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１S（整頓）でいい ー労働生産性向上の方法― 

 

 

１ 目的 

 

 製造会社において５S（整理･整頓･清掃・清潔・しつけ）が行われていた。多くの場合、「やらないよ

りやったほうがいい」程度の成果でしかない。 

原因は、生産のスピードアップ化を通した労働生産性の向上であるべきだが、それが指向されていな

いからである。目的のためには整頓だけでいいのである。 

 

２ 労働生産性 

 

２．１ 労働生産性とは 

 

 労働生産性とは「産出量を生産に投入された労働量で割った比率（広辞苑第六版）」である。多くの場

合、産出量は売上高1であり、投入量は総労働時間である。すなわち下記式で計算される。単位は円/人

（従業員一人当たり労働生産性）または円/人・時（従業員一人・一時間あたり労働生産性）である。 

    労働生産性＝売上高÷労働時間 

 

 たとえば、年間売上高が３億３千万円であり、従業員が１４名、出勤日数が２２０日/年、労働時間が

８時間/日（残業なし）と仮定すると労働生産性は次のように計算される。 

    労働生産性＝330,000,000 円÷1４人 

         ＝2357 万円/人 

         ＝2357 万円÷（220 日×8時/日） 

         ＝1万３千円/人・時 

すなわち、従業員一人あたり労働生産性（＝従業員一人が一年でかせぐ売上高）は 2357 万円であり、

従業員一人・一時間でかせぐ売上高は 1 万３千円になる。 

 

 この計算が労働基準法に定める労働時間（一日当たり８時間・一週あたり４０時間）で稼働されれば

問題ないのだが。週４５時間を超えて労働者が働くものの超えた労働時間が記帳されない（すなわち、

サービス残業が行われている）場合、労働時間（分母）が過小になるため、労働生産性は割高な値とし

て算出される。 

労働生産性は国レベルでも、業種レベルでも、個々の会社レベルでも算出され比較される。 

 

 

 

 

                                                      

1 厳密には工場が販売部門に渡すときの価格（＝加工高）が望ましい。加工高＝原価＋工場利益 
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２．２ 国際比較 

 

 OECD に加盟する主要国の労働生産性は下表2のとおりである。一位はアイルランドであり、アメリ

カ合衆国およびドイツが上位にある。日本は加盟３５カ国中２１位である。 

                                単位：購買力陛下換算米ドル 

国 2010 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 順位 

日本 71,165 78,705 78,933 81,130 81,777 21 

韓国 63,171 65,617 66,669 67,705 69,833 27 

アメリカ合衆国 107,608 115,970 119,118 121,752 122,986 3 

アイルランド 105,002 118,148 124,559 165,841 168,724 1 

ドイツ 84,510 92,276 95,859 97,856 97,927 14 

    注：順位は 2016 年のものである 

 

２．３ 規模・業種比較 

 

 日本の企業規模別従業員一人当たりの労働生産性は、2017 年、下表のとおりであった3。大企業と中

小企業とのあいだには大きな格差がある。 

                                       単位：万円 

規 模 業 種 労働生産性 

大企業 製造業 1,403 

非製造業 1,325 

中小企業 製造業 556 

非製造業 563 

 

d) 本項まとめ 

 日本の労働生産性は、OECD加盟国のなかでは、低い。アメリカ合衆国の３分の２である。日本国内

で見ると大企業と中小企業とに大きな格差がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 総務省統計局「世界の統計 ２０１９」 

3 財務省「法人企業統計調査年報」 
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２ 整頓 

 

２．１ 意味 

 

（１）一般的な意味 

 整頓の意味は、広辞苑第六版によると、次のとおりであ 

る。 

   整頓 

  良く整った状態にすること。きちんと片づける 

こと。例：机の上を整頓する 

 

