


















































TP 展開図作成方法 

 IE 手法は製造現場で実務を行う方々が中心になり開発～活用が進んできた科

学的な問題解決手法である。特に、科学が持つ、①わかり易い表現で改善すべ

き問題を示す。②問題と解決策が定量的に把握できる。③対策内容が予測でき、

繰り返し性が高いという特徴は、各種改善を効果的に進める面で大きな作用が

ある。このため、有効で効率性に富む IE 手法は『仕事の科学』の名で活用され

てきた。IE には、先に図 1-10 で示した、①製造現場で活用する『現場の IE』、

②スタッフ部門が数学解析を中心に展開する『エンジニアリング IE』と③経営

トップが戦略的に使う『システム IE』の 3 種の適用分野がある。この中で、特

に、製造現場における改善は、現場の方々が習って、自ら使ってきたため、『現

場の IE』として歴史を持つ。また、ここで活用する手法は、例えば、工程分析

や、時計を使った時間分析のように、現場で直接実務を担当される方々が自ら

活用できるように平易な内容で表現する方式が準備されている。加えて、現場

で実務に当たる方々に有効なガイドが、IE の精神である。なお、その内容は、 
（理想とすべき世界一流の仕事）－（現状）＝改善ギャップ 
の見方で問題と改善すべき課題をとらえる方式だが、この算式の活用は、自

分の仕事のレベルや価値向上を継続的に進める上で役立つ、また、企業では、

この種の改善活動を総合化して、目で見て判る形で経営数値の向上に貢献して

ゆく環境づくりが必要である。そこで、以下、『システム IE』の中から、TP マ

ネジメントを取り出し、その活用方法を示してゆくことにする。 

図7-12　全員参画で品質向上を進めるには

ISO9000:2000にみる品質目標達成内容

規定２．３　品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾛー ﾁ
a)　顧客及びその他の利害関係者のニーズ、並びに,
　　期待を明確にする。
b)　品質目標方針及び品質目標を設定する。
c)　品質目標達成に必要なﾌﾟﾛｾｽ及び責任明確にする。
d)　品質目標の達成に必要な資源を明確にし、提供する。
e)　各ﾌ゚ ﾛｾｽの有効性及び効率を判定するための指標を

　　適用する。
g)　不適合を予防し,その原因を除去するための手段を

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

現実的な品質改善
目標達成ステップ

1,総合目標設定

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

JMAのTP展開図

用適リンク
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（１）TP マネジメントの構成 
個々の現場改善を経営側の関係者の立場から見ると、①トップダウン目標と

ボトムアップ改善課題の整合対策、②極めて強力な経営改善促進策を目で見て

示す対策、③経営予算を確実に確保する P-D-C 活動・管理となる。このため、

JMA では 1965 年頃に、このようなマネジメント・システム具体化に対し産学

協同で研究を開始した。なお、ここでは、単なる理論武装だけでなく、実務的

な効果をあげる実証実験を、企業に賞を出しながら進めてきた。その結果、『全

員参画による改善マネジメント体系の見える化』対策を体系化、その名称を『TP
（Total Productivity）マネジメント』としたが、図 7-12 に示した、このマネジ

メント体系は、既に多くの企業で活用され、品質マネジメントの分野では ISO
シリーズにも、同内容が文書化されている（なお、ISO の規定は要求事項とい

う形で必要項目だけの明示である）。 
卑近な例だが、企業や工場、経営トップが「世界一流になる」と宣言し、方針

を出しても、具体的な活動にまで展開～実施されなければ、『単なる、お題目』

となる。また、製造現場として、どのように小さい事項でも、全体目標と個々

の達成内容が貢献度と共に示されていなければ、関係者に改善の意義が伝わら

ず、個々の改善はスピードをあげて実現する意欲を阻害し、結果、成果の出な

い活動に留まる。従って、この種の問題を対策するために、極めて当たり前の

対処だが、 
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、 良・ 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。 

