということで海外から注文が飛び込んできた。そこで、皆様には注文
すべきか判断願いたい。なお原価関連の内容は以下のとおりとする。
①材料・電力などの変動費
5万円／トン、②直接労務費 2.4万円／トン、
③減価償却費 1.2万円／トン、 ④各種間接経費 2万円／トン

解答記入欄
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【クイズ１の解】 不況時における外注化の検討
解は内製化すべき！、その理由は以下の計算結果による
① 場内のコスト （100万個／月）×4,000円／Hr ＝400,000万円／月
② 外注化のコスト （100万個／月）×3,500円／Hr＝350,000万円／月
①－②＝50,000万円／月利益が出るように思うが、これは、生産量が
満杯の時の状況である。不況の時は？
③ 外注吸収の時 （100万個／月）×2,500円／Hr ＝250,000万円／月
正しくは②と③の比較になる350,000－250,000＝100,000万円／月の利益！

【クイズ２の解】 経費節減と売上高対策
工具は高い！
社内でつくる
べきか？

工具があれば
すぐ生産できるよ！

解は外注化すべき！、その理由は
以下の計算結果による

解答
比較は利益100万円／月と60万円（一時の支払い）
の比較になる。
(100万円／月）×（販売可能月数：N）＝100×N万円
と60万円のであり、経費80万円－20万円ではない。
従って、この場合、外注化すべきである。

【クイズ３の解】 不況時における外注化の検討
製品A、１個
売値
１，０００
労務費（固定費）
３５０
材料費(変動費）
２００
経費（固定費）
４００
利益
？

製品B，１個 下に示したように、固定費は生産量
１，５００
に左右されない点に、注意願いたい。
３５０
固定費＝３５０＋３５０＝７００は
６００
生産量に関係なく企業にかかるコスト
６００
固定費＝４００＋６００＝１０００も同じ
？

A製品２個生産の場合の利益＝１，０００×２－（７００＋２個×２００＋１０００）＝－１００
B製品２個生産の場合の利益＝１，５００×２－（７００＋２個×６００＋１０００）＝＋１００

【クイズ４の解】 経費節減と売上高対策
解は「注文を取るべき」
この原単位計算は1000トンの
時の状況を示し、状況が変われ
ば、意味をなさない。
①材料・電力など
変動費
5万円／トン
②直接労務費 2.4万円／トン
③減価償却費 1.2万円／トン
④各種間接経費 2万円／トン
従って、右図で判定すべきとなる。

現在：
利益1,400
万円／月

現状：売値12万円／トン
新規受注9万円／トン

利益は
2,200と増加する

10.6万円／トン
1,000トン／月
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限界利益
国内：１２－５＝7万円／ｔ
輸出： 9－５＝4万円／ｔ
変動費5万円／ｔ以上なら
利益増加となる

【まとめ】原価に関するチェック・ポイント

原価低減のためのチェックリスト（例：その１）
Q（品質）、Cost(コスト) ：仕事を見直し低減すべき項目の例
【１】 作業時間を短縮する
①切断作業時間を短縮する。 ②プレス作業の時間を短縮する。 ③金型段取り時間の削減を図る。
④字工具製作工数の短縮と計画化を図る。 ⑤梱包作業の動作改善をビデオ分析と共に行う。
⑥納期問い合わせ時間の短縮や会議時間の低減を図る。⑦納入／出荷伝票のIT化を図る。
⑧置き場管理、５Sを進め探すムダ、移動のムダをなくす。 ⑨副資材などの見直しを図り余計なものは
買わない対策やVEを進める。

【２】 歩留り・不良・手直し改善を図る
①各種工程の歩留、不良、ｸﾚｰﾑの発生、並びに、危険性を探るため、５M、標準書の徹底状況を見
直す。 ②品質保証実態図、品質機能系統図を作成し、ものづくりのキーファクターを確実にし、不
良やｸﾚｰﾑ、手直しを発生させない仕組みをISO9001:2000と共に確立、運用する。 ③新製品開発
段階から不良発生を防ぐため、ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｲﾝに積極的に参画する。 ④品質に関する評価技術をﾜﾝ
ﾗﾝｸあげて、工程内で品質を造り込む方式の確度をあげる。 ⑤ﾎﾟｶﾖｹを駆使する。 ⑥問題発生
時点対策QTAT（Quick Turn Around Time方式）を運用し、発生した問題の原因の除去、再発
防止を徹底する。 ⑥ 危険予知（KYT)の思想で、ﾋﾔｯﾄ・不安段階で問題の要因撲滅に手を打つ

【３】 経費を節減する
①重油・灯油・ガスなどの消費量を削減するため、計器の充実と管理の徹底を図る。 ②エアーの
モレ、ムダな使用をなくす。 ③事務用品の節減を図る。 ④各種の記録をIT化し、紙の節減、連絡
や集計業務の迅速化・ムダ排除を図る。 ⑤PPバンドの使用を止め、通い箱などﾘｻｲｸﾙ可能、安価
な手段を考える。 ⑥自動車の燃料、物流機器（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、ｺﾝﾍﾞｱなど）の物流・ﾚｲｱｳﾄ・待ち時間
を改善し、ｴﾈﾙｷﾞｰ低減を図る。 ⑥月末集中業務を平準化し、残業減を図る。 ⑦応援・多能化を
進め（現場、事務所全て）作業の平準化を図る。 ⑧不要な生産設備・施設の使用は止める。
⑨５S・置き場管理と共に、現品管理を徹底しムダな仕掛の保有、資材・治工具の購入を止める。
⑩研修会・会議はｱｳﾄﾌﾟｯﾄを決め、投入内容を精査する（ﾌｫﾛｰのない研修、結論ない会議の廃止）

原価低減のためのチェックリスト（例：その２）
【省力・自動化】
①ﾋﾞﾃﾞｵ分析とﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑ改善方式を用いて作業方法を見直し、ｽﾋﾟｰﾄﾞ改善する。 ②人件費を変動費
化し、変化対応・安価な人件費体制をつくる。 ③仕事の達成度、ｱｳﾄﾌﾟｯﾄに応じた公平・かつ公明
な給与・昇給支払いと共に人材育成につながる方式を探求する。 ④IT化、自動化を進める。
⑤技術革新・工程省略を図り原価改善と省力化を図る。 ⑥技術伝承の内容を標準化・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
し、個人から企業の財産・蓄積・活用・ﾉｳﾊｳ保護を図る。 ⑦設備稼働率向上、設備のﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ化
(ﾏﾙﾁ・多能化）を図り、工程集約による合理化を図る。

Delivery（納期）・LT（リードタイム縮減）面からの改善項目
【ﾈｯｸ工程を中心とした生産性の向上】
①加工・組み立て工程の改善を図る。 ②段取り・準備時間の改善を図る。 ③検査工程の効率化
出来れば工程内品質保証・検査体制を図り検査項目の省略化につなげる。 ④荷扱い・運搬・搬
送工程の効率化を図る。 ⑤作業・設備～技術・工程改善を図り、工程内外注品の内製化を図る。
⑥生産計画をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝし、無駄のない計画の指示・遵守につなげる。 ⑦協力会社のJIT納入化
を図る。 ⑧SCM（ｻﾌﾟﾗｲ・ﾁｪｰﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ方式）を導入し、協力会社と変化対応生産体制を運用
する。 ⑨IT化と共に、生産管理のIT化を図る。

【LTの短縮】
①ﾚｲｱｳﾄの改善を図る。 ②セル生産・1個流し、屋台や方式、配膳方式を検討し、LT短縮・仕掛り
低減と共に、生産性向上につながる対策を運用できる分野はこれらの取り組みを図る。 ③５Sと
共に置き場管理／先入・先出し方式を運用し、製品生産停滞を防ぐ対策を図る。 ④顧客への製
品直納（直接納入）体制へつなげる比率向上を図る。 ⑤仕掛りを生産工程間のﾊﾞｯﾌｧｰにせず、
原価改善の道具として活用、極限まで低減し、LT短縮と原価改善に役立てる。
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原価低減のためのチェックリスト（例：その３）
【生産管理】
①特急品は生産計画に色付けし、早期生産管理を図る。 ②IT化と目で見る管理により生産管理の
効率向上・早期問題発掘～対策化を図る。 ③各種ｱﾗｰﾑ・ｼｽﾃﾑの運用を図り、生産管理上の問
題の早期発見対策体制を運用する。 ④新製品早期立ち上げのための手法と人的対策、事前検
討対策を図る。 ⑤情報一元化・共有化と共に、問題の事前検討、問題発生時の早期、連絡～
撲滅体制を図る。 ⑥棚卸資産回転率、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの状況を他社・一流企業と比較して改善案を
抽出、改善点を模索する。

安全・地球環境・モラール向上面から改善すべき項目
【安全対策】
①KYT(危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）を徹底しケガ・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ問題の撲滅を図る対策を進める。 ②安全管理者
の設定と共に,安全教育を徹底する。 ③安全面からの５Sを徹底する。 ④ケガの原因となるｴﾈﾙ
ｷﾞｰとの接触個所の改善を図る。 ⑤ｴﾗｰｾｲﾌのためのIT・ﾎﾟｶﾖｹ・ｱﾗｰﾑ対策の充実を図る。
⑥ゆとりを持った出勤と出勤、業務改善や異常作業の減を図る（ｱﾜﾃ,ｳｯｶﾘｴﾗｰの減のための改善）

【地球環境改善】
①ﾘｻｲｸﾙｺｽﾄの（現在、廃棄している梱包材料や不良、廃棄物の商品化を含めて）改善を図る。
②製品設計面からの組立／分解容易性を進める。 ③回収容易性・費用低減のため積載効率、
回収ルートや方法の改善を図る。 ④ｱﾌﾀｰ・ｻｰﾋﾞｽの充実を図り、顧客ｺｽﾄ低減とｻｰﾋﾞｽの事業
化を充実する(採算性向上を含めて）。 ⑤ﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙ効率化技術を拡大し回収製品の採算
性向上を図る。⑥ISO14000、環境対策などの管理費用の低減を図る。

