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製造現場改善の始め方 

 

１ 目的 

 

（１）本稿の目的 

 本稿は製造現場の改善を「何から、どのような順番で始めるか？」にこたえるものである。 

 

（２）留意点 

 ①外部環境に対する前提 

 日本の製造会社は、少子高齢化の流れにあって、外国人主体の製造現場もあるが、ここでは日本の多

くの製造現場の平均的な人材を前提する。 

 ②内部環境に対する前提 

 製造現場は孤立して存在するものではない。生産管理・購買・生産技術はもとより、経営戦略とも関

係する。しかし本稿は生産現場に焦点を当てる。 

 

２ 製品と改善方向 

 

２．１ 定義 

 製品とは人の手（およびその延長としての機械）で作り人の手で触ることのできるものである。隣接

領域に工芸品とバーチャル製品とがある。 

 

 

工芸品 

 

 

製 品 

 

 

バーチャル製品 

 

 工芸品と製品との違いは工芸品が作者の名前を付けて社会へ提供されるのに対し製品は無名である

ことにある。製品とバーチャル製品との違いは製品が手で触ることができるがバーチャル製品はできな

いことにある。 

 

２．２ 製品の性質と着眼点 

（１）製造方式 

 製造現場の改善をしようとする場合、製造現場の生産性は①機械の速さと生産数量とが比例するもの

と②（機械設備は使う場合もあるが）人の手できあがるものにわけて考える。 

 

 

 

 

 

 

製 品 

機 械 

人 手 

例：プラスチック製品、飲料品、金属部品など 

例：弁当、手作り筆記具、和紙、修理・改造など 
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（２）着眼点 

あなたの製造現場は、労働災害の発生、顧客クレームまたは顧客納期遅延の頻度はどの程度だろうか。

もし下記を超える場合、早急の改善が必要である。製造方式、規模、製品性質によって若干異なるが、

おおむね下記着眼点は、数字をふくめて。同じである。 

    労働災害    １件/年 

    顧客クレーム  ２件/月 

    顧客納期遅延  ３件/週 

 

２．３ 指標 

（１）基本 

 製造現場は生産性で測定される。 

    生産性 

    ＝アウトプット/インプット 

アウトプットは生産数量[個、枚、kg、ton など]または生産金額[円]が使われる。インプットは、資産

の量・質（例えば、投資した資産の金額）と労働時間（または労働者数）とがある。前者にもとづく生

産性を資本生産性といい、後者にもとづくそれを労働生産性といって峻別する向きもある。 

企業の実態に応じて指標を使えばいいのだが、いったん決めた指標は長期的に使うことが望ましい。 

 

（２）数値例 

a) 仮定 

次を仮定する。 

   職   場  プラスチック射出成形 

   成形機台数  ５台 

   一日の産出額 ３６０，０００円 

   労働者数   ６人 

b) 労働者に注目する場合 

 日本の製造会社は、労務費が高額であるため、労働者数と対比して生産性を把握することが多い。 

    生産性 

    ＝一日の産出額÷労働者数 

＝３６０，０００円/日÷６人 

＝６０，０００円/日・人 

c) 機械も考慮したい場合 

機械の保有台数が生産性に影響する場合、その台数をインプットに入れる。作業者数と機械台数をイ

ンプットであるととらえた場合、次のようになる。 

    生産性 

    ＝一日の産出額÷台数÷労働者数 

    ＝３６万円/日÷６人÷５台 

    ＝１２、０００円/日・人・台 
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３ 優先順位 

 

 改善は①安全衛生、②品質、③納期の優先順位で行う。これができれば自然と原価が下がる。 

ちなみに、原価は活動の影であって改善の直接的対象にならない。一般に QCD というが QDC の順

が正しい。原価は最後であり結果の性質を持つ。製造現場の原価低減は会社の利益向上に寄与する。 

 ここで優先順位とは、各課題をシリーズで行う意味ではなく、課題の重要性を意味するものであり、

合わせて着手順を示すものである。 

 