という手順を、『目で見て判る仕組』を運用し、経営側が関係者全員に示すこ

とが重要になる。以上、このような問題解決手順を JMA で具体化させた方式が

図 7-13 に示した TP 展開図である。では、以下、その具体的展開内容を解説す

ることにする。 

 
【手順１】総合目標の設定 

TP 展開図は経営計画の中身を『見える化』する対策である。1 つの工場を例

にとるなら、工場には予算があり、毎期その達成に努力する活動がある。そこ

で、まず、この予算を『総合目標』と定める。次に、工場には組織があり、そ

の個々の組織には目標達成のタスクがある。この個々の組織（工場では工程と
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呼ぶ）が持つ目標や課題と今期の予算である総合目標をリンクさせる必要が生

じる。この対策は【手順２】となるが、以下、総合目標と個々の工程や組織が

持つ目標との関係、また、総合目標が展開され活動に移りフォローアップへつ

なげる全体像が図 7-15 であり、『経営目標を目で見た形』で構成して行く構成

が必要になる。 

 

図7-13　全員参画目標達成活動に活用する
　　　　　ＴＰ展開図とは(基本形）

革新目標 （１）総合目標設定

施策ガイド

（３）

施策
ガイド

　↓
施策
　の

選定

（２）目標展開

（５）成果
　　の創出
　　と達成

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策

目標達成状況をｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

施策

施策
施策

施策

施策

施策

Ｐ

Ｄ Ｃ

【手順１　総合目標設定】

個別目標と個別課題

 

図7-14　各種経営マクロ指標とミクロ指標の連携化

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

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

貢献
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では、このような内容を背景に、先に、示した図 7-13 の「総合目標設定と個々

の組織や工程をあづかる部門が持つ個々の課題と、どのように納得の行く連携

を示す図化を図るか？」という、具体的な対処の解説に入ることにする。 

 
【手順２】総合目標の展開 

図 7-15 をご覧願いたい。ここでは、総合目標が設定されると、まずトップダ

ウン要請という形で、目標を下位に展開する。ここで大切な点は、「目標を各部

門に一律に展開する行為は禁止する！」という注意である。その理由は、各プ

ロセスや個々の部品などが持つ課題を明確にして、それと連動させなければ、

目標展開が掛け声だけに終わる。さらに、目標設定に際して、当然、各部門の

課題の大きさや内容は異なる。また、実施の対象や課題との関連がない目標展

開は、総論賛成、各論反対となり、納得性の無い展開となる。 
そこで、TP 展開図においては、一度展開した目標は、各プロセスや設備、部

品などが持つ課題をまず洗い上げ、解決した時の見積りを図る。これが下位目

標の検討である。この種の目標を、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。この手続きを TP マネジメントでは『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、総合目標に対する課題と貢献度が明確になる。 

図7-15　ＴＰ展開図による目標展開～整合の進め方

（１）総合目標設定

　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。

【手順２】　総合目標の展開

トップダウン要請

１、トップダウン目標を
　　各プロセスの状況を

　　見て、一端展開する。

相互調整を図るボトムアップ提案

２、各工程毎の課題を

　　あげ、対策を予測
　　した上で目標値を
　　見積もる。

各工程、職制の
個別目標と個別課題

 
 

【手順３】施策の設定 
ISO9001 では、“資源の有効活用”と共に、“効率”と“有効性”の要件が、
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品質改善効果をあげる対策（QMS=Quality Management System）の中で

重視さる。この内容は、企業はトップの指揮のもとで、限られた時間、人、物、

設備、情報……を駆使し、スピーディー、かつ、効果的な成果創出を望む、と

いう内容だが、当然、この内容の実現を具体化させることが､品質改善だけでな

く、原価改善や、納期短縮という経営改善の場でも、当然、必要になる。 
そこで、この対策を具体化させるため、つぎに、「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とにする。この対策には、先験的に用

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の活用が有効

である。即ち、各職制や工程、製品毎に設定した目標に対し、 も有効性が高

く、効率良い問題解決手法（改善手法）をガイドとして示す。また、各部門で

はこのガイドを参考に、 適な手法を選定して、具体的施策にして活動へ向け

る対策を図るわけだが、具体的な対処は、施策ガイドを縦軸：各部門の改善目

標と課題を並べた TP マトリックス上で行う（この検討は総合目標として定めた

予算達成のための経営シミュレーションである）。 

 