【モラールアップ】
①自分の職場の美化・自主保全などを行いつつ、発生源問題対策へつなげる。 ②出勤率向上に
つながる各種対策を図る。 ③おはよう・ありがとう運動などを行い、楽しく、明るい人間関係づく
りに努力する。 ④チーム改善を進め改善と人間力向上を図る。 ⑤提案制度を向上させる。など。

目にみにくいコストの扱い（その１）
ｺｽﾄ計算には乗らないが、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）
項目がある。例を紹介することにする。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る。購入により迅速、かつ多くの仕事が
可能だが、メリット計算はやってみて、始めて算出できる内容となる。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る。この例が最適と
は考えないが、ひとつの例ということが出来る。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。
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目にみにくいコストの扱い（その２）
「企業は人なり」という言葉があるが、人的要因に関する内容、そして製品関連の内容を例示した。

【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）

見直し
ここまでの内容を参考に、読者の皆様の職場で関与する目にみにくいコスト
要因を整理して下さい。
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【まとめとして】

生産管理と原価改善対策に関するチェック事項
項

目

１

開発～製造～販売までの過程で原価はどのように作られるか

２

棚卸資産と呼ばれる貸借対照表・流動資産は、生産管理、原価管
理の上で何を意味するか

３

黒字倒産とはどのような状態を示すか

４

原価低減を売上で対策した場合、どの程度になるか

５

固定費の配布計算が収益悪化につながる問題を知っているか

６

ターゲットコストとは何か、どのように企業では活用されてきた
か

７

工場における生産活動において、標準時間はどのような役割を持
ち、なぜ必要か

８

目にみにくいコスト要因の例にどのような項目があるか

９

カンバン方式の仕組みがどのようになっていて、なぜ、作りすぎ
の無駄防止に役立つのか
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チェック欄

第12章
１２－１

夢ある現場づくりへ向けた実行計画展開法
健康管理

いつも健康だと、何もありがたみが無く過ごす方も、病気になって、始めて
健康のありがたみに気づく例が多い。健康でないと図 12-1 のように、仕事に
張りがなく、抜けが発生したり、充分に力を注いだ活動にならない。このた
め、第一線監督者方は、健康第一で仕事を進め、定期検診などは必ず受け、も
し、病気の兆しがあるときは早期に対策が必要である。

日本の教育問題？

② ビジョン・目標

① 画一的・完璧を求める
② 才能や特技育成法は除外
③ 不得意、失敗は減点！

③ 内的
モチベーション

⑤ 人間関係

心の中からわきあがるもの
与えられた範囲でできることを
精一杯やる意志を示す。

④ 外的
モチベーション

⑥ 環境設定
失敗や疑い、
叱咤などは
活動を
阻害
する

① 才能・特技
興味や関心、好奇心など
自分が今まで積み重ねてきた
経験や成功体験などがベースになる

外部から与えられる刺激
報酬、肩書き、評価や名誉
などであって、自分では全て
はコントロールできない対象

図12-1 健康をベースに発生する「やる気」の６要素
では、極めて常識的だが、読者の皆様には、下記の項目を参考に健康チェッ
クをお願いしたい。その理由は、昨今、多忙な仕事が関与し、過労死に至る例
が多数報告されているからである。この種、死に至るまで仕事をしなければな
らない背景には、何か特殊な事情があるようだが、健康を害し、死んでしまっ
て仕事は出来ないし、自分の人生だけでなく、家族や部下にとっても極めてか
残念な結果となる。本来、仕事の管理と健康管理は自己管理の最も重要な内容
のひとつである。そこで、一応は、下記内容をチェック願い、病気に予防にお
役立ていただきたく、常識的で当たり前の内容ばかりだが、健康チェック項目
の紹介をさせていただくこととした。
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【健康チェック項目】例として
① 病気の予防……病気になった方々の反省より
（ⅰ）自分の体は強いと信じ込み、ムチャをくり返す。
（お酒に強いと豪語している人がある時、ドカット倒れる例）
（ⅱ）寝不足が続く、ムリがたたる。運動をしていない
（ため寝は一般に出来ないものとされている）。
（ⅲ）病気が小さいうちに休みを取らず、コジらした。医者に行かないと
（カゼくらいと考え、放置すると）、大病につながる例は多い。
（ⅳ）食事の栄養バランスに配慮せず体をこわす。
（デンプン、タンパク、油脂、ミネラル（ビタミンを含む）は体の必
須要素である。バランスを崩さぬ工夫と努力が重要である。食事は
薬と考えることも大切である）。
（ⅴ）精神的に不安定だったから（考え方でマイナスをプラスに必ず夢を
もって活動することが、明日の元気を生む）。
（ⅵ）食事の時間が不規則であった（忙しくてぬく、朝は食べない、お茶
づけ程度で済ます。……等々は危険な行為である）。
（ⅶ）健康診断を受けないのは危険。自覚症状のある病気ばかりではな
い。素人判断は大病のもと、仕事と同じ、その道はその道のプロ
に頼むことと、早期発見、早期対策が重要である。
② 欠勤時の対処は事前に対策案を用意して当たること
（ⅰ）年休行使は、事前報告、目で見る管理が大切。それでも欠勤者が出
た時、また、自職場で作業域を広げ、どうしてもカバーできない時
は、他より応援をもらう（多能化への準備が大きく効くことにな
る）。
（ⅱ）（ⅰ）でダメな時、重点設備、重点工程、重点製品を決め生産する
（外部で委託生産が可能なものは（ⅰ）で対処する）。
メモ欄
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１２－２

自己啓発と課題の整理

（１）間違った勉強をしないための注意について
第一線監督者の方々は自分の人生と今までたどってきた仕事の歴史（自分
史）に自信を持つことが大切である。このためには、多くのことを学び、実践
して経験～成果創出に努力し、自信を持って仕事を進めるリーダーとなってい
ただくことを願って止まない。また、このためには、自ら学び、部下や、まわ
りのお手本となる活動が必要だが、無駄な勉強は時間の無駄だが、「良き師を
得ざれば学ぶにしかず」と道元禅師が言っているように、良い目標と学ぶべき
対象（師）を見つけることが重要である。人は、この内容を『三宝』という
が、その状況は図 12-2 のようになるとされている。『良き師』の反対は『悪
しき師』である。製造現場の教育に、今も、下に示したような、一種、変な宗
教というか？研修が主体で人材育成にならない、返って、人や改善を阻害する
例があるので、現場管理者の方々は、多忙な中で、貴重な人生の時間を投入す
るのであるから、その内容を評価してから、学ぶか否かを選別願いたい。
【お奨めしたくない研修の例】
①
気合研修：「やるぞ！」と気合を出す目的？で、規律、礼を繰り返し
３日程度の訓練研修
②
掃除 5S：「掃除の繰り返しがやがて収益向上になる」と言い、収益
効果を考えず、置き場管理や習慣付けを目的として、問題発生の源流
を攻めない研修のたぐい（だが、研修名は無駄排除としている）
「良き師に得ざれば学ぶにしかず」
（道元禅師の教え）
間違った､指導を受けると、その癖を取る
のに、２倍以上の年月がかかるとされる。

の３つを持ち努力する活動

自習術の要点

【三宝とは】
① 良き師
② 良き友（仲間）
③ 良き目標

① 実務ﾃｰﾏとアウトプットを事前に
決めた後、勉学に入る。
② 習ったこと、学んで使うべき内容は早
く、実践する。
③ ﾌｫﾛｰ(成果）のない実践は行わない。
（実践～成果を得た内容は部下に波及
して定着に努力、支援に努力する。）

自己啓発（習得）～指導→企業支援の内容は下記のように実践へ
自立・指導可能
改善のカ
な人づくりの
ギを得る。
一助とする
改善手法を学ぶ～現場観察→改善の体験 → ﾃｰﾏ設定 → 具体的成果創出 取り組みへ

