
QCD革新研究所 http://www.qcd.jp/

E-Book of QCD

物づくり現場管理者の技
中村茂弘著



1

「物づくり現場管理者の技」

                         QCD 革新研究所 所長 中村 茂弘

                       （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

各種要件が変化、多様化する現在、製造業の多くは「現場は現場で管理する」

という方式が一般化し、ここに、製造現場で、現場を任せ切る力量を持ったキー

パーソンの育成が必須です。そこで、本書では、今まで筆者が進めてきた泥臭い

が実務的な対策法の要点を”技“として整理しました。
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【注記】 この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、必要時に【映像】

などと記された箇所で、QR コードと共に You Tube へ飛ぶと、大半は、 短時間

に有効な情報を得ることができます。読者の皆様には、是非、本書のご 利用と

共に、ご関係者への普及を効果的に進めることを願う次第です。なお、さらに詳

細で有効な改善や詳細な文献にご入手を進められる皆様には、OnDeCo のご利

用をお奨めします（シリーズ 11 が「現場管理者早期育成技術」）。

http://qcd.jp/ondeco/

１．解決すべき製造現場の課題
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（１）製造現場管理者の仕事と責務

製造現場の多くは、常に市場や製品製造技術の変化対応が必要です。このよう

な環境の中で、製造現場を管理する方が担当する仕事の責務をマクロ的に整理

すると、一般に、表１の青

色で塗った範囲になりま

す。当然、この詳細や各社

での責務などは個々に異

なるわけですが、この表か

ら、現場管理者という仕事

が、いかに企業の中でいか

に重要な位置づけである

かが解ります。かつて、こ

の種の仕事は「中間管理者

の指示をまって」という形

態が多い状況でした。しか

し、現在は IT による情報共有、各種、人材育成技術などの進展と共に、「現場は

現場管理者に任せる！」という、組織のフラット化が一般的です。このような環

境の中で、製造現場

の管理者の皆様が行

う仕事の特徴は、部

下と共に各種課題の

対策となるわけです

が、その要件を一覧

化すると図１のよ

うになります。要は、

「限られた資源（時

間、人、物、設備、

資源など）を活用し

て、部下と共に、各

職場に託された課題

を達成して行くこと

と、職場と部下と共に目指す夢と目標の実現を進めるリーダーとしての活動（製

造現場管理者（海外では S/V：スーパーバイザー）の役割）です。

（２）製造現場管理者の役割と抱える課題

表１ 製造業における現場管理者の責任分担の例

◎購買○協力レベルＵＰの指導・評価

○協力◎各職長日常管理

◎購買○協力契約管理

◎購買○協力◎新規選定外注管理

◎生管○各職長納期改善

◎権限委譲◎各職長出荷フォロー

◎生管○各職長出荷・納入計画出荷

◎各職長○各部長合理化案提案（自動化）

◎各職長□フォ

ロー

トラブルシュート

○参画◎各職長○指示問題の抽出

○作成○◎業績評価

◎権限委譲◎各職長□フォ

ロー

実行

○各職長◎各部長調整・徹底

○協力◎各職長○承認人・物・設備・計画立案製造

◎各職長○各部長実績フォロー

実務

◎各職長○各部長計画立案資材調達

スタッフグループ長職場長課長工場長業務機能業務区分

図１ 製造現場管理者に求められる要件

Q:品質向上
C:コスト低減

D:納期短縮
P:生産性向上

S/E：安全・環境
M:士気向上

製品と
サービスキャッシュフロー、ビジネスサイクルのスピード・円滑化

Input
（投入）

生産・販売 Output
（産出）

工場方針

目 標

活動の仕組み

目標達成

日々の目標達成
～各種夢の実現へ

現場マネジメントとは、「金のなる木とムダの判ること」
その意味は、限られた時間、人、設備、モノ、・・・を駆使して最良のアウトプットの

創出する活動をプロモートする行動を求められるからである！

ムダを
省くやる気と

改善を育て
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製造現場で活動する皆様を、産業界では『第１線経営者』と言います。経営者