 

図7-16　目標展開図と施策ガイドの利用に
　　　　　　　　よる目標達成努力を進めてゆくイメージ

【手順３】　施策ガイドの提示→個別施策の設定

（１）総合目標設定

（２）目標展開

施策ガイド 課題と目標値例：１００

（３）

施策
ガイド

　↓
施策
　の

選定

施策

（４）具体的
　 活動

施策 ３０

施策

施策 施策

施策

３０

施策

４０

(例）　３０＋３０＋４０＝１００

に達成するまで施策を集める。

 
 
具体的な施策ガイド適用の例は、IE、QC、VE、JIT、・・・・といった各種

改善手法や、IT～製造技術革新、製造技術手段の適用であり、問題解決手段の

具体的な提示は図 7-16 の左下のようになる。では、目標値達成と施策ガイドを

利用した各部門に定めた目標値達成イメージを例示することにする。図の左端

をご覧願いたい。ここには目標値を 100 としているが、この達成へ向け、縦軸
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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、

その下に示した対策手法＋項目で達成努力を進める対策が、ここまでに解説し

た対処となる。また、以上のような取り組みが個々の部署に展開された目標達

成を検討する状況だが、ここでは TP マトリックスでは組織の壁を越えた検討も

行う。この対策を TP マネジメントでは「わたり」と名付けているが、例えば、

後工程で仕上げる製品の自動化を考えるより、前工程である設計で改善する策

があり、総合的に設計改善策をとった方が仕上げ工程の改善より大きな成果が

期待される場合、その策を選択する。要は、両者の策を個々に行うのでなく、

分担して総合効果を挙げる策を検討する検討である。更に、テーマ具体化で確

実に成果を得る見込みがあるものを「固いテーマ」、調査研究をすれば確実な成

果見積もりは可能になるかも知れない。だが、そのような手間をかえているよ

り、成果が見込まれる内容を「柔らかい目標」として実施を急ぎ、完了後に確

認するといった目標設定法が各社で運用されてきた。以上、TP マトリックスは、

これ以外の検討手段を加えて総合目標の達成を進めるが、この努力で個々のマ

トリックスに登録されたテーマを実施に移すこととなる。なお、個々のテーマ

は大小様々となる。また、貢献度と寄与率が総合目標との関連で明確になる点、

さらには、「塵も積もれば山になる」という実態が TP マトリックス上で確認で

きるという事は、改善をもれなく全員参画で進めるドライビングホースになる。 

 
【手順４】具体的な改善活動の明示 
ここまで TP 展開図の作成手順を解説してきたが、後は、決めたテーマの実践

～成果の集計となる。だが、ここで一度、立ち止まり、「なぜ、このような図を

わざわざ、手をかけつくる必要性があるのか？」という疑問について解説する

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と似ている。人は、個々人が持つ役割分担、

果たすべき使命、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

ることが解ると、2 倍以上の力を発揮する。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。これと同じ

意味で、生産現場においても、目標達成意義を顧客志向のものづくりと共に示

す。なお、この種の対策は、全員参画で総合目標達成を図る上で極めて大切な

手続と意義を持つ。 
TP 展開図という経営改善作戦地図はワンペーパー作成し、全員が見ることが
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できる場所に表示する方式が、多くの企業で採られてきた。他に、このような

表現をする手法に『目標管理』がある。TP 展開図は、この種の手法を改善した

ものだが、目標展開に無い特徴が付加された。そこで、この内容を「両者の違

い」という形で表 7-1 に整理した。 

 

