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発想転換による生産性30%向上

工場の働き方の「新常態」

株式会社 タナベ経営
東京ファンクションコンサルティング本部 自動車メーカー、電子部品メーカーにて生産技術・設備開発設計を経て、

「右手に算盤、左手に原理原則、心に情熱」をモットーとするものづくり
コンサルタント。最近は「プログラミング・人工知能・データサインエス」
に目覚め、各種コンペで上位の成績を収める。

 経 歴

　5月14日、経団連は企業が新型コロナウイルスの感

染拡大を抑えながら事業活動を継続するための指針を

発表しました（「製造事業場における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン」）。人との接触をできるだけ

回避する具体策を列挙している同ガイドラインの中で、

注目したいのが「通勤」項目にある「週休3日制の導入」

です。

　「週休３日制」とは何とも魅力的な制度ではないでしょ

うか。社員にとっては無論のこと、生産量が変わらず短

時間でできるなら、会社にとっては利益面で、社会にとっ

ては環境面で大きなメリットがあり、まさに「三方良し」

の制度です。小さな目標を挙げて生産性改善に取り組む

より、「週休3日」の大きな目標を挙げて生産性改革を実

行する方が実現性は高くなります。

　「経営の神様」といわれた松下幸之助氏いわく、「3%

のコストダウンは難しいが、30％はすぐできる」。なぜな

らば3%なら今の仕事のやり方の延長で発想しますが、

30%だと今のやり方の延長では困難です。だから新し

い仕事のやり方を開発しなくてはなりません。

　アフターコロナでは、このように今までの方法を否定

して「ゼロベース」で考えることが必要です。週休３日制

により休みが増え、もし給料も増えることになれば、社員

の改革意欲は大いに盛り上がります。失敗するはずはな

いと確信しています。

週休3日制への３つのプラン

　週休３日制には３つの考え方があります。

第１案は、工場稼働日数を週５日から週４日に減らす方

式です（Aプラン）。

第２案は、工場稼働日数は変えずに、勤務形態のやり繰

りを通じて週休３日を実現する方式です（Bプラン）。

第３案として、AとBの折衷案が考えられます（Cプラン）。

　いずれも従業員の通勤頻度は減りますから、感染リス

クは軽減します。

　特にAプランは稼働日数が減るのでエネルギー費、水

道料金などが毎週１日分削減できますし、二酸化炭素排

出量が削減できたら環境への負荷も軽減できます。

　いずれのプランも従業員にとっては魅力的であり、生

産性改革のモチベーションは向上します。

In t roduct ion

シニアコンサルタント  黒澤 淳靖

　本稿では、生産性30％向上を「生産性改革1.3」と称

し、それを実現するための考え方と８つの手法について

提言します。
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工場の働き方の「新常態」

週休3日制実現の考え方

生産性改革1.3を実現する8つの手法

　生産性改革1.3は「業務効率」の向上、すなわち総労
働時間の短縮を目標とします。総労働時間は付加価値を
生む「主体業務時間（働き）」と、付加価値を生まない
「ムダ(動き)」に分けることができます。生産性改革では
この「ムダ（動き）」に着目し徹底的に排除します。
　推進に当たり、まずは意識改革、そして８つの手法を
常態化させることが重要です。

2.意識改革
　生産性改革1.3の根本思想は「徹底的なムダの排除」
であり、取り組みの前提は「意識改革」です。不良を作る
のも、納期を遅らせるのも、コストを上げるのも、原因に
は全て人が絡みます。生産性改革の成否は人の意識に
全てがかかっており、まずは社員の意識改革から進めな
ければなりません。

1.生産性改革の根本思想は「徹底的なムダの排除」
　生産性は「業務効率」と「付加価値効率」に分解する
ことができます。指標を分解すると改革の切り口が見え
てくるのでぜひ活用してください。