 

 

 

 

 

                     日 

 

優先順位１ 安全衛生 

 

（１）目標 

 あなたの製造現場に入社を希望する女子大学生を増やす。 

 女性があこがれるような建物、食堂、トイレ、製造現場、ユニフォームにする。都会の一流ホテルを

ベンチマークする。 

 

（２）推進力 

 安全衛生の改善に目を向け推進をはかる推進力は経営者の意図である。「何とかしなければ」と自社

の将来を心配する経営者のもとで効果をえることができる。 

 別の面から言えば、中間管理者が経営者に「従業員の能力を引き出すために安全衛生が大事です」と

提案し経営者が「君にまかせる」と答えた場合、効果は限定的である。 

 

（３）改善事例 

 わたしの関係した改善事例を示す。 

a) 会社 

   業種  産業用機械の部品を切削・溶接 

   従業員 ５５人（事務所１２名・製造現場４３名） 

       製造現場に２名の女性（22 歳・34歳） 

   形態  一部設計もあるが多くの製品は受注生産 

   設備  旋盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤、他 

       機械設備ごと職場が編成されている（３～８名） 

b) 労災発生頻度 

安全衛生 

品 質 

納 期 
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   １件/年 

c) 目標 

従業員がヘルメットをかぶらなくてもいい職場を作る 

d) 改善活動 

   ①手順 

    まずリスク管理を学ぶ。 

    職場のリスクを抽出し評価した。 

    点数の高い順に、ほぼ一案件を６か月ほどかけて、職場ごと改善活動を実施した。 

   ②事例 

旋盤職場では、ある半期、次の改善を行った。 

チャックからワークが外れ作業者にぶつかるリスクにたいし、作業性を損なわない移動式カバ

ーを取り付けた。 

e) 到達点 

 ３年を経過。いまだ目標は達成していないが労災はゼロ。 

 

（４）ヒヤリ・ハット活動 

a) 背景 

 アメリカの保険会社に勤める管理者ハインリッヒは、２０世紀初頭、「重大な事故は突然起きるもの

ではない。ヒヤリハットした経験が３００件あり軽微な事故・損害が２９件ありそれらのなかから１件

が重大な事故になる」という趣旨の論文を発表した。 

b) 手順 

 経営者が安全委員会に「いっしょに快適な職場をつくろう」と指示する 

 安全衛生委員会は、従業員に「ヒヤリハットした経験を提出してほしい」と指示する 

 安全衛生委員会は個々の提出を精査し改善する 

c) 予想効果 

 従業員から出された意見を一つ一つ改善（実施）し、長期的に取り組むことによって効果が出る。相

当の費用を要するので、予算を立てる必要がある。 

 逆に言えば、①経営者の認識が薄い、②改善を実施しない（または少ない）場合、効果は限定的であ

る。 

 

優先順位２ 品質 

 

（１）目標 

 定常的な生産（下記（３）B 項）において顧客クレームが２件/月である。 

 実は、顧客クレームには顧客の要望、嗜好などを知ることができ、かつ当社側の課題を教えてもらえ

る積極的な面がある。そのため、ゼロをめざすのは愚策。品質保証部は日常的に操作できる程度の発生

頻度にコントロールする。それが一事業当たり２件/月である。 

 

（２）推進力 
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 品質管理を理解することによって、経営者、上級管理者は顧客クレームへ対応する推進力が生まれる。

下記を内容とする品質管理を教えてくださる識者の講義を受けることが有益である。 

      品質と経営の関係 

      品質による顧客の創造 

      品質管理の導入と継続 

                    注：用語「品質保証」と「品質管理」 

                    品質保証は外部との関係であり品質管理は内部の活動である。組織名称と

して品質保証部が多いが、製造現場では品質管理が必要である。ここでは使

い分けている。 

 