というと、企業や工場の経営トップと思いがちですが、先の図１の中央に示した

ように、この任にある

方々の活動が、物づくり

そのものに直接的に関

与します。これを言い換

えると、品質・納期・原

価・安全～部下育成で得

た力量を発揮した結果

が製品、顧客満足を得た

売上高、さらには、工場

収益の基盤になるため

です（図２は現場管理者

の立ち位置です）。ここ

では多くの問題解決が

必要になります。そこで、その主な内容を直接お聞きすると図３のような内容で

した。本書では、この問題の総てに対しコメントする紙面を持ちませんが、この

ような課題をこなすために必要な力量と、その高め方を中心にまとめることに

します。なお、筆者と

して、多くの体験か

ら、本書を、①自助努

力で各種の問題解決

力を高める。次に、②

同じ問題を持つ仲間

と知恵を集めて対策

法の紹介を交流する

という活用法を推奨

します。その理由は、

同じ利用を企業で進

め、多くの効果を得

てきた要点が第一線

経営者として「現場

管理が、金のなる木とムダ排除の実践」に大きく役立てることが出来るためす。

（３）部下を巻き込むリーダーとカリスマ的統率者の差

図２ 製造現場の現場管理者の立ち位置

ボトムアップ要求

融合

活
動
の
評
価

ｷｰﾊﾟｰｿﾝ
中間管理者
のあり方

現場管理者のあり方

トップダウン要請

CS:顧客志向

企業内
活動

率先
垂範 調和と

人格

個
人
の
価
値

管理者と
して持つべき
一般常識

図３ JMA・中部F大会で得た会場アンケート（2007年）
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１，時間不足

２，人材教育（含むビジョン）

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

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

11、その他

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？
第一線監督者間のご熱心な ②効果があがる効率的部下育成方法は？
討論で、個々の解決策を模索 ③職場の領域を超えた問題の対処は？

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？」
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次に、製造現場の管理者の活動の在り方に対し、注意点を挙げることにします。

時に、製造現場管理者の中に、カリスマ的な態度で部下に命令を出し、指示どお

りの所作をチェックすることに注力する管理者がおられます。これに対し、個々

に「まず、職場のあるべき姿と目標を示し、部下と共に納得行くまで話し合い、

目標達成に共感を得た

上で、その達成に部下の

良い点を伸ばし、率先垂

範してお手本を示す！」

という現場管理者がお

られます。まだ、コーチ

ングが今ほど重視され

ていない時代、筆者達は

JMA 関係者が、この差

を調査しました。その結

果が図４です。産業界で

は、「一人では何もでき

ないが、一人が創め無け

れば何も起きない」と、「上司は部下と共にあり、優秀な部下を育成強化したリ

ーダーは尊敬され、仕事の負担は小さいが成果は多大！」という教えがあります。

図らずも、この調査の結果は、この状況を証明する内容でした。

【映像】リーダーシップに学ぶ

① リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３４「やる気の集団づくり」

  https://www.youtube.com/watch?v=bDz8rrwYPNk&feature=youtu.be

② リーダーシップ実践の技に学ぶ：その３５「情報共有」

  https://www.youtube.com/watch?v=fsRt0KOvo0Y&feature=youtu.be

２．現場管理：６大能力活用の実務

（１）現場管理に必要な６大能力

21 世紀に入る前、先の図４の調査の後、JMA では、現場管理を指導される企

業の関係者が集まりました。当時、製造現場の組織フラット化と共に、各種の現

場管理者育成研修が盛んな時代への対応を模索するため、また、当時、近く迫る

図４ ２形態ある現場管理者と、成果創出の差異

６：４

予算達成度

3.5：6.5
トラブル発生の程度

７：３

部下育成への
投入工数

見解：感性的な表示であるが、部下
育成に熱心な中間管理者と

熱心でない中間管理者の

活動／成果やﾄﾗﾌﾞﾙの差異は
と調査した結果（各300名を

対比：1999年・JMA）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
方式

ﾁｰﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
活動

個人的
努力

＋α

人が大きく伸びる形態

コーチング努力
の現場管理者

カリスマ的な
現場管理者
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IT 化による現場管理業務が大幅な革新が予想されたからです。筆者達は「21 世