①個人の時間を尊重する
　これまで日本企業は社員の貴重な時間を平気でむしり
取ってきました（タイムハラスメント）。仕事が早く終われ
ば終業時刻を待たずに帰宅してもよいことにしてはいか
がでしょうか。これもコロナ対策です。仕事もないのに
ダラダラ会社にいる必要はありません。
②管理の単位は小さく
　付加価値を生み出す時間を増やすために、管理の単位
はできるだけ小さくします（月→週→日→時間→分→秒）。
例えばコンビニでは、1時間ごとの売り上げを集計・分析
し、売れたモノを補充しています。
③重要時間指標の設定
　Aプランを推進するためには、目標となる「タクトタイム」
の設定が必要です。タクトタイムとは製品１個をつくる時
間で、１日の必要数を１日の可動時間で割って算出します。
これにより工程、人員、作業の配分、設備などのあり方が
大きく変わります。また、「リードタイム」も重要な時間指
標です。材料入庫から製品出荷までのリードタイムや、販
売から代金回収までのリードタイムなどさまざまなリード
タイムがあります。短くなればなるほど会社に残るキャッ
シュは増えます。回転率重視、スピード重視の経営です。
④作業時間を計測する
　ストップウォッチとスケールを携帯し、あらゆる作業時
間を計測します。　例）１歩＝1.0秒

生産性改革1.3を実現する
８つの手法

生産性=

　　　=

総労働時間

成果

①大きな目標の設定
　人は目標が大きく、しかも魅力的であればあるほど達
成に向けて一致団結し邁進します。週休３日制はそれ自
体、魅力的な目標です。改革が実現し利益が増えた際の
社員への分配を約束すると、さらに魅力はアップします。
②現状否定・ゼロベース発想
　まずは、従来の働き方やものづくりの常識を否定します。
従来の延長で考えると生産性改革1.3は実現できません。
③マイナス発想・できない言い訳禁止
　新しいことへ取り組む場合は必ず、できない言い訳を
する抵抗勢力が出現します。これでは改革は進みません。
したがって「マイナス発想・できない言い訳禁止」の
スローガンが重要です。

総労働時間

主体業務時間
×
主体業務時間

成果

　　　= 業務効率 × 付加価値効率

総労働時間（仕事）

主体業務時間（働き）
（付加価値を生む仕事）

ムダ（動き）
（付加価値を生まない仕事）

主体業務時間 ムダ

【 図表1 】 生産性指標の分解

時間尊重と時間管理1
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⑤時間をコストに換算し時間感度を上げる
　時間をコストに換算するとムダの大きさが身に染みる
ものです。例えば１秒を１円とすると、100秒で100円の
ムダになります。
⑥見える化による同期化の推進
　生産活動にかかわる全ての業務が同期していなければ、
手待ちのムダや停滞のムダが発生します（リードタイムが
伸びるため）。見える化により、自分たちが問題なく仕事
をこなしているかどうか、チーム全員が一目瞭然に把握
できるようにします。外部を含めたサプライチェーンも同
様です。データベースやインターネットなどのITを活用す
ることで、連鎖する業務の処理スピードや在庫情報を共
有し、同期化を促進することができます。

　「レス・エンジニアリング」はムダを発見し、排除する
ための改善手法です。ムダを排除するためには、まずム
ダを発見しなければなりません。そのためにはムダの分
類が不可欠ですが、有名な分類が「トヨタ式７つのムダ」
です。「レス・エンジニアリング」では誰でもムダを容易
に発見できるようにさらに細かく分類しています。

　例えば、人に関しては「ルックレス（監視なし）」「ウォ
ークレス（歩行なし）」「サーチレス（探さない）」「積み木
レス」、設備に関しては「コンベアレス」「エアレス（空気
を運ばない）」「エアカットレス（空気を削らない）」、材料
・部品に関しては「ボルトレス」「バリレス」「ウェルディン
グレス（溶接点数削減）」などのように分類します。
　推進にあたっては、これらをベースに現場の特性を織
り込んだ下記のような「生産性評価チェックリスト」が有
効です。