図12-2 自己啓発の要点
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③

屋台や方式なるセル生産研修：部品倉庫の中に人を投入して、「やる
気」と「気づき」を期待してトップランナー方式で生産性向上に時間
をかけながら努力願う研修（IE 手法で分析改善すれば、最初から、
短時間で、ムダの無い構成が創出できるが、この種の科学的手法は教
えないし、使わない研修、形を重んじるのが特徴となっている）。
④
死亡診断書研修：統計手法は新製品開発段階に製品実現～品質保証の
ための検証に使う手法であり、現在、IT を活用すれば、１秒で図が
提示できるにもかかわらず、わざわざ、手でグラフを描き、空理空論
方式、机上で（現場・現物・現象の解析）をせず、経験論議～発表会
を主体に時間つぶしを目的に実施される研修方式。統計は１件づつの
問題の集まりである。従って、１件の不良や故障、ケガの要因の下に
存在する 29 件のヒヤットを対策すれば、不良も、この種の研修も不
要となる。だが、そのような扱いを説明せず、せいぜい、発表会の後
付づけ資料作成目的に統計の適用を教える研修。
⑤
○○管理者研修：書で読む程度の現場管理者の育成技術教育を、演習
と発表会で埋め、モチベーションと教養番組程度、2 泊 3 日と決まっ
た形で進める教養番組的な管理者。現場で活用する対象や事例はほと
んどないが、日程を決めて意識改革、刺激研修の名で、研修生の数を
追う研修が多い。この種の研修は「有名な○○社がやってきた」とい
う売り込みが多く、数段階に分割して現場管理者の階層毎にケースを
変えるが、その中身は研修機関が決めた都合であり、実際には階層の
区分をする必要はほとんど無い例が多い。「MBA という上級管理者
向け研修があるが、この研修の資格を持つ方が必ずしも、工場の現場
を任されても一流の現場管理が出来るわけではない」とされている。
「むしろ、MBA は実務経験を踏んだ者が現場管理の知識を整理する
程度とすべき」という解説が産業界で通説だが、本書を含め、習った
ことを実践して身につける。また、自分なりの応用と共に、人格を含
めた内容が加味されない限り、この種の知識があっても『畳の上の水
泳訓練』に過ぎない、という見方で内容の活用を判別すべきである。
以上、研修は貴重な人生の時間を投資するわけであり、アウトプット（何の
ために何をすべき、研修をどのように役立てるかという産出内容）を先に決め
てから自己啓発の一環として活用すべきである。なお、現場管理者研修の受講
生にここまでの内容を伝えると、この種の内容に関する相談は多い。「上司が
５S をやれ！ということで掃除を 3 年繰り返してきたが、整理活動は不要資産
滅却の繰り返し、無意味ですよね！だが、その理解を得る討論をすると、多
分、喧嘩となる」とか、「会社の方針が見える化ですが、意味の無い不良統計
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グラフづくりは手間も大変だが、やらないと叱られる。どうすべきか？」、
「会社の方針で朝、気合をかけてから仕事です。意味が無いので止めたいが、
上司に逆らう形となりできそうにありません」と言った本音の相談だった。企
業には、「一般に、現場管理者の方は、部下は配点したり、変更することがで
きるが、上司は部下の権限で変えられない！」という原則がある。そこで、筆
者は「おつきあい程度にその種の事項は済ませ、成果のあがる内容を選定して
実践することをお奨めします」とした。企業は成果のあがることに注目し、伸
ばすという意思決定を必ず選択する。直属上司の上司しか自分の上司の変更は
出来ないことを知るならば、その方が、必ず、成果の出る内容を選定し、方針
変更か、組織変更をするはずである。従って、その時期を待つしか無いわけで
ある。だが、中小企業でその方が社長の場合、この話も通らない例が多い。こ
のような場合、名と形は迎合した形で進め、中身を変えて実践するしか手は無
いと考えるが、この種の内容に妙手はないので、解決法は読者の皆様の応用問
題となる。なお、「私が進言すると必ずぶつかる」と言われる方は、「あなた
は、上司に誤解されている。論より実践、自分が進言するのではなく、まず、
ご自身の知識と思想を実践して成果を挙げる。その内容を反対する上司が最も
好む人から、それとなく伝える。仲間と共に伝え、矢面に立たない」という方
法をお話してきた。この種の相談は現場管理者にとっては、大きな悩みのひと
つだが、ケースバイ・ケースであり、上司の人柄、経歴や大切にしている心
情、さらには、質問者との人間関係などの事情がよくわからないと、うかつに
お返事が出来ない（場違いな）内容になることをお断りしたい。ここまで、こ
の種「現場管理者が持つ悩み」を紹介した理由は、自己啓発する上で、この種
の内容が多くの障害になるからである。また、この種の内容が解決へ向かう
と、図 12-3 に示した内容で自己啓発の重要性が理解され、効果的な展開に進
む例が多いからである。
〔心づくり、人格づくりと情報源の関係〕

・家族、親戚との交流
会社の中

・旅行、他社見学
……異なる環境より
得るもの

一般社会

・新聞、雑誌
テレビ……書

仕事の実践

関係者との接触

社、内外の研修会、会議

図 12-3 人間形成に必要な要素
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（２）自分力を高めるための『コツコツ勉強法』の大きさについて
毎日コツコツと実力向上を図る対策を「チリも積もれば山」対策という。で
は、この効果がどのようになるか、1 日 10 分、自己啓発を例に取り、1 年間の
累積効果を時間値で示すと、以外に大きな値となる。専門的に 1 つの事を完全
にマスターするには対象を 1 つにしぼり期間をしぼり集中教育を受けるのが最
も良いやり方だが、一般に、多忙な現場管理者に、この方式は難しい。それよ
り、1 日 10 分間、集中して自分のためだけに目標を持ち何かを学ぶ方式をお
奨めしたい。その理由は、
1 日 10 分×30 日/月×12 ヶ月/年＝3,600 分/年＝60Hr/年/（8Hr/日）＝7.5
日
になるからである。また、学んだ事は、いつか使う式ではなく、具体的対
象を選び学ぶ事の方が効果もはるかに大きいからである（知識だけ持っていて
も実行なければ成果はない。実の学とはアウトプット（目的と目標）を決めて
インプット（情報収集～活用）することを意味する）。
では、自己啓発のための勉強術（そのチェックポイントの例）を実施する上
で参考にしていただきたい事項を整理することにする。
(1) 学んだ事はテーマを必ず見つけ実践してゆく。
(2) 難しい技術はワンポイントレッスンのくり返しで少しずつ行なう。必要
な事のみ、まず学び、その後に周辺の技術を使いながら学んでゆく。
(3) 本等は、わかった分野より文字を色ぬりしてゆく。
まだ理解していないところが白ぬりとなり、進捗程度がわかる。
(4) 単純なものを学び、その後複雑なものに入る。
「複雑なものと単純なものの組み合わせ」と考えることが大切。
(5) 自分が今まで学んだものとの類似性を見つけ、関連づけてゆく。
（心の不安が取れるので効果的な方法のひとつである。（例）電気や、油
圧を水の流れと対比して学ぶ等などはこの例である。何事も同じだが、自
分が経験したこと、得意な内容と類似したものを見つけ、類似性を基に学
習すると違和感が少なく、効果的な学習が進む。）
(6) 必ず、時間をつくって学ぶクセをつける。
会議、研修会、勉強会等をつくって行う。
(7) 期限を定めて学ぶ。
精神的な環境づくりと必要な事のみを学ぶ工夫を進める。
(8) 時には、部下に習わせ、部下より学ぶ方式をとる。
(9) 覚える苦労は、標準化技法を活用し、見れば出来る体制づくりで行な
う。
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（３）自己啓発と、現場改善のためのアイデア収集について
製造現場を受け持つリーダーは、日々、定められた品質、納期、コスト、
安全、エコ対策～部下育成まで、各種の目標達成と共に、未来を創造する、と
いう大きな役割を担当している。このため、自分の持つ現場管理力と改善(指導
を含む)を高める必要から、この面でも自己啓発が必要になる。そこで、「改善
力強化の題材になるアイデアを集める」という局面から、参考にしていただき
たい内容を整理することにする。
１）自己啓発に当たる態度（立場）のあり方について
基本思想：ニ－ズ、目的のない人はテ－マや情報を見逃す。
①、問題が何か？が分かれば答えは自ずから生まれる。
②、求める人には与えられる：問題意識、テ－マを持つ人は見るもの、聞く
ものを糧にしようとする行動が生まれる。よく経験することだが、ある
テ－マを持つと途端に世の中が変わって見えてくる。新聞や雑誌を見て
もそのテ－マに関する情報に気づく現象が出てくる。本屋に行っても自
分がテ－マにしている本の多さに気づく、世の中には自分のテ－マにし
ている内容がこの様に多いのか？と思い始めるわけである。探究心とは
求める心を言う。自分が何になりたいか？何をしたいか？がなければ、
物事を発想する動機は起きない。必要は発明の母、危機はアイデア発想
の宝庫である。
③、自己啓発とゆとりがテ－マを育てる。
情報は多く、言葉、解釈が多いほど発想を得る環境が広がる。発想は
自己の殻を破ることから始まるが、このことは、ディベロップという言
葉が良く意味を表している。語源は封筒を破ること、脱皮から来ている
そうである。固定概念を破ることが発想を得る原点であり、自然にもの
が見られることが大きく関係する。
○ 多くの発明は異なる技術分野や異業種の交流により生まれて来た歴史
がある。
○ 人間は言葉と友達、チャンネルが多くなるほど思考力、発想力、応用
力といった能力と豊かさが高まる。逆に、井戸の中の蛙の言あり。
２）勉強をする工夫について
①、ゆとり：レジャ－の語源は学校と言う言葉と同じそうである。暇つぶしで
はなく、「学ぶためのゆとり」だったそうである。従って、テ－マ実現に
自分をリラックスさせながら、人間形成、一端は冷静に自分のやり方を見
直す。ゆとりで発想を変える時間的な余裕を持つ。趣味から異分野の情報
を得る。新たに集中するために今までの発想や行動から離れる。・・・と
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言う意味合いにとるべきである。
趣味でその人の人間形成、ものごとの発想法、集中心、努力の仕方、向
上心を高める方法を身につけることは立派な自己啓発の方法である。要は
知的にレジャ－を活用
することが大切である。
②、時間活用術：１日４食主義という言葉がある。3 食は食事、1 食は自己
研鑽のために勉強時間を持て、という話である。先に 1 日 10 分、自分の
ために真剣に研鑚する内容は 1 年で 7.5 日分にもなることを意識願いた
い。
③、天才の言
人生は１回、価値あることに使うべきである。アインシュタインの言
「発明の閃きは９９％の汗（パ－スピレ－ション）と、１％の（インスピ
レ－ヨン）である！」
松下幸之助氏「当たり前のことを当たり前にやることが成功の秘訣であ
る。但し、徹底してやるか否か？が問題だ！」と言った意味を残しておら
れる。
３）情報収集を進める上で努力すべきポイントについて
①、６感のマメ：先人が伝える 3 現主義を利用した勉強法
(1) 手マメ＝メモ魔、論より実践で理解とアイデアを得る。
手は第二の脳と言われる。書くと整理されアイデアが沸く。
(2) 足マメ＝足で情報を集める、見聞きする努力、歩きながら考える。
犬も歩けば棒に当たることがある。
(3) 目マメ＝見る。百聞は一見にしかず
(4) 耳マメ＝聞き上手は思わぬヒントを得る。
(5) 口マメ＝話すこと、この準備でものごとが体系化される。
(6) 触マメ＝手に持つ、触れる、顧客の立場に立ってみるなど
②、制約を外す
空想、夢、２１世紀から現在を引き算する。自然を眺めて原理を知る。
ブレ－ンスト－ミングは制約を外すために行う考え方である。質より量
逆転の発想なども大切な考え方である。特に、”もし？”の設定が始まる
と創案の範囲は大きく広まるものである。
③、好きこそものの上手なれ！
物事に熱中する人は思わぬチャンネルを工夫してアイデアを考える。好
きな人は人が嫌がることも苦労と思わない。興味が次の興味と実現を生
む。好奇心は発見の宝、必要は発明の母、の言が自然に実行される。投入
する時間も熱心さも常人と異なる。ﾏﾀ､趣味に熱中する勢力を仕事に転換