（２）本稿における意味 

 本稿では下記のように使う。 

  整頓＝必要なものがすぐに取り出せる状態にあること 

      たとえば次のような状態である。 

例１ 始業 8:30 から機械が稼働する 

例２ e メールしたいときすぐにメールアドレスが検索できる 

例３ 外国語の教育が行き届いていて外国人の来訪に即対応できる 

 そもそも用語「整頓」は漢字「整」と漢字「頓」からなって 

いる。「整」も「頓」も同じくととのえる意味であるが、後者の 

漢字のなかの「屯」の意味に注目する必要がある。 

この意味は草木の芽がはじめて地上に出ようとした形をかた 

どる。すなわち、冬の雪の下で芽を出す準備をしており、雪が 

溶けて春になれば地面から芽を出す、その直前の瞬間の状態で 

ある。 

 

２．２ きっかけ、発展、限界 

 

（１）きっかけ 

 整頓は５S の一つとして知られている。日本の５S は、１９８６年、日刊工業新聞社から書籍「５Sテ

クニックー整理･整頓･清掃･清潔･躾」が出版されたことがきっかけである。 

わたしは発刊の経緯を編集責任者から、彼が宮崎経済大学に転出したあと、伺った。当時、日本の製

造業は表面的には発展の渦中にあるように見えた。しかし陰りは明白であった。「次」を模索していた。

製造会社の新聞・出版を使命とする同社にあって、出版局の編集責任者は「幼稚園・小学校でやられて

いることではあるが、製造業に必要なことだ。出版しよう」と決断した。 

 

（２）発展 

 ５つの言葉、整理・整頓・清掃・清潔・躾を並べて、その言葉をローマ字で書くといずれも S で始ま

るので、５Sと言われた（以下、５Sという）。５S は労働生産性を高めるツールであると思われ多くの

 

地面 

芽 
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製造会社が導入した。 

 

（３）限定的な効果 

 工場長など上級管理者が５Sを唱えても効果は限定的であった。その原因は二つあった。 

a) 多くの上級管理者は「５S は部下がやるもの」と誤解した。整理とか整頓など、多くの日本人は幼稚

園・小学校で教えられたものだったので、部下の課題であるとおもったのである。 

b) 工場をきれいにし探すムダをなくすなどの改善と受け止められ、それを生産のスピードアップの戦

略要素とは考えなかった。 

 

２．３ 整頓の意義 

 

 製造は、まず品質（Q）を向上させ、次いで生産時間（D）を短縮する、すると、結果として原価（C）

が下がり利益（P）が上がる。 

 ここにおいて、整理、清掃、清潔は品質の向上にも、生産時間の短縮に寄与しないし、生産時間の短

縮にも寄与しない。整頓は生産時間を改善するための思想である。整頓を実現し、継続するために整理、

清掃、清潔、躾がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事例 

 

 ここで、整頓を生産スピードアップとして改善した、わたしが関与した事例を挙げる。 

 

３．１ 初歩的な整頓 

 

（１）会社紹介 

 岐阜県にある従業員５０名の製紙会社である。当社は①室内壁紙の紙を作るとともに②古紙を原料と

するボール紙を作っていた。 

 製紙のため次の生産設備を持っている。 

     原料置き場（内装用・古紙用） 

     製紙機械（①②兼用） 

     製品倉庫 

 

（２）問題 

整 頓 

整 頓 整 頓 整 頓 整 頓 
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 古紙（フレコン袋入り）は一つの原料置き場に置かれていた。先入先出のため手前の古紙を外に出し、

奥の古紙を製造現場に運び、その後、外に出した古紙をあらためて格納した。この作業は製造部長がフ

ォークリフトを駆使して行っていた。 

 

（３）改善 

 古紙の材料置き場を二か所（第一および第二古紙倉庫）にした。下記①②を順次行う。 

    ①格納 

     入荷した原料は、入荷ロットごと、まず第一古紙倉庫に格納し、次いで第二古紙倉庫に格納

する。 

    ②払い出し 

第一古紙倉庫の古紙を使い、それが終わった後、第二古紙倉庫の古紙を使う。 

ただし、受注の関係で一つの倉庫の原料を一日の製造ロットで使い切ることのない場合がある。余る場

合もあり、足りない場合もある。この場合、製紙工程で先入先出を原則とする投入を行った。 

 