　「ボトルネック」という言葉は、2001年に発売された
『ザ・ゴール』（ダイヤモンド社）という本で一躍クローズ
アップされました。この本に書かれている「５段階継続的
改善プロセス」や「ドラム・バッファ・ロープ」などの考え
方や手法は今も色あせていません。さまざまな刺激と知
見を得ることができ、生産性改革の参考になる良書です。
　「ボトルネック」とは生産工程の中で一番処理能力が低
い工程のことで、これが全体の生産能力を決定します。

　全体の生産能力を増やすためには、「ボトルネック」工
程の生産能力を増強することが必要です。非ボトルネック
工程の改善はムダになります。
　工場において最重要帳票となるのが「工程表」です。工
程表には、各工程の加工部分、寸法精度、サイクルタイム、
切削工具、切削条件、ゲージなどが細かく記載されています。
　例えば生産能力増強の指示があると、まずはタクトタイ
ムを算出します。次に工程表を見てボトルネック工程を見
つけ出し、現場に行ってストップウォッチを使い対象工程
の動作線図を作成します。エアカットを極力なくし、アク
チュエーターの動きを速めたり、並列動作にするなどして
サイクルタイムを短縮します。

トヨタ式７つのムダ

①作り過ぎのムダ
②手待ちのムダ
③運搬のムダ
④加工そのもののムダ

ボトルネックマネジメント

①ボトルネック工程での目標はフル稼働と
　生産能力アップ
②遊休時間の削減
　・機械故障が生じないように
　日頃からメンテナンスを入念に行う
　・労働者の無断欠勤やサボリが生じないように
　管理・監督を工夫する
　・休憩時間にも作業を止めないように人員配置を行う
　・ボトルネック工程の直前に在庫を設ける

③ムダな加工の削減
　・ボトルネック工程の直前で品質検査を行い、
　 不良品を流さない
　・本当に必要な作業、今すぐ処理しなければ
　 ならない作業に集中する

④古い機械や外注を活用しボトルネックを解消する
⑤段取り替え時間の短縮：
　内段取りから外段取りへ改善する
　・内段取り：設備を止めての段取替え
　・外段取り：設備を止めずに段取替え