371

したら！・・・という意見は多い。趣味＝仕事は幸せな人である。
④、使命感を持つ人は壁を突き破るための発想を続ける努力をする。あきら
めない。恨みを持つ人の行動だけではない。人類愛を持つ人の飽くなき行
動は諦めがない。
⑤、成功は成功のもと
成功談を若い時に持つ人は成功が多い。失敗は成功の基という考えは回
りに失敗を成功の種にする教えや、失敗と共に自分の特長を知り、そこか
ら出発するすべを教えてくれる指導者が側にいることが多い。要は、成功
者から成功体験をいただくわけで
ある。
⑥、道は近くにあり、迷える人はこれを遠くに望む！
灯台もと暗し、足元を見よ！の表現や、行きづまったとき、地面にアリ
の様な小動物を見てハッ！と発想を得る例は多い。
４）各種アイデアを考える場合、注意すべき項目について
①、客観的とは客の目で自分を観察せよ！の意味
クレ－ムや顧客の要求、立場の理解はメ－カ－発想と異なる見方を持つ。
そこで、相手の立場に立ってものごとを考えることが、有効、かつ、顧客
ニーズにあったアイデアを生む例が多い｡
②、自分という文字は「自然の分身」という合成語である。自己中心、自然
の原理に逆らって無理なことはなかなか出来ないものである。
③、儲けとは信じる者の合成語、並びに、信じて貰う者の合成語という言も
ある。
④、プラス思考の人の方がマイナス思考の人よりアイデアが多く生まれる。
米国の実験、グル－プ発想がこれを生む。
⑤、知識と知恵は意味が違う。
学校の優等生が全員社長や著名人、有名人になれないわけは、知識で得
た自尊心が知恵を生むのをやめさせるからである。学のある人は事後の状
況説明がうまい。しかし、良い発想があっても自分からやろうとしない。
その理論は一見、的を得ている様だが実行は難しいものが多い。だから、
評論家、机上の空論屋になる人が多い。汗が知恵を生む。失敗、立場を無
視した冒険者が成功者になるのは自分をわきまえていて､出来ることをや
っているうちに成功談の知恵を得たためである。論より実践は知恵の
基である。畳の上の水泳論は誰も否定する言である。
○現場主義が松下幸之助、本田総一郎、中内功・・・・たちを生んだ。
○人は学ほど、知識と地位を得るほど臆病になる。金持ちは金を持つほど
ケチになる｡
○時に科学（間違った理論、未発見の理論や条件、事象）は進歩を止め
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る。異状値の発見＝発明につながった例などは、この代表選手である。
⑥ 時にハ、反対意見を持つ友を持て：疑問から対策案の創出が始まる。
⑧、教材：(1)顧客に学ぶ、(2)子供に学ぶ、(3)現場のプロ(その道のプロ)に
学ぶ、(4)書、先訓、歴史に学ぶ、(5)自然に学ぶ、(6)友に学ぶ、(7)体験し
て学ぶ、など、「万物が教師や教材と考えて柔軟に物事をとらえ、積極的
に自己研鑽の目を開こう！」という思想と実践を身につけることが大切で
ある。
以上、ここまで、自己啓発（自分力を高めるための勉強法）について紹介
したが、各種勉強法の違いとイメージを図 12-4 に示したので、参考に願い
たい。
3種ある勉強術
① Ｏｆｆ・ＪＴ方式
(Of Job Training)

知識として
頭に記憶
する

② ＯＪＴ方式
(On the Job Training)

座学の後、現地で
実践～身につける

③ ＳＤ方式
(Self Development)
何が、自分と
会社や仲間の
ため必要か？
考えて決める

気づき、自分で勉強する！

試験で
知識レベルを
評価する

実務で活用力を高める

コツコツ努力～夢を育てる
宝

合格！

図12-4 自分力強化に必要な勉強術について
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おさらい 自己啓発と、現場改善のためのアイデア収集
現場管理者の基本はリーダーという定義にあるように「未来をつくる代表
者」また、率先垂範による部下育成だが、このために必要な現場改善をテーマ
に、次の設問に対する内容を整理して下さい。
１、自己啓発に当たる態度（立場）のあり方について記載して下さい。

２、勉強をする工夫について記載して下さい。

３、情報収集を進める上で努力すべきポイントを列挙して下さい。

４、各種アイデアを考える場合、注意すべき項目を記載して下さい。
例：顧客要求に学ぶ、子供に学ぶなど、立場を生かした自己研鑽態度など
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注釈：ここへの記載内容は、ここまでのまとめなので、解や解説はありません。
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１２－３

現場管理者のあるべき活動（自己評価）

ここまでの内容をまとめる形で、現場管理者としてチェック～自己育成につ
ながる内容を表 12-1 に示した（なお、この種の内容は自己の良い点を見つ
け、実力不足個所をカバーするという活用をお願いしたい）。
表 12-1 現場管理者の仕事のレベル評価表
（程度の評価 ５：十分、４：まず満足、３：普通、２：多少問題、１：改良要す）

チェック項目

程度

良い点と、今後
のばすべき点

（チェックする）
５

１

①職場長方針を明示し、実現に努力中

職

②目標値があり、達成に努力している

場 ③異常情報を早く流す信頼と体制がある
の

④情報共有する仕組みを運用している

雰 ⑤困った問題を改善提案する活動が活発
囲

⑥お互いに良い点を認め、まずい点を指

気

摘しても感謝する環境が整っている

づ

⑦難しい課題に協力しあう意欲が強い

く

⑧仲間が困っているとき、指示しなくて

り

も助け合う体制が整っている。
⑨相互に得た内容を公開し学ぶ努力と環
境が整っている。
⑩健康、安全、品質、生産性～エコ対策
をバランスよく進める状況がある

２

①無駄排除の手法は従業員の皆が熟知

仕 ②問題は兆し段階で対策する体制を運用
事
の

③出勤率をあげ、この維持に事前検討、
事前連絡を的確に行っている

進 ④多能化は十分進めている
め
方

⑤後工程をお客様として、QTAT は効果
的に運営され、標準化を順守している
⑥問題解決には、その道のベテランが活
動する体制が整っている
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表 12-1 現場管理者の仕事のレベル評価表（つづき）
チェック項目

程度

良い点と、今後
のばすべき点

（チェックする）
５

２ ⑦経営直結型 5S が進み、改善効果を金額
つ

と感性値に分けて示している

づ ⑧改善内容が職場に広がる仕組みを運用
き

⑨1 人月 1 件の提案は確実に達成中
⑩改善内容は標準化して順守～改定が迅
速、かつ、スムーズに実施

３
方
針
の
理
解

①会社・工場方針を具体的にかみくだ
き、職場の方針として具体化している
②企業や顧客ニーズを理解して、職場に
おける対応を話し合い合意を得て推進
③上司から受けた重点課題や目標に担当
者を決め（調整して）推進

・

④高い目標達成のためには、問題、必要

上

な力量向上内容をとらえ、勉強を進め

司

る活動が平行してなされている

と
の
連
携

⑤誰が、どのテーマをどのように進めて
いるかが見える化で把握可能
⑥目標管理を進め、個人と職場の目標の
融合がなされている
⑦アイデア・バンク制度を運用し、会社
方針に添ったテーマ提出が早い
⑧先を予測して改善テーマやアイデアを
アイデア・バンクに登録・蓄積中
⑨他の職場が関与する問題も連携中
⑩各人が能力開発を目標管理と共に進め
ている

３
自
己
啓
発

①個々人が、あるべき姿を示して自己管
理育成に努力中（日々目標管適用中）
②日々の目標達成度を定量的に把握～実
力向上を図っている。
③自己育成・勉強時間を確実に確保中
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表 12-1 現場管理者の仕事のレベル評価表（つづき）
チェック項目

程度

良い点と、今後
のばすべき点

（チェックする）
５

３

④自分の良い点/改善すべき点を把握した

つ

上で、良い点を伸ばす努力を実施中

づ

⑤日頃の生産、改善目標は確実に達成

き

⑥将来問題や実力不足で未達の内容は自
己努力で頑張り達成を図る
⑦実力不足で達成が危ぶまれる内容は上
司や仲間、スタッフに相談し、援助を
受けながら達成～実力向上へつなげる
⑧人がやりたがらない仕事を発掘して、
皆で考え対策へ向ける工夫が可能
⑨事務や会議に追われる内容に対して改
善策を仲間と練り改善へ向ける
⑩常に自己研鑽テーマの発掘に心がける

４
行
動
と

①昨今の不祥事や事故を「他山の石」方
式で取り込み、活用中
②健康と安全を重視して自己管理を行
い、部下の状況を把握指導中

人

③大変な仕事は丸投げせず、現場、現物

格

で実践、担当者の立場を理解して改善

形

に当たる

成

④部下のお手本となる率先垂範を重視し
て仕事を展開中
⑤人柄、品格という人間的な内容も重視
しながら仕事中
⑥「おはよう」の掛け声など、基本的な
ことを必ず守り、コミュニケーション
と部下の士気高揚や問題発掘に努力中
⑦失敗が懸念されるテーマや仕事は十分
リスク対策を関係者と図り対応する
（不良、故障、納期遅れなどの対策）
⑧部下に任せた仕事も、自分の責務とし
て確実にフォロー、支援する
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表 12-1 現場管理者の仕事のレベル評価表（つづき）
チェック項目