紀型の現場管理者の業務や責務の在り方」というテーマを真剣に討論しました。

その結果、表２（これ

はその 1 部）のような

整理となりました。表

をご覧願うと、お判り

になる通り、左から右

へ、時代の変遷に従い、

現場管理者の仕事の

内容が大きく変革し

ています。特に、「か

つては上司の命を受

け、指示された事項を

忠実に守る業務から、

IT の支援を武器に現

場管理の大半を任せられ、自主的な活動へ変革して行く」という内容です。また、

これは、「現場は現場で管理する」という内容でした。このため、「製造現場の管

理を任せ切る人づくり」が重要なテーマとしてクローズアップしました。その時、

この集まりでは、「で

は、このために何が必

要か？」という検討を

進めた結果、現場管理

者の教育に図５に示

した『6 大能力の実践

的な活用』の必要性が

クローズアップしま

した。その後、多くの

企業でこの対策が実

践され、絶大な成果を

得てきたので、以下、

簡単に、その内容と活

用事例を紹介して行くことにします。

現場管理者に必要な６大能力は、①表現力、②傾聴力（現在、この一部を取り

上げコーチング技術の名で使われる対象）、③説得力、④管理力、⑤改善力、⑥

企画力です。この評価には、国際的に定めた項目と基準があり、その評価は自己

表２ 強いフォアマンづくりの項目（例の一部）

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
企業としての実施要件

（予測を含めて）
第一線監督者の役割

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）

・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

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）

・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

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）

・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

ＩＴ化

（変化する顧客情報の
提供～活用まで）

・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５ 現場管理者に必要な『６大能力』
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①表現力

②傾聴力

③説得力

④管理力

⑤改善力

⑥企画力

過去

現在

将来

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！

国際レベルで
自己評価～育成

５

小さなアイデアの積み重ねが大きな成果につながる・・・・・・・４

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。

３

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。

２

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。

１

評価評価・育成項目（チェックポイント）No.

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

国際的な力量の
高いフォアマン

表現力／説得力／聴講力、その国際レベル（自己）評価~
コーチング技術への展開
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評価方式で行います。では、一例を表３に示し、傾聴力の評価の進め方を記載し

て行くことにします。この評価は次のような手順で進めます。手順１：各項目の

内容を読みつつ、

手順２：表３の右

端の□欄に□に

記入する自己評

価基準に従って

◎○△の記号を

記入します。手順

３：同時に、空き

スペースにご自

身が持つと考え

る事例や問題点

などをメモして

行きます。手順

４：表３の下の方

に記載した計算様式に従って点数を計算します。各 6 大能力の評価項目は（傾

聴力も）10 項目あり、評点を入れ集計した後、20 点満点を基に、自分のレベル

が何点か？を記載します。手順５：6大能力は、個々の能力評価と共に、能力開

発を促すシートになっています。このため、【まとめ】の欄に、高い評価項目と

内容を基に、欠点と考える評点の低い項目を改善するための例を記載します。で

は、この種の評価の後に行うこの評価方式の利用法を例示することにします。

ある現場管理者の方が、例えば、1 番目の「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」という項目は評価が高い。

だが、9番目の「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」という項目の評点が低い場合の対策法を例示することにします。このような