①材料、部品、冶工具を探している作業者はいない

②無理な姿勢で作業をしていない

③複数作業者により作業のムダが発生していない

④歩行、相談をしている作業者は少ない

⑤計器は見ただけで正常・異常の判断がつく

⑥部品や工具は取りやすい場所に置いている

⑦出荷場はお客様に区分けしている

⑧ライン作業者に材料を取りに行かせていない

⑤在庫のムダ
⑥動作のムダ
⑦不良を作るムダ

動作のムダ（付加価値を生まない動き、歩行）

【 図表2 】 ボトルネックとは

生
産
能
力

第1工程 第2工程

ボトルネック

全体の生産能力

第3工程

「ムダの徹底的排除」は「レス・エンジニアリング」により推進2

「ボトルネック」に改善を集中する3
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　予防処置はISO9001でおなじみですが、使いこなし
ている会社は少数であり、認証を受けることが目的とな
っているケースが多くあります。そのためISO9001が
あるにもかかわらず予防処置が不十分で、問題が発生す
ると解決に多くの時間が費やされ、本来の業務（検討や
審査など）が手薄となり、これにより別の問題が生じる、
といった事態が多発しています。こうなると仕事の大半
は不良やクレームの後始末となり、生産性を高める業務
に時間を取ることができなくなります。これを「悪魔のサ
イクル」と呼んでいます。
　ここで、思い切って問題解決を「予防」にシフトするこ
とを提言します。予防により問題を未然に防ぐことがで
きますし、また発生しても被害を最小限に食い止めるこ
とができます。生産性改革で大きな威力を発揮するはず
です。
　予防の手法には「先行改善」「変化点管理」「潜在不
具合対応」「業務監査」がありますが、ここでは「先行改
善」の安全と品質の２つの事例で説明します。
　安全の先行改善とは、工事開始前に全部署が「安全
第一」の方針のもと、さまざまな視点からどんな事故が
発生するかを想定し、事前に安全対策を取ることです。
事例としてエッフェル塔の建設があります。高さ328m
のエッフェル塔が２年２カ月（1887年1月～1889年3
月）の短期間に死亡災害も無く完成しました。対策は、地
上でできるだけ構造物をつくるプレハブ化と高所作業を
ベテラン作業者に限定したことです。
　品質の先行改善とは、全部署が設計開始段階で現段
階までに発生したさまざまな問題を検討し、設計図面や
設備設計・工程設計などに反映させて先行して改善を行
い、量産開始後の改善の低減を狙うものです。

　両者とも、プロセスの源流でどんな問題が発生するの
か、事前にさまざまな視点から想定し、対策を練っていま
す。このように源流に多くの工数をかけることを「フロン
トローディング」と呼びます。
　さらに、問題の事前想定には過去の失敗のデータベー
ス化による「失敗から学習する組織」づくりも忘れては
いけません。
　事前検討は「失敗検討会」が効果的です。これをプロ
ジェクトの実施前に行います。失敗していない段階から
失敗を想定し、原因を皆で話し合うのです。すると、通常
なら埋もれていたであろう失敗の原因が浮かび上がって
きます。
　設備主体の工場では、「設備総合効率」を管理指標に
設定し、無故障化に挑戦します。設備の故障はある日突
然発生するものではなく、必ず兆候があります。「予防保
全」の導入により、故障する前段階でその劣化の進行度
合いを知り、先手先手で手を打つのです。作業者の設備
に対する愛情と保守点検が重要です。筆者はQC７つ道
具の一つ「管理図」の活用を勧めています。これなら紙
一枚で事前に異常を安価に発見できます。
　また、「人為ミス」の予防も忘れてはなりません。
2005年12月、某証券会社の社員が「1株61万円で売
れ」を「61万株を１円で売れ」と入力ミスし巨額の損害
を被りました。このように「人為ミス」は人が介在する場
面であれば必ず発生し、しかも被害額が桁外れに大きく
なる性質があります。
　これは「自主検査」や「指差し呼称」の簡単な確認作
業で防ぐことができます。上記の入力ミスも改行ボタン
を押す前に「指差し呼称」をしていれば防ぐことができ
たはずです。

【 図表3 】 フロントローディング

工
数

源流

プロセス

バックローディング
（昔の利益の源泉）フロントローディング

コスト決定曲線

企画 開発 設計 生産技術 購買 生産 販売 サービス

「予防」主体の問題解決に転換4
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　少数多能集団とは、一人で何でもこなす人材の集団
です。これが生産性改革に大きく寄与することは疑いあ
りません。ではどのように短期間でつくるか？カギを握る
のは「教え方改革」「学び方改革」「正直経営」です。
　「教え方改革」ではTWI (Training Within Industry)
の３つのプログラムの中の「仕事の教え方」を活用しま
す。TWIは監督職向けの教育訓練プログラムで第二次
世界大戦中に米国で開発され、戦後GHQにより日本に
導入されました。「教え方の４段階法」と「作業分解シート」
が２大ツールです。これを習得することにより、誰でも
“教え方名人”になり、多くの多能人材を短期間に育成す
ることができます。