程度

良い点と、今後
のばすべき点

（チェックする）
５

４

⑨関係部門とのコミュニケーションを図

つ

り問題発生時に効果的な手を打つ対策

づ

を運営中

き

⑩、自分が出した方針が、何事にも、ぶ
れないことを重視した活動を展開中

５
新

①新製品立ち上げ垂直化へのチェックリ
ストやリスク対策を準備

製

②デザイン・インに積極的に参画して、

品

新製品や新技術導入のスムーズ化に努

・

力中

新

③IT の活用は一応可能、部下指導も実施

技

④アウトソースの活用のため、評価基準

術
対
応

を示し展開
⑤コーチング技術の適用が実務段階で出
来て、効果が上がっている
⑥外国人労働対応や海外指導に当たって
何をすべきか企画～実践～フォローが
お手本となる程度で出来る

６
そ
の
他

①次期、自分の代わりが出来る 2 番手の
育成が順調に進んでいるか
②明るく、人と技術・技能が進む職場づ
くりがなされているか
③夢の実現に向けた企画があり、関係者
の参画と意欲的努力がなされているか
④一流のものづくりへ向けた活動から評
価すると、現在はどのレベルであり、
今後、何をすべきかが明確に示されて
いるか
⑤受身的な内容は無く、自主的、他にお
手本となる活動にまい進中か
⑥その他
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現場管理の知識を多く持つことは、それ自体重要なことである。だが、現場
学んだことを管理する実務の場で実践できなくては、知識も単なるお飾りにな
りかねない。そこで、本書で学んだことを総合的に整理する意味で、実務で発
生する問題を例示するので、解析の作成をお願いしたい。
おさらい（その１） 不良対策時の対応について
ある職場では不良が時々発生する。その除去のため 1 名の専門要員をはりつ
けて、このトラブル対策を進めた。なお、不良発生は 1 日数回程度であり、作
業者はほとんど手待ち状態である。当然、不良が製品に混在することはない。
あなたは、この対処をどのように評価し、対処（改善）へ向けるか？
記入欄

おさらい（その２）

管理者「現場応援の常道化」の対策について

「現場管理者の方が現場実務対応可能！」ということは、それなりの意味を
持つが、この例は、その種の内容を誤解した運用である。この方、A さんは現
場作業が忙しくなると、現場応援にかけつけることで知られる方である。今日
もそうだった。特に、今日は全員が帰った後も職場に残り、対処したため、納
期遅延を防いだ。A さんは、休日でもいとわずやってくる。責任感が強く、人
柄が良いということで部下は簡単に応援を要請する状態で今日に至っている。
記入欄
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おさらい（その３） 提案を保留する上司の対応の改善法について
部下が提案書を出したが、今回も「もう少し考えさせてくれ」と言って判断
を出さない。部下の方は「自分に任せ、時間をくれればすぐに改善してしまう
のに・・・」と不満を漏らす状況である。多忙はわかるが、あなたの判断は？
記入欄

おさらい（その４）

話の長い上司が改善すべき対策について

上司 B さんは、自分の方針や考え方を丁寧に伝えようとする姿勢は良いのだ
が、「とにかく話が長い！聞いていて疲れる」と悪評である。だが、部下は付
き合わざるを得ない環境から免れることが出来ない。どうすれば良いか？
記入欄
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おさらい（その５） 投資に見合わない問題の扱いについて
部下から「ここは水がこぼれ床がすべるので安全上も何とかして欲しい」と
いう提案が、「提案募集」といういと毎回出る。だが、現場管理者である、こ
の職場の C さんは「その問題はメリットが出ない」と話す。あなたは、このよ
うな、1 件だけの対策は投資の効果が出ない内容をどのように扱うか？判断と
C さんへ、部下の要求が進むサゼッションをお願いしたい。
記入欄

おさらい（その６）

違反者の扱いについて

D 社では喫煙場所が指定されているが、違反者が多い。職長 T さんに、新た
に配属された E さんが同行中に違反者がいた。E さん「あそこでタバコを吸い
ながら歩いてはいけないのでしょ」と言った。今日、T 職長が皆に注意したば
かりである。しかし、「まあね」と T 職長は、その場で注意をしなかった。E
さんは「違反者を取り締まるという嫌な仕事をやるのが職長の責務でしょ」と
言ったが、何もしなかった。この職場では全てこの調子だが、あなたは、T 職
長をどのように指導して、この種の違反を撲滅しますか？
記入欄
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【おさらい（その１）の要点】不良対策時の対応について
不良発生時に発生源に人をつけることは一般的に行われる対策である。だ
が、この方の仕事が問題である。この設問では発生した不良の除去だけであ
り、この種の人材投入は「保険」と名が付けられ、現場管理者の方には、お勧
めしたく無い対処である。投入した人に①不良の内容を確認願う、②発生元へ
現物、または、発生事実を伝え、原因の除去に協力する。③ヒヤット段階の問
題も改善して、監視業務から離脱する体制を現場管理者の指示のもと行う、と
していただく対策を推奨したい。ある企業では外交人労働者を不良品除去や対
策に使っていた例があった。そこで、筆者は「海外の方に失礼な仕事をさせる
べきではない。むしろ、その仕事は正社員が行うべきである。そうすれば、改
善が進むし、海外の方々も良い印象と共に、日本で効果的なモノづくりの教育
を受け、心情的にも日本に来たことを感謝するはずである」と言って、この対
策をお進め願ったが、結果、ここに記載の通りの内容となった。下働きに、安
い人件費投入、という内容に似た対策に関する、この「保険的対策」は人間性
無視、作業者に、考えてもらい、知恵を使って自己育成願う芽を絶つ対処とお
考え願いたい。
【おさらい（その２）の要点】管理者「現場応援の常道化」の対策について
現場管理者が現場実務を担当可能、という内容は①いざと言うときの応援は
作業者に仲間意識を与える。②実務が出来ることが作業者の立場を知っている
という内容となり、空理空論で仕事をさせているような管理者ではない。③腕
を見せることや、実務を担当した結果、そこに存在する問題の改善を指示した
り、教材に使える、という利点がある。最後が、④生産達成責務の全うとなる
が、常道化してしまうと、①「あの管理者は応援要員だから、何かあれば応援
させれば良い」と現場関係者はとらえ、各種改善や出勤率向上努力が安易な方
向へ向かう。②現場管理者自身が持つ本来業務である、部下育成、品質や作業
改善、新製品受け入れやデザイン・イン対策が出来ない。③工程間にまたがる
問題への事前検討や調整や自己育成などの時間が取れないため、現場管理技術
の向上がなされない、といった弊害発生の要因となる恐れがある。従って、伝
家の宝刀である、いざという時に現場作用という技は多様すべきではない。む
しろ、現場応援に入るのであれば、何らかの作戦を持って入るべきである。
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【おさらい（その３）の要点】 提案を保留する上司の対応の改善法について
提案の保留は①相手が答えを待つ。また、待たされる理由が不明確だと不信
感をいだく、②善し悪しが早く、理由の納得が得られれば、次の提案創出に集
中することができる。③本人にやらせるチャンスを与えることで、失敗すれば
その理由、成功すれば成功体験を早く、多く得た結果、人材育成につながる。
という効果が出る。このため、この設問は、「もう少し考えさせてくれ」よ
り、早い本人へのフードバックが求められる内容となる。
【おさらい（その４）の要点】話の長い上司が改善すべき対策について
モノづくりが「良いものを、安く、早く」求めるように、部下への話も、高
品質情報を早く、わかり安くがテーマとなる。このため、現場管理者の方々
は、5W1H で結論から語り、短時間で済ませる対話法を訓練～身につけ、活用
願いたい。長い話の分だけ相手の時間を無駄に使い、生産着手を遅くするから
である。
【おさらい（その５）の要点】投資に見合わない問題の扱いについて
この種の問題の対処に当たっては、まず、①費用対効果の計算をしっかり行
っていただき、部下にしめすようお願いしたい。②計算結果、投資メリットが
無い場合、周辺の改善と取り入れて改善へ向ける（他の改善テーマを組み入
れ、トータルメリットを生む作戦で進める方向へ向ける。それでもメリットが
無い場合、③将来計画を探り、大きな投資などで、大変更する中に組み入れて
もらう準備とする、という対策が必要になる。要は、納得と合意を得る策を見
いだす努力を現場管理者が進めるべきである。
【おさらい（その６）の要点】違反者の扱いについて
「悪化は良貨を駆逐する」という言葉があるが、この種の違反者を発生時点
で取り締まる役を現場管理者が逃げていては、製造現場の統制は取れない。な
お、従業員の目前で怒鳴るべきか？は時と場合による。部下は管理者の後ろ姿
を見る。さらには、どんなにかわいい部下でも「泣いて馬謖を斬る」の歴史が
示すように、組織で活動するものに取って、時には厳しい意志決定を役割とし
て行わなければならないことが発生する。従って、この種の対処には訓練と先
輩談の聴取などが必要になるが、日頃から、小さな問題の火消しを行い、大火
にならないような人間関係と部下育成を図るべきである。なお、この種の対策
に正解はないので、この種の問題に対しては、読者の皆様の応用技として独自
の対処方法をご用意願いたい。
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【参考事項】 技能伝承コスト
現場管理の技術を総集形で「技能伝承問題」に関する取り組みに参考にして
いただきたい内容を例示することにしたい。
単に、団塊の世代の交代や少子高齢化対策という恐怖脱出を目的に、過去の
技術・技能の維持を目的に伝承対策を切り回しても経営効果は出ない。日本は
物的資源が無い国である。ここまでの経済大国を築いた大きな柱は、①日本の
唯一である人材の育成、②知恵と努力による技術の進展（大学～博士号取得者
による各種研究）、③ある程度の構想を現場力で製品化する現場力（技能者の
努力）だった。この 3 種の神器は今後、中国など、発展途上国の追い上げに対
し、世界をリードした新製品の創出に欠かせない要件である。だが、現在、高
学歴化に伴い、②の増強はあるが、①と③はモノづくりからの若者離れ、理数
系嫌いの傾向から早急な対策が必要な段階にあり、この影響が顕在化するの
は、2007 年を経過して 10 年後になってからと予想される。その理由は、大騒
ぎしたが、現在、①定年退職者が企業に残ってくれる環境があり、②若者も何
とか数だけは集めることができし、③当面、製品面で技能伝承のコスト的(収
益面)影響を訴える事例があっても少ないためである。この問題を、筆者が関与
する G-研（異業種 6 社による、技術・技能問題対策研究会）で、本音として
語った結論は、「放っておくと大変なことになります」という内容だった。そ
こで、以下、『技術伝承コスト』という局面から問題を整理する。
まず、技術伝承問題に旗を振る人物は誰か？を考える必要があるが、トップ
は以下の 3 点がコスト面でどのような影響になって出てくるかまでは認識が無
い、というのが一般的な状況である。
① 経営トップに現場の技術伝承の実態が正しく報されていない。
過去、多くの企業トップは現場一任ということで、潜在する現場の問題を時
には丸投げ方式とは言わないが、現場関係者に任せてきた。その種の問題は優
秀な現場関係者は、苦労するが、何とかしてきた。「出来ない」と言うのは責
務不履行、実力の無さを訴えることになるからである。従って、技能伝承で問
題をかかえていてもトップに本音の形で訴え、現状把握～中期経営計画に組み
入れる例は少ない。
② 自分の任期中に技能伝承問題の被害が出る例が少ない。
5 年後に起きる技能伝承という現場ノウハウ継承者が出ないために、製品が
つくれない他社事例を知っても、「箱物と呼ばれる、研修所と指導員の準備を
進めていれば、何とかなる」という傾向がある。ノウハウ公開は特許同様に、
先進企業の極秘情報であり、技能伝承を重視する大手企業は、その内容は公開
せず、企業 PR の一部に技能伝承研修所や技能五輪の活動を示す程度なので、
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各社で展開する戦略の実情は全くわからない。第一、「将来何らかの問題が出
そうである」と予想しても、当面の収益確保に集中する経営トップにとって
は、任期中に問題が顕在化する実態が無いものは先送りとなる。
③ 技能伝承コストなるものの認識がない。
①と②をコストという局面で把握した事例と報道、評価と対策書が無いた
め、問題解決を担当するスタッフも経営トップに金額面の効果と要求を正確に
訴えない環境が経営トップの意志決定を遅らせてきた。
という局面がある。企業は経営トップの意志、否、先験的な危機感でその活
動が左右されるが、この種のコストが明確に示されてこなかったことが、技術
伝承という手法中心の対策に経営トップの関心を集め得なかった理由と考え
る。加えて、『環境経営の取り組み』をご覧願いたい。過去、環境投資は経営
へのマイナス要因の筆頭と考える企業トップが多かった。だが、環境経営とい
う算定システム（図 12-5）が示され、マスキー法への対応で日本車の売り上げ
が世界に先行することをきっかけに、すでに、現在、多くの技術開発と人材開
発が進み、現在は環境会計なしで、企業の経営は成り立たないという内容にま
で高まっている。
将来、重くのし掛かるかも
知れない問題
・ 法：社会規制の強化
・ 不買運動、・ 企業イメージ低下
・ 環境公害問題訴訟など、・・・