場合、その方は、項目１を利用して、気楽に話せる場所と時間を準備した環境で

聞く。面接式でなく、飲み屋のカウンター形式で横に座る。相手が興味を持つ題

材を目前にして話す方式を使えば、9番の欠点は除去されます。さらに、ここで、

2 番のメモを取りながら聞く方式をここに織り込むと、「この方は、私の話を真

剣に聞いている」と相手は受け取る環境となり、相手から聞きたい本音や重要な

情報の聴取が進み、傾聴力の発揮と共に、この欠点はカバーされます。

手順６：他の 6大能力（①表現力・・⑥企画力）に対し、図５の左上に示した

レーダーチャートに現状と共に、能力増強対象を示し、先の手順５の中からご自

身が伸ばしたい能力をグラフ化して改善内容を追記した後、能力増強の題材に

してゆきます。手順７：レーダーチャートには、先に手順５で記載した改善点と

表３ 6大能力の項目と評価（例：傾聴力）
□に記入する自己評価基準 ： ◎：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）。

【まとめ】 ◎：２点× 件＝（ ）点

○：１点× 件＝（ ）点 合計（ ）点

△：０点× 件
合計点を入れた後、自分の良い（十分な能力）と評価した

項目を基に、改善を要する項目の改善方法を【まとめ】欄に書く。



7

共に、他の、能力を使い弱点を消す対策などを記載した後、能力開発の題材にし

ます。例えば、「自分は説得力が弱い。だが、表現力は強いという場合、このよ

うな方は『見える化対策』が強いわけですから、説得面で問題を感じたら見える

化手法で対策するという手を使い、弱いと感じた面の強化を図る」という応用を

進めます。さらに、「自分は説得力が弱いが傾聴力に自信がある」という場合、

相手に問題を示し、意見を聞きながらうなずき、意見を述べながら自分の思う内

容と一致させて行く」という方式を採れば、欠点は除去されます。

以上、6大能力のチェック（評価）は能力開発の道をご本人が開拓する題材で

あり、現場管理者間の差の評価ではないことをご理解下さい。

【著書と映像】

① ６大能力チェックの掲載（「物づくり現場管理者育成マニュアル」P.31～）

ここには、全 6大能力の表（表３以外の表を掲載）

http://www.qcd.jp/pdf/corporateActivuty/fplan.pdf

② リーダーシップ実践の技に学ぶ：その１７「海外工場の SV 育成と強化」

https://www.youtube.com/watch?v=Geo2fJleYWo&feature=youtu.be

6 大能力の得点が高くても、これが実際に製造現場で実務上、活用できなけれ

ば、単なる教養番組で

す。事実、筆者は「現

場管理者教育を受け

た。あれは、教養でし

ょ、実務でどうするの

か？講師にお聞きす

ると、現場管理者の経

験がなく、決まったコ

ースを行うという形

態でした。・・というお

話しでした」という問

題を度々お聞きして

きました。このため、

現場管理者研修で、筆者は、筆者の活用談と共に、表４のような設問を設け、ガ

イド欄に記載したような解が出せるか否か？という演習を進めてきました（さ

らに次ページは実践応用例です）。

表４ 現場で起きる問題の対策ガイド（６大能力活用対象の例）

発生している問題の例 対策ガイドの記入例

１，ある職場では不良がときどき発生します。その 除去のた
めに人を１名つけて、問題発生時に当 たっていただいて

います。不良異は１日数回の 程度です。作業者は待ち
が多い状況ですが、トラブルにはたちまち対処してくれるの
で不良は混ざるこよは今までありません。

この種の対策を一般企業では「保険」と
いう、要は、不良が出そうになった時の

除去だが、この方に、不良の余波の発
掘～連絡と、原因の除去を求めるべき、
という対策がガイドとなる。

２，製造現場で、作業が忙しくなると､管理者の方々がすぐ応
援に入ります。今日もそうでした。一人残って残業、休日も

頑張ってくれるので（常道化）、現場の皆は頼っています。

管理者が欠勤穴埋め要員として部下に

受け取られる姿である。再度の応援をし
ないよう、対策するのが管理者の業
務！

３，提案を出したのですが、「もう少し待ってくれ！」といって
職場長は判断をしてくれません。提案者は「自分に任せてく
れれば明日にでも済ませる！」と、不満です。

早い決断が提案処理に求められる。特
に、費用やリスクの少ない提案は本人
に実施願い、可否をみるべき

４，Ａ職場長、自分の方針や仕事を丁寧に伝える姿勢は良い
のですが、話が長いのが欠点で、部下が困っています。

ひとつの管理技術として、 ５Ｗ１Ｈで話

す訓練を職長間で訓練すべきである。

５，「ここに水がこぼれ安全、衛生上の問題となる。何とかし
て欲しい」と部下から苦情が寄せられるのですが、Ｂ職場長
は「投資メリットが無い！」というだけで話がわからない・・