　「学び方改革」はWebラーニングの活用です。一人で
隙間時間に学べるので時間調整の手間がかからず、そ
れぞれの弱点に合わせた教育を施せるため学習効果も
高く、またコロナ感染防止にもなります。汎用的な知識・
スキルは外部に求め、社内固有の知識・スキルは社内で
醸成します。
　私たちは「不正直」が払う代償があまりにも大きいこ
とを肝に銘じなければなりません。大手企業や政府も含
め、世の中には「不正直」が横行しています。
　「不正直」で思い出すのが、東海村JCO臨界事故で
す。1999年9月、ウラン溶液が臨界に達し核分裂連鎖
反応が発生、作業員2名が死亡、1名が重症となったほ
か、667名の被曝者を出しました。マニュアルを無視し
て作業していたことが原因です。
　「うそ・隠しごと禁止、決めごとは確実に遵守する」な
どの道徳教育を行って正直経営を実践することが重要
です。品質管理とは人質管理に他なりません。

　今回のコロナ禍を機に、一気呵成にデジタル化を進め
ることを提言します。現代は第4次産業革命期にあり、
キーワードは「産業のデジタル化」です。インターネット
であらゆるものがつながり（IoT）、AIにより予測が正確・
迅速・安価にできるようになりました。
　ここでは工場で活用してほしいデジタル化技術として
「IIoT」「生産情報リアルタイム管理」を紹介します。
　「IIoT（Industrial Internet of Things）」は、設備
機器の稼働状態をセンサーで信号化してデータ解析を
行うことであり、設備機器の故障を事前に予知し、故障
の直前で部品交換することを可能とします。前述の「予防
」に大きく寄与します。
　「生産情報リアルタイム管理」とは、工場の各工程に
設置された情報発生源からリアルタイムに情報を収集し、
コンピュータにより分析し、作業者に提供するものです。

　愛知県に、自動化と難易度の高い絞り加工を特長とす
るプレス小物製品製造会社があります。
　工場に入ると、照明が消えた真っ暗な中でプレスや切
削の音がします。自動化により人の介在を減らすことで
コスト競争力が高まり、人手不足とも無縁です。さらにコ
ロナウイルスの感染リスクも最小限に抑えられます。
　機械化は、メンテナンス技能向上とセットで進めるこ
とが重要です。山形県の某食品メーカーは数億円もする
機械を何台も保有していますが、突発故障が多く、その
度に東京から技術者を呼んで修理していました。停止時
間は1～２日に及び、修理費も膨れ上がっていたため、自
社でメンテナンスできる体制を構築したところ、停止時
間や修理費を最小限に抑えることができました。
　前述の経団連の指針に、「従業員が、できる限り２メー
トルを目安に、一定の距離を保てるよう、作業空間と人
員配置について最大限の見直しを行う」とあります。
　見直しにあたっては、縮尺1/100と１/20の「レイア
ウト図」を作成します。前者により工場全体の人とモノの
流れやユーティリティ（電力・水道）の供給位置、後者に
より作業性や原材料の置場や安全性などを詳細に検討
します。レイアウト図を作成していない工場が多いです
が、無いということは適当に人や設備を配置していると
いうことです。あわせて、通路の幅や作業台の高さなど
も決めておくことを提言します。
　また、作業者間の距離を確保するために「セル生産方
式（一人屋台方式）」も検討してはいかがでしょうか。

昨今は多品種・小ロット・短期間生産により現場が複雑化
し、現場の実態把握が難しくなっています。「生産情報リ
アルタイム管理」によりミクロデータを収集できるので、
作業工数・原価・不良率・在庫などを低減できます。
　デジタル推進に当たっては、デジタル人材の育成が不
可欠です。経営者はデジタル化で何ができ、どのような
メリットがあるかを認識してください。