　表7-1　TPマネジメントと目標管理の差

△個々の部門長に一任形態が主○職場、職制などの壁を越えた目標達成
　　活動を図る。

１０，活動形態

△各部門のコスト低減内容を単に集
　　計しただけの内容を総合化

○総合目標設定時に実施９，トータルコスト
　　面の検討

△毎期、各部門で思いつく改善案を　
　集めて施策とする程度

○全工程の診断～全てのアイデアを集め
　　アイデアバンク化し、方針に従い抽出

８，施策の抽出

△特に行わない○重視して企業一流化をめざす。７，中期経営計画
　　とのリンク

△各部門提出の目標を各部門一任　
　で任せる

○全員参画で組織のウエルバランスを調
　整してチャレンジブルな目標達成管理へ

６，目標達成方式

毎期、予算と・各部門が考えた目標と
のすり合わせでまとめる

中期経営計画をベースに今期の経営改
善総合目標を設定する

５，目標の対象

Q・P・S(品質・生産性・安全）は向上

C・D（コスト・納期）低減を1式で評価

企業の目標/実績対比４，評価式

△計算値はない○数値で示す３，貢献度

△　内部志向、○　上－中－下の
展開はTPマネジメントと同じ　

○　外部志向、製品が市場で他社と競
争する内容を配慮して目標を展開する

２，目標展開

目標の中に手段を内在させる方式
を混在させる。

Ｗｈａｔ・ＷｈｙとＨｏｗ　ｔｏを区
分して表示する。

１，構　造

　　　　　　　目標管理　　　　　　　TPマネジメント　　比較項目

 

図7-17　TP展開図の活用法（例として記載）

（１）総合目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策
ガイド

　↓
施策

　の

選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

品質目標
達成検討

ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

品
質
目
標
展
開
図

　
　
　
　
　

が
持
つ
特
徴

１、目標達成と具体的活動の関連が一覧化可能（総→中→各論の一連化）　　

２、各テーマと、総合目標の関連、貢献度が数値で判り、重点指向で策の管理ができる。
　　目標には成果創出が確実（硬い目標）と、　問題は判っ　ているが、適用する手法や
　　効果に確実性が約束できないもの（柔らかい目標）の区分も色別表示で明示できる。

３、部門間を超えたテーマの検討が可能である。

４、○で示した個所を用いて、達成：青色、検討中：黄色、遅れ：赤色を用いて
　　目で見る管理と共に、テーマの進捗管理が可能である。

課題と目標値例：１００

改善は顧客と
企業の宝
です！
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TP 展開図は製造現場で『目で見る管理』という形で、個々の活動と、総合目