（３）改善 

 製品に品質が作りこまれていない原因を探ると、製造開始の時点にさかのぼるもの（A）と慢性的な

もの（B）とがあることがわかる。A は仕組みをしっかり実施することが大事である。B は原因追究の

方法によって改善する。 

 

A：新製品 

a) 量産試作 

 昨今、開発設計、生産技術。製造を並行して進める流れにある。 

 

    [2000 年以前] 

 

 

 

    [2000 年以降] 

 

 

 

 

 

 

 

量産試作の段階で発生した・発生しそうな問題をつぶすことが重要である。製造現場は次を行う。 

    製品の仕様の認識 

    原材料・部品の仕様の確認 

    作業方法の確立と作業マニュアル化、限度見本作成など 

    作業者の訓練 

 

b) 初期管理 

 量産試作が終わった後の新製品の立ち上げでは、通常生産に比べ検査（原材料・部品、工程、製品）

開発・設計 生産技術 製 造 

開発・設計 

生産技術 

製 造 
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の頻度を高め、作業責任者・作業者との打合せの頻度を高める初期管理を行う。 

    責任者  工場長（または製造部長） 

    期間   立ち上げから工程の安定を見るまで（通常、２か月程度） 

    要点   品質第一 

         品質が疑わしい場合、出荷を止め、全数検査する 

 

B：量産または通常製造 

a) 現状把握 

 過去６か月の顧客クレームを集計する。 

 もし２件/月以下であれば改善 X を行い、３件/月以上であれば改善 Y を行う。 

 

 

 

 

 

 

b) 改善 X 

 顧客クレームの原因を探り、当社に有益な改善であると判断される場合、製造現場を改善し、または

他部門へフィードバックする。 

 

c) 改善 Y 

 毎月発生する顧客クレーム内容の傾向を掴み重要クレームを選び改善する（重要でない顧客クレーム

は操作可能な件数になるまで適当にあしらう）。 

 改善の手順は、流布された手順（QC ストーリーなど）が有効だがこだわらない。現物を見てその場

で対策できる案件も多い。 

 

優先順位３ 納期 

 

（１）意味 

 納期を順守するか否かの問題は次の二つの面にかかっている。なお、在庫が受注量と生産能力とのあ

いだの波を吸収してくれるのだが本稿では触れない。 

①ある瞬間、生産能力を超える受注があるため、製造が追いつかない 

②機械設備故障、欠勤の多発など生産能力がダウンする 

 

（２）駆動力 

 納期遅延は営業部門が騒ぐ（？）ので製造現場はすぐにわかる。強制力が働く。 

 納期遅延は顧客との関係で決まる要素である。指定納入日に受注量の全数を納品しなければいけない

場合もあるが、融通の利く場合もある。営業部門を介し顧客とのあいだで、当初指定された納入日を許

容された範囲で遅れることは納期遅延とは言わないし、許容された範囲で分割納品することも納期遅延

６か月間の顧客クレーム 

２件/月以下⇒改善 A 

３件/月以上⇒改善 B 
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とは言わない。 

 

（３）改善 

a) 現状把握 

 納期遅延の主な要因は次のとおりである。過去のデータから原因を特定するか、または現時点で「あ

りそうなこと」を改善ターゲットとする。 

   機械停止 

   従業員の欠勤 

   生産計画の立案における生産計画部門との連携ミス 

   過小な在庫量 

   原材料の未入荷 

   など 

 

b) 機械停止を例として 

 そもそも機械が停止することはめったにない。短時間、長時間のいずれであろうと機械停止は保全活

動が適切になされていない可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 基本に立ち返る。すなわち。保全にかかる読書・セミナー受講によって知識を修得する、または専門

家の指導を仰ぐことが必要である。 

 

c) 従業員の欠勤を例として 

 人間が主体で製品が作られる職場では予定の数量を製造できないことは起こりうる。たとえば主婦を

主体とする職場では、園児・児童の入学式、運動会や地域の行事・催事などで休むことはやむをえない。 

 次の二つを検討する。 

    事前の受注制限または生産計画の工夫 

    製品在庫の積み増し 

 