TWI３つのプログラム

従業員が正確に、安全に、良心的に
仕事をすることを素早く覚えるための
指導方法を、監督者に対して訓練する

仕事の
教え方

労力・機械・材料を最も有効に使うこと
によって、短時間で良い品質のものを
多量に生産できるよう仕事のやり方を
改善する方法を、監督者に対して
訓練する

問題を未然に防ぎ、直面する問題を
効果的に解決する分析的手法を、
監督者に対して訓練する

改善の
仕方

人の
扱い方

少数多能集団を短期間でつくる5 機械化（自動化）により人の介在を減らす6

デジタル化により生産性改革を加速する7
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　今回のコロナ禍を機に、一気呵成にデジタル化を進め
ることを提言します。現代は第4次産業革命期にあり、
キーワードは「産業のデジタル化」です。インターネット
であらゆるものがつながり（IoT）、AIにより予測が正確・
迅速・安価にできるようになりました。
　ここでは工場で活用してほしいデジタル化技術として
「IIoT」「生産情報リアルタイム管理」を紹介します。
　「IIoT（Industrial Internet of Things）」は、設備
機器の稼働状態をセンサーで信号化してデータ解析を
行うことであり、設備機器の故障を事前に予知し、故障
の直前で部品交換することを可能とします。前述の「予防
」に大きく寄与します。
　「生産情報リアルタイム管理」とは、工場の各工程に
設置された情報発生源からリアルタイムに情報を収集し、
コンピュータにより分析し、作業者に提供するものです。

　社内には悪習がまん延しています。悪習によりムダが
ムダを生み、雪だるま式に膨張しています。社内にどん
な悪習があるか、一度話し合ってください。

　①の解決方法は「会計思考」を常態化することです。
会計思考とは、利益を生み出しお金を残すために会計数
字を使って思考・実行することです。例えば愛知県では
コロナ倒産が少ないという報道がありましたが、これは
自己資本比率が80％を超える会社が数多くあることが
大きな要因と考えられます。つまり、会計思考を持った経
営者・幹部が多いのです。
　②③の解決には「質問の口癖化」が効果的です。上司
が部下に「目的は何か？」「原因は何か？」としつこく質問
することです。かつて私も上司から質問の洗礼を受けた
ことがありますが、これにより、上位の目的など考えずに
仕事をしていたことに気づかされました。
　⑥の解決には、失敗を記録・分析し活用することです。
例えばカレンダーに過去の失敗を記録することで、失敗
の記憶が毎日よみがえります。
　その他悪習を追放する方法として、禁止項目を列記し
た「べからず集」も効果的です。
　⑩については、三現主義で事実を収集・直視し、そこ
から得られたデータをつぶさに読み取り、根拠に基づく
判断を徹底すべきです。

　週休3日制という新常態に移行するために必要な８つ
の手法について解説しました。機械化とデジタル化は少
々ハードルが高いと思いますが、残りの６つの手法は古
くからあり、簡単にできるものばかりです。
　週休3日制を実現できれば、コロナ感染防止だけでな
く、会社の新しいステージが見えてくるはずです。
　ぜひ、この機会に挑戦してください。

新常態は簡単なことから
始めよう

昨今は多品種・小ロット・短期間生産により現場が複雑化
し、現場の実態把握が難しくなっています。「生産情報リ
アルタイム管理」によりミクロデータを収集できるので、
作業工数・原価・不良率・在庫などを低減できます。
　デジタル推進に当たっては、デジタル人材の育成が不
可欠です。経営者はデジタル化で何ができ、どのような
メリットがあるかを認識してください。

産業のデジタル化

・あらゆるものがつながる

・現実世界と仮想世界が区別なく存在する社会

・AIで正確な予測ができる

・データ保有企業が強くなる

・ITが業務そのものになる

１０の悪習

①自分の財布の中身は気になるが
　会社の財布には無関心

②最上位の目的を考えずに手段を選択

③真の原因の追究が甘い

④思考・表現が抽象的
　（「材料が悪い」「安全管理を徹底する」）

⑤初動が遅い

⑥喉元すぎれば熱さ忘れる

⑦耳の痛い話は無視する

⑧都合の悪いことはなんでも隠す

⑨何をやるにしてもとにかく遅い

⑩経験や勘、その場の雰囲気で対策立案する

考え方・行動の基準を確立し、悪習を排除する8
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