標の達成状況を表現する方式である。また、このための道具として活用するた

め、図 7-17 のような活用上の工夫がなされた。この図が特に注目されている点

は、部門間を超えて改善テーマの検討・対策と調整などがスムーズに進む点で

ある。TP 展開図では、この種の内容も図上に表現してつかむ工夫を図るが、こ

の種の資料は時に応じて、TP 展開図マトリックスに番号を付ける方式程度の処

理で、運用が可能になる。 

 
【手順５】成果の創出～フォロー 
「活動なければ成果なし！」という言がある。どのような良い考え方や案、施

策や管理システムも、実行しなければ、ここまで進めてきた努力は無意味とな

る。このため、手順 4 では具体的活動と個々の課題、目標達成内容を下の図表

の○印のところへ登録すると同時に、何を（テーマ）、誰が、いつまでに、どの

程度（目標値）、どのようなやり方で、……と 5W1H に代表されるように、具体

的に定めてゆく。このような対処と指示システムで各所、各人が対処すべき課

題と目標が示されると、手順 5 では、具体的活動で得た成果を TP 展開図上に記

載して集計するという手続きに入る。 
かつて、工場において全員参加式改善に、人を集めテーマは集まった方々で決

める方式があったが、この方式はどうしても人の面で気を使う。その結果、関

係者が参加しやすいこの方式は、小集団活動が盛んな時代に各社で使われてき

た。当初、この方式を使うと、改善活動が盛んになされているように見えた。

だが、高い目標達成へのチャレンジ性は少なく、簡単に達成できるテーマばか

りだった。このため、経営効果は少なかった。そこで、TP マネジメントでは、

これとは大きく違う小集団運営を図る対処を図った。その具体的な活動は、テ

ーマを先に定め、 も、その解決を早く、効果的に解決できる手法とチーム編

成（人の募集）を図る方式である。実際にこの方式を実施すると、成果の達成、

テーマ進行スピード、改善グループ相互のチャレンジや切磋琢磨が進み、人材

育成の面でも有効性が高かった。以上、図 7-18 は、ここまで述べた内容を、目

で見て判る方式と共に示したイメージ図の形で示した。 
TP 展開図を用いた目標達成と管理の基本は、Ｐ（計画）→Ｄ（実行）→Ｃ（確

認）の輪をまわし、スパイラルアップさせながら、Ａ（あるべき姿へ高めてゆ

くための活動）を図る取り組みである。これを、ISO9000 では、企業が超一流

化になってゆくための継続的改善と定義しているが、TP マネジメントでも、こ

の管理を用いて、P-D-C の輪をスパイラルアップさせ、超一流の人と改善、企

業が定めた目標管理システムの具体化へ向け、Act.（活動）をとる方式を運用す

る。このように、各種定めた活動を管理し、短時間にアウトプット 大化させ

 8 



る活動を産業界では、マネジメント（管理）と言うが、『管理の基本は目標÷実

績＝１にする努力』である。TP マネジメントでも、目標達成管理はこの式で行

うわけだが、この達成が終わると、次の行うチャレンジは、また、更なる高い

目標を定め、次の達成へ向けて努力する活動が開始される内容へ移る。 

 

図7-18　具体的改善活動を登録する状況

各種ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実行

問題（1問題→1原因→1対策検討）
解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓

なぜ？
　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

問題（1問題→1原因→1対策検討）
解析１　　比較分析　　原理図化法
なぜ？
　↓
なぜ？

　↓
　・
　・

問題→問題
あり←なし

原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

問題（課題→対策検討）
　　　　時間分析　　改善案
なぜ？
　↓
なぜ？
　↓

　・
　・

問題→対策

ビデオ
原理と
ﾒｶﾆｽﾞﾑ

対策と成果（実証内容）

課題と目標値例：１００

（１）総合目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）
施策

ガイド

　↓
施策

　の
選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策
施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

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。

品質対策を例にして

 
 

図7-19　TP展開図とP-D-C

（１）目標設定

（２）目標展開

施策ガイド

（３）

施策
ガイド

　↓

施策
　の

選定

施策

施策

（４）具体的
　 活動

施策 施策

施策
施策

３０

３０

施策

４０

（５）実績（成果）の収集

ＰＬＡＮ

DO

Check

　
　

継
続
的
改
善

　
　
　
　
　

⇒

次
期
の
改
善
へ
挑
戦

例：達成状況の
　　表示の仕方管理の基本＝

目標
　　　　　＝１に近づける努力
実績

【手順５】　成果の創出と確認
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以上、今回、ここまで紹介した TP 展開図は、単に 1 期分の活動内容を示した