事前リスク対策と中・長期の見通し
・ 事前に問題対策を行うことによる
急激な費用負担の減や回避
・ 顧客、業界の信頼性増大～利益増

環境調和
型新製品
の創出

各種改善成果の合計（見積り）４００百万円
費用合計
５００百万円
環 ・ 省エネルギー○○の実施
境 ・ リサイクルプラントの建造
投 ・ 炭酸ガス低減のためのＡ
資
設備の改善・・・・
（ 合計
４０）
維 ・ 社内環境教育
持 ・ 廃棄物処理コスト
コ ・ ISO14001維持管理費
ス ・・・・
ト
（ 合計
５６）
環 ・ 公害対策費など
境 ・ 裁判費用など
損 ・・・
失
（ 合計
４）

・省エネルギー化による原価低減
・ Ａ工程・・・燃料削減
・ Ｂ工程・・・電力削減
・・・・・
１３５
・ リサイクル対策による原価改善
・ パレット、通い箱化
・ リターン材の有効活用技術具体化
・ 製品設計変更ＶＥによる原料、
部品の減
・・・・・
２０５
・ 環境負荷コストの減
・ 測定類の外注化
・ 排水処理の低減
・・・・
６０

図12-5 環境会計を活用したバランスシート運用イメージ
このように、ものごとを整理すると、技術開発は特許武装するが、ノウハウ
に関する技能開発（人材開発）と保護も特許と同じレベルで保護すべきであ
る。そこで、このために技能伝承コスト評価が必要になるが、ここで、図
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12-6 に示したように、維持型ではなく、発展型という形で、その内容の明確化
が必要になる。

①未来想像型
企業一流化づくりの
マネジメントと
全く同じ

①あるべき姿

③達成ストーリー

← ②現状分析

②現状維持型（現状復帰型）
①過去~現状
③対策 ・復帰→維持
②近未来

レベル低下・問題増大！

図12-6 技術伝承を展開する２つの方式
ここで、技術伝承を未来発展型で展開する例を紹介することにする。例は、
携帯電話の小型化に関与するリチウムイオン電池の容器を匠力で具体化した岡
野工業の例である。岡野雅之氏は 6 名の企業で年商 6 億円、しかも、トヨタ自
動車開発のビッツ・ハイブリッド車の電池容器・アルミ化を実現、テルモ社販
売による糖尿病患者のため、痛くない注射針の開発などの開発は新技術開発に
ウオンテッドかけられ、技能対応した例であり、世界に無いモノづくりを実現
した企業である。他にも、樹研工業の例もある。ここでは、100 万分の
1mm、売る目的でない歯車生産を実現させ、世界各国から超精密部品加工依頼
を受け対応している。このように、従来製品の延長のままだと消えていた企業
を進展させた例は多く、技能伝承から技能開発を行った結果、多くの新ビジネ
ス展開につなげた先駆者的事例を具現化している例は既に多くの例がある。以
上、ここまでの内容から推して、これからは、技能コストをマイナス面で算定
するのではなく、環境会計と同等に人的な技能力強化を新製品・新技術開発ス
タッフとの協業の形で、『技能開発コスト＝新製品開発・新ビジネスの開拓』
という考え方で企業内に位置づけるべき段階にきたことを注記した。
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１２－４

現場力を高める企画書作成法

現場管理者は、日々、製造現場に寄せられる多くの依頼事項の消化を部下と
共に果たして行く仕事と共に、明日の仕事や、人材育成をリーダーとして創造
しながら未来の目標を実現して行く役割を持つ。そこで、その種の内容を企画
書という形でまとめ、現状把握～未来へ展開する内容をまとめる手法を紹介す
ることにする。なお、製造現場では、作業者が提案する簡単な企画書を提案書
と言う。だが、現場管理者が作成する内容は、この種の提案書より、少し規模
が大きい内容を持つ。特に、違いは、関係者を巻き込み、組織的な活動を図る
点が異なる。
まず、企画書だが、その作成手順は図 12-7 のようになり、原案として構想
をまとめる形式は表 12-2 のようになる。また、ここに何を織り込むかが企画
のテーマとなるが、下に示した内容を参考に職場改善を組織的、または、リー
ダーとして先駆的な改善を進めるという内容が企画書の内容となる。だが、企
画には、「企画倒れ」という注意がある。このような内容になるムダを省くた
め、企画書は作成後、関係者の合意や上司の承認を得て、実行計画に変化さ
せ、達成～具体的な成果創出へつなげる対策へ移す対処を図る。また、このた
めに必要な、企画書作成に関するチェックポイントを記載することにする。
（１） 企画とは
① 企画とは、新しいアイデアを盛り込んだ現実的挑戦目標を明確にした
内容であり、企画力を必要とする。
② 企画力とは、着想をまとめあげ、ひとつの説得力ある主張としてまと
める能力のことをいう。
（２） 企画力向上のための基本的態度
① 自分の企画力を高めるためには、常に高い問題意識を育て、情報収集
する。
② 機会をフルに利用する（要は、場数を踏むことが大切）。
③ 良い企画書を参考にする（他人が作成した企画書で参考になるものを
お手本としてとっておき、作成時に参考にする）。
（３）企画書に表現する上でのポイント
① 自分なりの考えを持つこと
② 考えをまとめて、わかりやすく表現すること
③ 表現したことを伝達し、共感を得ること
以上の内容を、最初は出来るだけ箇条書きで要点をまとめ、①新規性があ
り、②目で見てわかる内容として明確性の高い表現を図り（図や表などを活用
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する）。③見る立場に立って、理解～合意、賛同を得やすい様式で表現する努
力を図る。

問題意識

情

課題の抽出

報

課題の解決
内容具体化

① 何を、どのようにして課題
解決に当たるかを明確にする
② 環境・顧客の状況等を考慮
して、企画をまとめ、活用
する戦略を策定する。
① 重点問題を絞り込む
② 対策案を考える。