（４）効果 

 原料を製造工程に移動する時間が減少した。ちなみに、この改善は２０年を経ても継続されている。 

 

３．２ 始業時刻から始まる正味作業 

 

（１）会社紹介 

 広島県にある従業員３０名の工場である。従業員は事務所に５名工場に２５名いる。当社の主たる製

品は土木関連品である。ちなみに会社は従業員３５０人の中堅会社である。 

当社のなかにプラスチック製品製造部門がある。当部門は①社内で生産する土木関連製品の付属部品

となるとともに②外部の顧客からの受注品がある。プラスチック部品は射出成型機で生産される。機械

は４台ある。計三人の従業員がいた。なお、この職場に夜勤はなかった。 

    役割： 

      機械操作を含む生産管理  １名 

      後処理・箱詰め・検査   ２名  計３名 

 

（２）問題点 

 そもそも射出成型機とは次のように操作する。 

   原理： 

    ブラスチック原料を２２０℃程度に上げ 

    金型に流し込む。 

    金型に彫りこまれた空間に充填される。 

金型を冷却し、同時に冷却されたプラス 

チック部品を取り出す。 

   操作： 

    作業者は機械および金型の温度を上げる。  
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温度が上がったことを確認し試し打ちをする。 

正常な形状（寸法、面、エッジなど）を確認し正味作業（量産）に移る 

一台で検査基準と照合し適合を確認したあと、順次、次の機械で確認する。 

すなわち、従業員が職場につくのは始業時刻（８：３０）であるが、それから昇温するため４０分ほど

を要する。作業者は８：３０にスイッチを入れ、９：１０頃までじっと待っている。 

９：１０から一台ごと確認し、四台が終わるのは９：４０ころであった。写真はイメージである。 

 

（３）改善 

 作業者は、プラスチック投入部、中間部、金型の３か所の昇温カーブを調べた。下図はイメージ図で

ある。 

 

       温度[℃] 

 

 

 

                  時間[分] 

 

 まず第１号機の改善をした。 

２２０℃に上がりきる時刻を８：３０として必要な所要時間の開始時刻に昇温スイッチが入るように

した。かつ昇温カーブを IT 技術を活用してコントロールした。 

次いで２号機、３号機、４号機に水平展開した。いずれも手順は同じであり、問題なく全４台の改善

を完成させた。 

 

（４）効果 

 朝の８：３０～９：４０までのムダがなくなり、生産数量が上がった。 

 

（５）今後 

 この職場は、機械操作の無人化を目指し、改善を進めている。 

 

３．３ NC 旋盤効率化 

 

（１）会社紹介 

 埼玉県にある従業員が３２０人の工場のなかの金属切削の部門である。主たる機械は下記のとおりで

ある。ちなみに当工場は従業員 5,500 人の大企業のなかの一つの生産拠点である。 

 

機械の種類 台数 

NC 旋盤 ７台 

マシニングセンター ４台 

ラジアルボール盤 ２台 
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 おおむね一台の NC 旋盤、一台のマシニングセンターに一人の作業者が配置されている。すなわち、

機械１３台にたいし、９名の作業者がいる。ラジアルボール盤は NC 旋盤などの作業者が当機械による

加工に続けて操作する。 

課長（責任者）は加工指示書および図面を、その難易度に応じて脳力にあう作業者に渡す。作業者は

図面を与えられると、まず図面に基づくプログラムを作り、次いで機械を稼働する。教育の意図もある

ため作業者は自らプログラムを作る。そのうえで確認し、正式に加工に入る。 

 

（２）問題点 

 生産性が悪かった。 

指 標 当職場 全国 

優良企業平均 全企業平均 

一人当たり加工高 7,444 円 10,825 円 8,123 円 

 