ものである。また、その構成は、(1)～(2)が目標設定～展開、(3)～(4)は成果を挙

げるための活動の準備であり、(5)は成果集計である。TP 展開図では、○印で定

められたところにある施策が完成すると、その成果を、ジョウロのようなもの

で、水を集める如く成果を集計した形で総合実績が集計し、総合全体目標に対

比するが、この手続きで総合目標の管理を図る。先の説明と重複するが、TP マ

ネジメントでは、ここまで記載の要件の実践で 1 期の活動が終わると、第 2 期

目の TP 展開図作成～挑戦を図り、未来へ向け用意された次の段階の目標達成へ

向けた活動へ移る。 
昔、筆者が製造現場で仕事をしていた若い時、「管理者、管理者？このような

内容や人は、日頃の生産・販売活動では必要ないのでは？」と思ったことがあ

った。これは、野球やサッカーの試合が順調である時、「監督やコーチがいなく

てもチームは勝ち進むので無用！」という考え方に似ている。しかし、イザと

いう時、更には「チームの力をより高めたい」という時、これらの管理者の存

在が極めて重要になってくる。試合前の練習の指導、相手チームの戦いぶりを

分析して作戦をつくる。練習、強化対策を図る。いざ、という時選手の入れ替

えを図る諸策は監督やコーチの責務だが、この方たちは、この種の管理手段の

投入により、チームを勝利へ導く仕事をする。もし管理者やコーチ陣が、この

要件を決め、指示しなければ勝利へのストーリーはつくれない。また、これが

マネジメントの重要性を示す局面である。 
先にも紹介したが、産業界には「間違った戦略やマネジメントの活用は、問題

に気づいた後、1000 の手法を投入しても、そこに生じた問題をカバーすること

は至難である」という言がある。この意味を理解するなら、的確な中期経営・

技術目標の達成計画の明示を目的とする『システム IE』の一部である TP マネ

ジメントの利用の重要性が、読者の皆様には、ご理解願えたのではないかと考

える。要は、未来の高い目標達成を狙った基本技として、また、全員が情報共

有しながら、個々の目標達成の意義と貢献度を、『目で見て判る』形で IE 手法

を経営に直結して示す方式が TP 展開図のよる表現方式である。 

 
（２）TP マネジメント開発リーダー秋庭先生の体験談 

TP マネジメントは JMA を中心に、産業界のトップ、JMA 関連の企業コンサ

ルタント、著名な大学教授による編成で開発~展開されたマネジメント手法だが、

これ以前、製造現場改善マネジメントの主流は『小集団活動』だった。このた

め、新たな日本的マネジメントが求められ、秋庭先生を中心とした TP マネジメ

ントの企業適用研究がなされた。筆者は、ある程度このマネジメント手法が体

系化された時点で、かつて、プロジェクト・リーダーとして活動していた日立
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金属の桑名工場で TP 賞を受賞した。また、米国から帰国した時点で、このプロ

ジェクトへ TP 賞・審査委員の形で参画させていただく機会を得たわけだったが、

このような中で、TP マネジメントの実戦経験を豊富に持つ秋庭先生からお聞き

した体験談を紹介させていただくことにする。なお、この話は、正に TP マネジ

メントと、現場丸投げ式で、「とにかく頑張れ！」・『わいわいガヤガヤ式改善』

との差を示した例だった。 
「TP マネジメントを活用した場合と、従来式の小集団活動で改善を進めると

いう企業内実験をした例があります。同じ製品を同じ人数(300 名)で製造する工

場を持つ大手の例です。データー公開は控えることが約束ですが、従来方式で

「頑張れ、塗れた雑巾をさらに絞り切れ！」という方針で活動する部門と、TP
マネジメントを活用した部門の活動の差です。ちなみに、前者は期に 3%の原価

改善だったわけですが、後者は高く定めた目標、20％を達成しました。では、

私が指導したこの企業、もちろん、私は TP マネジメントを指導した側ですが、

そこでの指導談を紹介することにしょう。・・・」と言って語られた内容である。

なお、TP 賞審査時に得た話だが、今も適用企業名は隠す必要があり、ここでも

企業は割愛させていただくことにする。 
「多くの企業で用いている生産性から話を進めることにします。一般に、企

業で用いられている生産性の指標は I／O 管理です。工場の生産性の構造がとら

え難いので、”投入”に対する”産出”をとらえて、その効率を見て行く方式で

す。一人当たりの売上、付加価値率といった指標はこの種の代表的な評価指標

です。要は、インプット（I）がどの様に変換されアウトプット（O）になるか？

という取り組みですが、多くの企業では、この指標を用いた改善法に余り深く

関心を持たず、結果として得られる I／O 対比ばかりに興味を持つ状況です。こ

のような活用では、この変換プロセスに解析や改善が加えられないため、改良

点が見つからず、結果が出れば OK!としてしまいます。また、ここでは、途中

で行う変換プロセスをブラック・ボックスとして扱い、結果オーライで経営管

理を進めるわけですが、この方式は一種の『丸投げ管理』ということになりま

す。これは、「中身はともかく、結果で勝負！」というマネジメント・システム

です。では、このブラック・ボックス式管理の欠点を挙げたいと思います。こ

の管理方式では、勢い、管理者の仕事は効果が出そうな人と手法の投入を関係

者に要請する形態が採られます。しかも、毎期、３比主義で活動結果の是非を

問い、活動努力はともかく、結果が悪い場合、例えば、前期の目標を達成しな

い状況が発生する場合などの対処は、余り、納得の行く論理や分析なく、組織

や人を入れ替えることが繰り返されます。要は、新体制に期待して新たな成果

を要求するわけですが、問題解決の方法に進展が無いので、同じことを繰り返

し、挙げ句の果てに、他社で少しでも効果があがっている手法を聞くと、即座
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に導入を検討させる方式が発生します。この例は極めて多い状況です。産業界