費用対効果を計算して部下に示す。次
に、そのまわりにある改善対象を探し、
トータル成果で実施化へ向ける

６，「あそこでタバコを吸ってはいけない規則でしょ！朝礼で
の注意や張り紙はするが、うちの職長は直接注意をしない

問題ですよ。それも仕事でしょ！」

現場管理者の責務として、発生時点に

本人に納得行く注意と説明をコーチング
と共に行う対策がガイドとなる。
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３．物づくりは人づくり（部下育成）

（１）製造現場管理者は何をつくるか？

現場管理者教育では、最初に「あなたは何を製造現場でつくっていますか？」

と講師の方が質問します。この質問は故・松下幸之助氏（先の Panasonics 社長）

が現場管理者研修で

度々なされた質問です。

答えは「あなたは、物づ

くりという現場実務で

なく、仕事を通した人

づくりをしているはず

です！」と話し、どの企

業でも「物づくりは人

づくりから」という解

を示します。現場管理

者が部下育成を行う形

は図６です。だが、この

種の図の構成と内容は

誰が見ても当たり前の事項です。だが、製造業では、ここに、先の６大能力の具

体的な活用法が求められます。では、ここで筆者が行った事例を例示することに

します。

筆者は米国赴任の時、アルミホイールを生産する 200 名ほどの AAP 社で、工

場の設計～現地で立ち上げ時に活動しましたが、生産管理部長という仕事を担

当しました。その時、現地の現場管理者が教育してもアルミホイールの落下不良

が減らずに困り、筆者としても、生産管理上、出荷量の確保に支障をきたす状況

でした。誰に聞いても、当然、S/V と名付けられた現場を直接管理する方達は、

図６の内容を知って利用していました。しかし、常習者のような従業員に対し、

教育や注意～監視も強化行っても、この問題が繰り返されました。このため、困

り果てた S/V 達が筆者へこの問題の対策を持ち込むという状況になりました。

では、筆者が手を打った対策を紹介することにします。

対象者、20 名ほどが研修室に集められ、全員、暗い顔をした状況で落下不良

対策研修の開始となりました。筆者の事前調査では、全員が一生懸命に仕事して

している。だが、ポカミスの形で床にアルミホイールを落とすことがある。この

時、見た目は問題なく見えるが、タイヤを装着前のアルミホイールが変形する。

もし、黙ってもどしても、バランサーという最終工程の検査設備で発見され、問

題となる。このため、落とした方は正直に落とした事象と問題を報告するという

図６ 現場管理者が行う部下指導の手順と内容

図や絵で

解りやすく

教える。
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

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

本業で成果をあげ、

皆の、お手本となる

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！

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！

時間を取り行う
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制度が守られていました。そこで、筆者は、先の表３「傾聴力」項目１と８を利

用した対策に入りました。項目１は「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」です。この研修を担当する前、筆者

は全員が小さい子供さんに関係していました。そこで、先の表３の項目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」を