 作業者のなかには自分のプログラミング能力が向上するため課長方針を歓迎する向きもあったが、当

社全体のなかで問題視され、あるいは新しい技術への挑戦意欲をそぐことにもなり、改善が指向された。 

 

（３）改善 

 まずプログラミングの共有をはかり、次いでプログラミングチームと加工チームに別けた。 

a) プログラミング共有化 

 改善前： 

 作業は一人ひとりの作業者が独立して行っていた。未熟練者が熟練者の知識を修得する機会は、個々

の作業者に任せられており、「教えてください」と言える未熟練者は熟練者からアドバイスを受けるこ

とができたが、それを言い出せない性格の未熟練者の成長は遅くなっていた。 

 改善後： 

 すべてのプログラムをサーバー（新たに数万円で購入）に登録し、全作業者が閲覧できるようにした。

これによって学ぶ姿勢があれば学ぶ制度ができたのだが、実際には気楽に熟練者に質問できない性質の

作業者はサーバーを閲覧することは少なく、効果は限定的であった。 

b) 専門化 

 作業者９名を下記のように別け、プログラミングと加工作業との専門化を図った。 

役 割 業       務 人数 

プログラミング 図面を受け取り NC 旋盤などのプログラムを作成し、機械で確

認する 

５名 

加工 プログラムを受け取り、原材料をチャックし加工し包装したう

えで移動する 

４名 

（４）効果 

 当職場の労働生産性は、改善前の 7,444 円から 9,242 円に向上した。ただし、まだまだ課題があるの

で、さらなる改善をしているところである。 
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４ 方法 

 

４．１ 必要な知識 

 

 整頓によって労働生産性を高めるには、それに先立ち、社内で下記の知識を自ら修得するか、または

外部から支援を受けることが望ましい。 

   ①IE（Industrial Engineering） 

    価値を生む時間と生まない時間を分ける（稼働分析）。 

   ②IT（Information Technology） 

    ITとはセンサーから AI 技術まで幅広い技術を指す。 

   ③巻き込み力 

    関係者を巻き込み能力が必要である。従業員のあいだでプロジェクトチームとして協力しても

らえる雰囲気があればいいだろう。 

上記①②の両方を一人でまかなう意味ではない。複数で改善にあたればいい。外部人材の支援を受ける

ことも検討するべきであろう。③は社内の人材であって関係者をまとめ上げる能力の存在が求めえれる。 

 

４．２ 体制 

 

 企業の既存の改善にかかる体制のなかで進める。 

 

（１）部門ごと目標管理 

 経営者の方針をうけ部門の長が目標を掲げて改善活動を行う。下記の手順で行う。 

    ①目標を決める 

    ②稼働分析などによって対象を決める 

    ③IT 技術を使って改善する 

 

（２）プロジェクト 

 ある対象の労働生産性を高める。下記の手順で行う。 

    ①上級管理者は対象とする職場または製品を取り上げる 

    ②適切なメンバーからなるプロジェクト・チームをつくる 

    ③上記 b)と同様に分析し改善する 

 

４．３ 責任者の役割 

 

 対象部門の長であり、かつ資産の導入・処分に関する権限を持つ上級管理者が責任者となる。上級管

理者とは、たとえば、下記のとおりである。 

大企業  取締役工場長 

中堅企業 社長または取締役製造部長 

中小企業 社長 
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５ 最後に 

 

 整頓を軸にして労働生産性を向上させる考え方を述べた。整頓を生産スピード向上のツールとして考

えるのではなく、経営戦略としてとらえる必要があることは前に述べた。日本人が国際的な競争力を持

つとしたら、５S 全体として、考える必要がある。 

 生産スピード向上のツールは、経常的に発展しており、一つの技術がもつ優位性の寿命は短い。しか

し、整理・整頓・清掃・清潔・しつけとした場合、そのパワーは力強い。たとえば「しつけ」として従

業員が身につければ生産改革の土台として継続的である。 

                                    以上 