には、ターン・キーという言葉があります。この言葉が、この種の行動を代表

するわけですが、ワンセットで、世の中で有名なやり方を投入すれば、打ち出

の小槌の様に効果が挙がるという期待を示す例です。この様な処置をした管理

者の方々は必ず、「我が社では革命的手法を導入した。後は、人事を尽くして天

命を待つ」話されます。しかし、やがて頓挫して私たちに相談にこられます。

この場合は良いのですが、改善手法の中身を詳細に分析したわけでいため、「他

社で成功しているのに、我が社で事がうまく進まないのは気合いと努力不足で

ある」と考え、勢い、「もっと知恵を出せ！勉強と努力が足らんぞ！お前ら」と

叱咤激励して、やる気を刺激してアウトプットの創出を期待する行動になる例

がほとんどです。また、この種の企業では、部下の方々は、何をやっても結果

が出れば良いとなれば、結果が早くでるものばかりをつまみ食いや、食い荒ら

しをした結果、本来、対策すべき課題だけが残り、誰も手をつけず、結果、や

がて改善が頓挫します。以上が、この種の取り組みに見られる傾向です。多く

の場合、先にご紹介したように、トップは部下に改善業務を任せたので、詳細

な活動までは立ち入って来ないのが一般的です。「○○先生のご指導で成果が出

ないのは、習う、君たちが問題！」として中身には何も触れないで先生へ改善

を丸投げする。また、指導する○○先生も、製造の専門家ではなく、会社のご

事情も短時間では判らない。細かな問題は判らないなどの条件で物事を進めざ

るをえないため、結局は「改善体質に問題あり」と言って逃げる行動に走りま

す。逆に、経営トップが「活動の中身を知ってしまうと、強いことが言えない

ことになる」とも考え、中身不明のまま、対応も「雑巾をしぼれ！しぼれ！」「や

る気が改善の全て」という刺激的行動になるのが通例です。ここまでのお話で

ご理解願えたと思いますが、この種の取り組みで発生する問題の要点は、イン

プットをアウトプットに変換する方法と活動の中身をつかもうとしない点にあ

ります。すなわち、インプットをアウトプウトに変換する手順と構造、進め方

の良否と評価基準に関与します。だが、私はこの種の事情をある程度は理解し

ています。その理由は、多忙な、また、インプットをアウトプットに効率よく

変換する技術に知識や経験をお持ちではない経営トップの方々に、毎回、「個々

のテーマに対して、問題解決プロセスをご覧になりながら指導する活動をとる

べき」という要求をすることに無理があるからです。従って、簡単にこの種の

要求を満たすツールの導入が必要になります。 
 では、解決策を示すことにします。次のページをご覧下さい。この図は総合

生産性 TP（Total Productivity）という指標です。本来、経営的な見地からすれ

ば、ディメンジョンは違っても一本化してものが、学問的には「品質や納期な

どの項目に生産性の指標が設定できない」というテーマがあります。要は、図
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に示した算式で扱えば経営上は扱いが可能ですし、極端な話、ポイント制でも、

相互のウエイトやバランスを制御すれば、総合的に経営効果をあげる対策はい

くらでも見つかります。だが、コストは金額、生産性と納期は時間や比率・・・

と異なるわけです。ですから、そのままを使うマネジメント方式では、活動の

内容を見て、効果が出なければ、「人が多い、何とかしろ！」とか、「産出に対

してエネルギ－の投入基準量を上回っているから減らせ！」という指示をする

ことになります。 

 

TPマネジメントの狙いと評価式

TPとは
Total　
Productivity

Q:品質　　　・　P:生産性　　・　S:安全性　　　・M:士気

C:コスト　　・　D:納期　　　・　E:エコ影響

過去、多く見られた取り組み　　　　　TP:活動総合化の取り組み

　Q:品質
品質管理部

経営改善

C:コスト
経理部

D:納期
生産管理部

個々の最適化
＝全体最適
　　という
　　マネジメント
　　　　　体系

　Q:品質
品質管理部

経営改善

C:コスト
　経理部

D:納期
生産管理部

全体と個々の
①バランスと
　②重点を定め
　　　活動を
　　③総合化する
　　　マネジメント体系

 
 