 

４ 製造方式によって異なる視点 

 

 あなたの製造現場は、機械で製品を作るだろうか、それとも人手で作るだろうか。２．２（１）項で

述べたように製造方式の違いによって改善の視点も異なる。ここでは二つの製造方式を原因追求と課題

解決の面から述べる。 

 

保 全 

予防保全：事前に重要部品を交換する 

事後保全：故障のあと、迅速に修理する 
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４．１ 機械 

 

（１）原因追求 

 労災、機械故障、顧客クレームなどである。原因を追究し、その原因に対策することによって改善す

る。 

なかには、顧客クレームを前にして、「うちは機械が古いのでときどきおかしな製品がでる」とあきら

める人がいるが、マチガイである。おかしな製品（＝不良品）は「ときどき」出るのであって常時でる

のではない。すなわち、ときどきの異常を取り除けば良品を作り続けることができる。労災、機械故障

なども同じである。 

  

（２）課題解決 

 一段の厳しい品質の製品を製造するため、工場をクリーンルームにし、従来の機械から最新式機械に

替え、新原材料に切り替える必要がある。これらインフラの変更だけでなく、外国人労働者の採用にと

もない製造方法の再設計も必要になる。 

a) インフラ 

 新しい方式の製造機械、製造環境などの業者を招き、「うちの会社のどこを直せば。どうなるか、提案

してほしい」と相談する。その業者の提案書を吟味し上層部に相談する。 

b) 製造方法 

 レイアウト、搬送機器、作業にともなう時間（搬出、配膳、収集）などを検討する。最適、理想像を

描き、その手段を検討する。 

 たとえば、従来、職場 A でできた半製品を職場 B へコンベアベルトで移動していたが、職場 B を職

場 A に近接しコンベアベルトは不要になった。この場合、職場 A が職場 B へもっていく（プッシュ型）

か、それとも職場 B がとりに行く（プル型）か、検討が必要である。 

 

４．２ 人を主体とする職場 

 

（１）原因追求 

 顧客クレーム、仕損、従業員のあいだの不仲による非効率などである。昨今、外国人労働者が増えた

ので人間系の問題が顕在化しているのであわせて検討する必要が増した。 

 人を主体とする職場において問題を取り上げ、原因を追究する場合、個人を検討していいだろうか。

多くの議論をしたいのだがここでは途中を割愛し、結論を述べる。 

 作業者の個人的な面、たとえば B と比較した Aの手順、Aの性格に起因する仕損などが原因として特

定される場合であっても、個人の問題としないで、作業方法のバラツキととらえ、作業標準の改善（＋

訓練）として解決する。 

 

（２）課題解決 

 人を主体とする職場は、製品が量産品であろうとブランド品であろうと、作業環境、在庫、指揮命令

系統などが課題になる。 
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 ここでは、筆者がコンサルタントとして人手で行う職場の改善支援をした経験を、本質は変えないが

単純化して、例示する。 

   工場  ３階建ビル。各フロアー１５ｍ×４０ｍ 

搬送  上下搬送はエレベーター。フロアー内搬送は手押し台車 

   部品  アルミ型材、プラスチック板 

   製品  室内装飾品 

 

   改善前は次のように製造していた 

          アルミ型材：１F       プラスチック板：１F 

 

 

 

                 切削加工：１F 

 

 

                 組立：２F 

 

 

                 製品在庫：３F 

 

 

   改善後は次のように製造した。すなわち、切削加工を従来の１F から２F へ移動し、製品在庫を

従来の３Fから２Fに置くとともに、当日の製品在庫は当日夕刻出荷する体制をとった。無在庫にした。 

 

          アルミ型材：１F       プラスチック板：２F 

 

 

 

                 切削加工：２F 

 

 

                 組立：２F 

 

 

                 製品在庫：２F 

 

 

                                    以上 