①
②

問題解決の方向づけをする
具体的に課題を解決する方法
を明示する
実行可能な内容にまとめ
図化などと共に受け入れ相手
に易い内容にまとめる。

③

収
①
②

企画書

集

企画案を文書化する。
相手に伝えるため
ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝを行う

作成

①
②

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮ

説明し、納得を得る。
実行計画書に移行

成果創出
を図

図 12-7 企画書の作成手順
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表 12-2 素案として企画内容をまとめる企画書の形（例として)
提出先：○○
表題：

○

○

○

○

提出年月：

立案者：
企画テーマ：

○

○

○

○

○

年

月

日

○○○○（印）

○

１、企画の目的・目標
企画を立てるに至った背景、企画の必要性、狙い、目的、達成イメージ
などを述べる。
２、企画の内容
要点を述べる。出来れば視覚化（絵、図、イラスト）を用いて簡明に
企画の要点を示す。
３、期待される効果
企画が実行された後に得られる効果を定量的な効果と非定量的な効果に
分け、表現する。直接効果と波及効果、当面の効果と将来の展開も分け
て表現する。
４、企画実施上の問題と対策
企画を実施する上で問題解決を図るべき内容、障害となる課題、隘路にな
る内容や、投資金額、投入工数、企画への参画の要請など、適宜述べた
後、対策内容を立案して示す（費用対効果などの表現、リスクに対する予
防、緊急策の内容など）。
５、費用並びに必要なもの
投資メリット、回収期間などの算定内容を記載する。
６、進行計画
実施スケジュールと担当などを図化して示す。
７、その他特記事項：関連事項や、注意事項、資料添付に関する内
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【企画書作成例の紹介】：○○工程の「不良ゼロ対策」を例として
提出先：第一製造主任○○様

表題：品質向上対策

提出年月：2008 年 10 月 10 日
立案者： 東京太郎（印）

企画テーマ：A 製品の不良ゼロ対策（期限：11 月 1 日までに実現）を図る
１、企画の目的・目標
現在までの不良対策の進め方は、不良が発生した事象をデータ取りして、
週 1 回の品質会議で討論し、関係者の知恵を集めて対策しようという内容だっ
た。今回、不安、ヒヤット段階、しかも発生時点で組み立てラインを止め、発
生時点に 3 現主義で原因究明～除去を図り、発生ゼロ化を図る。
２、企画の内容 ：不良損金は 10 万円/月（年 120 万円のゼロ化を図る）
5～6 件/週
不良
今回、このヒヤット段階で

2008 年 6 月

7月

QTAT（即時対策）を図り
不良予備軍 29 件を崩す対策を
実践し、不良ゼロを実現化
へ向ける。方式は
1 問題→1 原因づつゼロ化す

9月

る
３、期待される効果
① 発生時点にライン・ストップする対策による不良原因究明スピード化と
確実性を高める。
② 1 件づつの不良原因対策を現場・現物で行うため、原因究明が容易
③ ライン・ストップと問題発生時点対策により、改善意識高揚と、現在ま
で部下教育を図ってきた研修内容の実務的適用訓練が進み、意識高揚と
実力向上が具体化される。
４、企画実施上の問題と対策
① 従来進めてきた机上討論・死亡診断対策からの意識改革が必要。
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ライン・ストップ費用が 1 時間程度（3 万円）/1 件の費用が必要にな
る。
③ 問題発生時点に現場管理者が立ち会う準備と、標準化の見直しと順守対
策が本テーマの重点となるので、積極的対応と各種準備は必要となる。
②

５、費用並びに必要なもの
① ライン・ストップ費用は、当面、10 回程度、各 1 時間を活用して、
徹底した不良対策を実践する必要がある。このため、費用対効果は下
記の状況が予想される。
（ライン・ストップ費用 10 回×5 万円/回＋教育費用 3 万円/回＋資
料・治工具など：全 10 万円）÷（不良損金 120 万円/年）＝0.525 年
ほぼ、6．3 ヶ月で回収
② 投入人員は 1 回 3 名、費用は残業時間と休日増となるが、①に試算済
み
③ その他、費用に換算されないが、今回の方法を関係者に理解、定着願
うための率先垂範活動と関係者の意識改革が必要であるため、時間が
かかる面が予想される。
６、進行計画
項目
2008 年 10 月
①意志統一会議
②手法教育～実践
③QTAT 改善の実践
④効果フォロー
⑤標準化・定着

11 月

12 月

７、その他特記事項：関連事項や、注意事項、資料添付に関する内容
詳細の不良対策は「不良・クレームゼロ対策テキストブック」（日刊工
業新聞発行と、先の中小企業大学校・○○校で受講した内容を中心にフォ
ローアップ研修テーマと一体化した形で本テーマを進める。
以上
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１２－５

プレゼンテーション力の高め方

（１）プレゼンテーションに必要な要件について
本書のまとめとして、部下～関係者を巻き込んだ現場レベルアップ～情報共
有化に伴う全員の意志を合わせた活動を進める上で必要なプレゼンテーション
技術の要点を整理することにする。プレゼンテーションは情報伝達の一手段で
ある。従って、企画書やメール、指示書や標準化、目で見る管理など多くの情
報伝達を活用と平行して、口頭でその要点や意志を伝える対策が必要な時に行
う対策だが、同じ内容でも、相手に理解しやすく正しく、短時間に効果的な情
報を提供することが、その目的となる。なお、昨今、携帯電話による会話やメ
ールによる情報交換が進んでいる。だが、IT 時代だから相互に話して、理解を
深め、話や考えを言葉だけでなく、声の大きさ、表情や目に見にくい仕事に対
する姿勢や思いを伝える必要が高まっている。この意味から、少なくとも、相
互に心を通わし、相互に目的や行動を共にしてゆく仲間として絆を強くして行
く必要が高まっている、と考えるべきである。
【プレゼンテーションに必要なチェックポイント】
１）準備と聞き手の立場になって話すコツ
① 結論から話し、理由を述べ、時間内に要点を話して、相手に伝わった内
容を復唱願い、話した内容の伝わり方を確認する。
② 事前に話す内容は箇条書きしておく。また、話す時には要点を書いたメ
モ、または、掲示やディスプレイで要点を示す解説する。
③ 話を聞く相手の心の状態や環境をつかみ、相手が受け入れやすい場に合
った（親しみやすい、興味を持つ）内容から切り込みを入れる。
④ 第一声が重要である。声を発した直後の反応で、相手が、いまどんな状
態かを察知する。
⑤ 何人に同じようなスピーチを繰り返す場合、自分が話すときには、人々
の心が「改まった状態」「打ちとけた状態」「退屈した状態」のいずれ
かであるかを見分ける。
⑥ スピーチをしながら、聴衆の心の変化を読み取る。姿勢、表情、素振り
などが手がかりになる。
２）話す前には、十分な準備と練習を行うこと
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① 訓練の基本、先人に学べ：
かの、故・米国大統領だったケネディ氏は演説が大変うまく、大衆を話
に引き込む話をされたことで、プレゼンテーションの名人、お手本とされ
ているが、テレビなどに出る前には 10 回以上もリハーサルを行い、事前
に関係者に自由に意見を言わせ、話し方を改良したという裏舞台が紹介さ
れている。「最初から話し上手の人はいない」ということである。
② 相手が話を聞いて得るメリットを把握して話すこと
「話し方の技術」を勉強すると、身振りや手振り、時にはハッとした会
話の折り込み方などのテクニック利用法が紹介され、訓練を図る例が多
い。だが、落語のような内容を話し、相手に笑いを求める、楽しさや相
手をやたらに褒めるテクニックを駆使した結果、プレゼンテーションの
技術に感銘を受けても、相手が、話す方の話を聞き、何をすべきか？何
が自分のためになるかが、よくわからなければテクニックがすばらしい
だけのことになる。これより、事実や重要性を伝える。依頼事項とチェ
ック内容を伝える、聞いた内容が聞く側に役立つ点を強調するという簡
明な話の方が現場実務上では有効なプレゼンテーションとなる。
③ 3 つ主義を利用して話すこと
伝える側が相手に、「多くを伝えたい」という気持ちや親切心は理解
できる例が多い。だが、話の要点は 3 点にしぼり、必要な時、必要な情
報を必要なだけ伝えることをお勧めしたい。多くを伝えても印象に強く
残らない、忘れる。情報量が多いと焦点がぼけるからである。
３）その他、時に活用すると効果があがるプレゼンテーションのテクニック
プレゼンテーションも多少テクニックとして知っておくと有効な内容を
例示することにする。
① あいさつの前に、2～3 秒「間」をおいて聴衆全体を見る。特に、あが
る癖がある方は、目前に仲間にいてもらい、その方に確かめる形で話
す。相手にうなずいてもらうと、おちつき、周りが見えるようになる。
よく、「ジャガイモに話す気持ちで話せ」という方がおられるが、この
方式の方が実務的である。なお、相手はこちらの話しを知らないわけで
あり、全てを間違えなく話すより、要点 3 つが確実に伝わる方が良い。
② あがったら、「あがりまして」と言う、あがらない人はいないので、共
感を得た形で話が進む。忘れそうな内容は発表資料に相手に見えない程
度の大きさで書いておくと効果的である。
③ 話になれたら 1 人づつに目を合わす（アイコンタクト）。目が合った
ら 2～3 秒とめて、次に移る方法を使うと、聞く側の方は、自分に話し
てくれているという、良い印象でプレゼンテーションが進む。話に首を
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かしげる方には、説明後に質問や話の印象、意見を聞くことが有効であ
る。なお、質問の無いプレゼンテーションは一方的な話に終わる傾向が
生まれることがある。このような時にはサクラ質問をお願いしておくと
有効である。特に、長い、難しい話は、質問者に答えることで、話の要
点や疑問点が深く理解される効果を生むからである。
（２）プレゼンテーションを行う時配慮すべき事項について
１）聞く方がつらい、長話を生む要因とは
①前置きが長いタイプ
話の目的に関係ない話や自分の経歴、趣味、その時点で話題になってい
るニュースなどを長々と話をしてから本論に入る例、
「私はまだこの問題になれないので、・・・」「あがるくせと、口ベタで
話に失敗が多い私ですが、今回は大役をおおせつかって、・・・」「この
テーマに関しては、よく考えてこなかったものですから」「私はこの面に
素人でして、・・・・今回は大先輩を前に恐れ多くて」など言いわけめい
た余分な前置きを述べることによって時間をとる例。
②思いつきを喋るタイプ
浮かぶままに、天気や、目前にある内容、前に話した解説者の話にコメ
ントするなど、その時の思いつきを基に喋る人は、話が散文的になりやす
い。また、あちこちにさまよって、目的がわからず、時間は長くなる。
③同じことを何度も繰り返すタイプ
いわゆる、話がくどいタイプの人にこの例は多く見られる。話の目的や
要点をよく理解しないまま、話に入る場合、特に、この問題の発生が多く
なる。このような場合、一度ではっきり言い切ればよいのに、それができ
ない例が発生するケースが多い。だが、何を話しても要領を得ず、心配に
なって遠回しにくどくど話した後、何度も確認する形で同じ話を繰り返す
方式を使う方は下に記載した内容を配慮して改善をお願いしたい。
以上、ここに出た内容を持つ方は、一度、テープレコーダーに話を吹き込
む、ビデオで話す内容を録画して、ここに記載した項目でチェックする。話の
上手な方や仲間に注意点を出してもらい、修正して再度話をする。また、意見
をもらい改善することを、5～6 回繰り返すと見違えるように進歩するので、
是非、実行願いたい。要は、①自己認識、②客観評価、③訓練により腕をあげ
る対策を図ることがプレゼンテーション技術向上への道である。論より実践だ
が、お勧めしたいことは、
①
相手に話すということは相手の時間をお使いしているので、無駄なく
することが大切（後工程はお客様という活動の実践訓練と考えるべき
内容）であること、
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②