要は、品質・納期・安全・士気の面では生産性が先のコスト面の生産性と同

等に比較が出来ないという悩みを解消しないままマネジメントを進めると、同

じ土俵の上でこの様な重要課題が同等に比較検討出来ない状況に陥ります。そ

の結果は、「いたしかない」として、多くの経営トップは、テーマ毎これらの内

容を分け、各部門長を設けて責任分担させる方式を取る策を展開します。だが、

問題の解決がスムーズに進まない。そこで、次に、自分の分身という形で、こ

の種の課題を進めるラインとは別の監視役をつくります。品質管理部長、生産

管理部長、経理部長などや、安全委員長を設定する例がこの対策です。その結

果、各種会議でライン関係者の改善進捗をフォロ－しながら、その進め方に対

し、評価~指示を要求の形で示す策が運営されます。この考え方は、「個々の課

題が解決へ向かえば総合的に問題は解決するはずである」という思想です。だ

が、この方式で叱咤激励される個々のライン担当部門長はたまったものではあ

 13 



 14 

りません。全体と個々のバランスより、部分 適化が自分の責任であるから、

他の部長とは関係なく、 大の努力をする。その結果、会議の度に生産部門の

関係者は振り回されることになります。この様な問題が起きる理由は「総合的

な生産性指標が定められない」という問題に尽きます。ここまでお話しさせて

いただいた問題解決法はトップ・ポリシ－の設定にも大きく関与します。御社

では無いと思いますが、トップ・マネジャ－が振り子の様に方針を変える現象

を、他社では多く見かけます。この例はインプットをアウトプットに変換する

構造がわからない。そなると、「ご自身が示した方針が間違っているのではない

か？」と誤解してしまう点にあります。本来、方針を立てたらその浸透程度と、

全体と個々の活動のバランスを見た制御、更に、重点テーマの進め方が問題な

わけですが、この状況が一覧して判らない状況では、「方針が間違っていたのか

な？」と思う現象（誤解）です。もし、方針が徹底していれば、また、活動の

プロセスが管理できれば、方針が正しいか？も違っているかは手にとるように

判るのですが、これが判らないため誤解して悩んだ結果、コロコロと方針を変

えてしまう行動になる例です。要は、一般に、経営トップの方々は、この種の

問題解決策に知識を持ち合わせないためです。従って、先にお話ししたように、

物事がうまく進まないのは、自分の方針や戦略が間違っているのではないか？

と誤解してしまった結果、方針を変える現象や、組織や担当を変えて天命を待

つ、逆に、自分の無能さの現出というように勘違いして叱咤激励策に入った結

果、「雑巾の絞り方が足らん！」という発言になったりするわけです。 
では、対策をお話することにします。要は、全体と個々という企業が取り組

むべき諸活動を図に示し、貢献度と実施すべきアウトプットとインプットを正

しく評価する仕組みを企業内でつくれば良い。しかも、先に示したように、経

営的に見れば、Q,C,D は同一土俵で扱う方法論があれば助かります。また、部

分 適化だけを狙ったバラバラの活動を重点と連携対策を『見える化』させて、

一枚の作戦地図上で管理するマネジメント方式を展開すれば、複雑怪奇になる

活動は無くなります。かつて、企業内部にムダが数多存在する時代、また、変

化が余りなかった時代には、勘と経験でも、何とか事が進み、それなりの成果

が出ました。しかし、今の時代はインプットをアウトプットに変換する構造を

見て、アウトプットが確実に出る管理をして行かねばならない時代に入ってい

ます。現在は、事の善し悪しや、進捗を確実、ビシブルにする責務が、管理者

に求められている時代です。また、経営の中身を従業員にビジブルに示すこと

は、従業員の士気を高め、活動を活性化するからです。・・・・」事後談だが、

この企業のトップを始め関係者の方々は「『乾いた雑巾を絞り続けるマネジメン

ト』をしていたら、未来は無い！」と話しをされたそうです。 
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