頭でわかっても、準備と訓練、場数と人の良い点を盗むという問題意
識が重要であり、癖としない(あきらめ)ことが重要である。
③
プレゼンテーションは管理者が身につける技術のひとつととらえて、
訓練をする。問題意識を持って、多くの書の中から、1 冊は、自分に
合ったものを選び、自己研鑽の参考にしていただきたいと考える。
（３）研修を例とした、うまい／下手な話し方の比較について
良い講師の順は表 12-3 の「あるべき講師とランク」とされてきた。加え
て、情報化が進展し、ほとんどの研修内容について生徒に時間があれば学べる
時代であることを考えると、講師は「教えてやる」という態度ではなく、「聞
いていただいている」から「話し、教える内容と教え方に関し、生徒から試験
(評価)を受けている」と考えるべきである。この意味から、先に解説のよう
に、アウトプットを考えて、効果的なインプットを進めるべきである。また、
この考え方で時間つぶしや自己満足を得るための研修は行うべきではない。
表 12-3 研修を例とした、うまい／下手な話し方の比較（一般例として）
１，あるべき講師とランク：
①凡庸な教師はよくしゃべる。 ② 良い教師は説明する。
③ 優れた教師は示す。 ④ 最良の教師は火をつける
２，話し方の比較表（話す内容は事前、十分に検討された状態を仮定する）
上手な話し方
１

好ましくない話し方

相手を見て（アイコンタクトして）話す

黒板、薄板、表示物やディスプレイ、
原稿や資料だけを見て話す

２
３
４
５
６
７

８
９
10

語尾まではっきりと話す。
相手が考えるような対話法を入れる。
重点部は相手にメモでくる対応を図る。
話にはゆとりを用意し、緩急をつけ、重
要部は繰り返す。
話ながら聞く側が興味を持つ部分に合わ
せて説明を修正する。
重要部は質問を引き出す内容を含める。
また、あえて、質問を促すことで重要な
点を再認識願う話し方で話す。
難解な内容は、相手に伝わりやすい、た
とえ話を加える（相手の反応を見て）。
相手が役立つ話、行動して利得を得る内
容を加える。
話の後、印象や疑問点、何がポイント化
を確かめる余裕を持つ。
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自信のない、聞き取りにくい話し方で
話を進める。
単に一方的、急ぎ早に話す。
相手の反応を無視して話す。
プレゼンテーションのテクニックでこ
った演出で努力する。
決めたストーリー、関係者に注意され
た失敗をしないことに集中して話す。
質問が無いように完璧な話で、時間一
杯で話をする。
英語や難しい言葉や論説を入れること
で格調高い内容に工作する。
ゆとりなく、決まった内容だけを急い
で伝える。
相手を馬鹿にした、話せば全部伝わっ
ている、という前提で話を伝える。

11
12

重要な要点を判りやすく伝えるため、時
には資料準備を図る。
相手のレベルを考えて話をする。

重要な内容も口頭だけ、相手にメモの
準備もさせないで話す。
決まった内容、あるところや、ある環
境で共感を得た、誉められた内容と方
式を繰り返す。理解できないのは、相
手の都合やレベルの低さと割り切る。

【参考事項】演習を含む研修時、プレゼンテーションに付加すべき追加事項
① 重要、緊張が必要な話は 13 分以内とされる。テレビの CM から CM の
時間が 13 分程度だが、子供の時から習慣づけられた方には、13 分説明の
後、質問を受ける。演習に移る、という時間配分が有効である例が多い。
② 研修や講義では伝わらない内容は簡単な演習を通して、体感～理解を早め
る工夫をする（小さな失敗、短時間の成功体験は有効）。
③ 体感しなければならない内容は、まず、演習を進め、演習を通して教える
なかで、伝えるべき事項を話す。同時に、気づきを誉めながら行うことも
重要な伝達法である。
④ 目標値と到達レベルを示し、受講者に達成感を持たせる。
⑤ 話だけでなく、必ず受講者自らの手で演習を通して、成功体験を得て、広
義内容の価値を確認願う。
⑥ 理解不足の内容は、再度の解説、演習題の追加、レベルを落とし、受講者
の反応を見て理解度を確認しながら進める工夫を図る。講師が一方的な説
明をするより、研修内容で成功体験を得た生徒に話をしてもらうことが、
相互理解を深める例が多い。
⑦ 研修時、疑問点が生徒側から出た場合「あなたの、ご意見をお願いしま
す」として、聞いた後、コメントする方式は、相手の理解や疑問解消に大
きな効果が期待される例が多い（有名な指導のテクニックのひとつ）。
なお、この種の内容には図 12-8 に示した内容をご活用願いたい。
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１，序盤？ ① 講師紹介：何が出来るか？を相手は見ている。
② 研修の目的・目標・得るべき成果の紹介

（役割、使命、研修生への期待やアウトプットで目的を知る）

③ ①への確認で、学ぶ気持ちが誘発される。
① 基本事項の解説

２，中盤？

② 応用（演習で確認）
③ 実務への展開方法
単に学ぶだけでなく、具体的適用
対象を探していだだき、効果を得る
期待導く

① 目的・目標達成の確認（序盤の②へもどる）

３，終盤？ ② 実務展開への相談（フォロー）

図12-8 ３つに分けた話の構成・展開法
【まとめとして】

「夢ある現場づくり」に関するチェック事項
項

１

目

健康管理の重要性と要点は

２ 自己啓発を阻害する研修にどのようなものがあるか
３

アウトプットを先に決めないで、ただ、ダラダラと時間つぶし
と日程消化を目的に行う研修の弊害は何か

４

企業人として仕事以外に人格や教養を高める題材にどのような
項目が挙げられるか

５

自己育成に行う、コツコツ勉強法の成果をどのように試算し評
価活用するか

６

現場革新と従業員の夢づくり～未来創造に必要な企画書に必要
な項目と記載手順は

７
８

企画力を高める工夫にどのような方法があるか
作成した企画書は実行計画書として、関係者に説明～合意・納
得を得た運用を図る必要があるが、この時に必要なプレゼンテ
ーション時に配慮すべき項目にどのようなものがあるか

９

教育を含め、相手に話すときに注意すべき項目、適用すべき対
策にどのような効果的な方法の例があるか
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チェック欄

まとめとして
「日本のモノづくりは優秀な現場で支えられてきた」このため、「モノづく
りは人づくり」と言われ、この根幹をなす活動は読者である皆様、即ち、製造
現場の第一線で活動される皆様（現場管理者）のご努力に関与する。「一人で
は何も出来ない。だが、ひとりが手を着けなければ何も起きない」という格言
は第一線監督者の皆様の立場をよく示す内容であり、部下育成と共に、今後の
日本のモノづくりを更に発展させる柱である。ここまで、少子高齢化社会、ま
た、国際的にモノづくりが追われる日本において、少数精鋭でより高度なモノ
づくりが要求される製造現場において、石を金に磨き上げるような能力開発が
製造現場の皆様には求められるのではないだろうか？本書は、このような観
点で 10 年前に出版させていただいた「職長・組長・班長のための自習型教育
ツール集」の改定、バージョンアップ版という形でアーバンプロディユース社
から依頼され発行に至った対象である。どうか、図 12-9 に示した内容と共
に、技術伝承問題が顕在化する時代にお役立ていただくと共に、ご自身が企業
で活動されるモノづくりを通した人生の価値向上の一助になれば幸いである。
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鏡

知恵の象徴

学び

玉

考え

仁：人（仲間）と世の中に尽くす実態を示す。
良い品
良い考え
良いサービス

剣

活動して身につける

良い仲間
理念・目標実現
~高い社会貢献

勇：真剣に事に当たる姿勢と品格
最新・困難への
チャレンジ
事前検討対策

客観
評価

図12-9 日本のモノづくりは三種の神器
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