開始しました。筆者は、まず、「いつも熱心に仕事をしていただいてありがとう

ございます。皆様のおかげで、ようやく生産を立ち上げつつある状況に、まず、

お礼を致します！」と言い、最初に、質問者を選び、「今日の話は後で行うこと

にして、仕事に関係なく、個人的に、ここ 1 週間ほどで最も楽しかった話をお願

いします」と頼みました。この方は子供さんが成長の盛りでした。家に帰って子

供が「お帰り！」と言って飛びついてくる話を知っていましたが、早速、その話

をしてくれました。次の方は子供さんがいないのですが、近所の子供の野球の指

導をされておられる関係で、帰宅を待っていて、「子供たちと野球をすることが

最大の楽しみである」と話してくれました。これで、研修室は盛り上がりました。

お互いに声を掛け、うなずき、子供の可愛さをしきりに話す状況でした。20 名

の話も終わりになりそうなとき、残りの方から「中村さん、この話は楽しい。だ

が、我々がここに集められた目的は、・・・」と質問しましたが、筆者は「まず、

この話が終わってからにしたいので、続けて下さい」と言いました。2 時間ほど

の研修会は、この話で盛り上がり、50 分程を費やしました。そこで筆者は、「そ

ろそろ休憩、コーヒータイムにします。なお、10 分の休憩後、皆様と検討した

内容を、一応、覚えておいてください。わが工場で生まれたばかりのアルミホイ

ール・ベービィ残念ながら床に落として再起不能、この対策を皆で考えたい！」

と言い、この研修室から出ました。しかし、全員が部屋に残り、大声で討論して

いました。

休憩は 10 分でした。だが筆者が部屋を出ると、生産関係者の相談があり、15
分を過ぎ、遅れ、皆に謝り、論を開始しようと部屋に戻りました。しかし、部屋

は空っぽ。仕方なく、だが、皆を信用して部屋に待っていると、やがて全員が「や

った！これで OK!」と言いながら研修室に戻ってきました。さらに、「中村さん

現場へ行きましょう！」と言い連れて行かれました。そこで、彼らが筆者に見せ

てくれたものは、ラミネートでカバーした用紙に、簡単な挿絵と共に「生まれた

わが社のベービィをこのように抱け、床に落ちない。落とさない！」という表示

でした。筆者は、即座に「素晴らしい！」と言い、この日の不良対策会議・研修

を終えましたが、この対策の効果は絶大でした。その理由は、この工場の生産が

立ち上がり、この対策を行った時が 3 ヶ月目でしたが、筆者が AAP 社で仕事を

した、3 年間、アルミホイールの落下不良はゼロだったためです。「この注意書

きを現場関係者が守った」という以外に、もし、新人が仕事を担当する場合、い
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ままで担当してきた作業者が新人を指導していったためでした。この事例で筆

者は、やはり、正しい教育資料は正しく使う効果が大きく、6 大能力の実践体験

と共に、Education（問題解決の解は相手が持っている）＝相手の知恵や持ち味

を引き出す自主性の大切さと、効果を強く認識した次第です。

（２）コンプライアンス問題の対策

多くの企業が図７の上部の活動を取る中で、困ったことに、昨今、図の下部に

示したように、企業活動を逸脱したコンプライアンス問題が報道されてきまし

た。そこで、この種の

問題に対する防止策を

例示して行くことにし

ます。

これから紹介する例

は、ある企業における

支援時の体験談です。

この企業は加工材料を

中心とした素材メーカ

ーでした。この企業で

は、品質管理が厳しく

行われてきましたが、

重要顧客の大クレーム

(コンプライアンス問題)を起こしました。当然、ここでは、朝礼での注意や品質

改善の指導や研修は盛んに行い、それなりの効果を得てきたわけですが、その種

の功績や努力は、お客様の立場に立てば「無意味！」という解釈と評価に陥りま

した。残念ながら、この問題が起きた時、この企業は CS 対策：顧客満足を満た

す物づくりを方針に工場の活動を進めてきた矢先でした。このため、この企業も

一営業担当と工場のしかるべきトップが客先に出向きお詫びする（ペナルティ

に相当する場合は賠償金を支払う）という処置を進めました。当然、客先に是正

対策書を提示し、再発防止を約束する。工場では、教育や訓示と共に、検査をさ

らに厳しくするといった約束進めていました。しかし、客先の工場は、「発生元

の現場で物づくりを行う方の意識向上と改善、さらには、改訂した標準化の順守

などが無ければ、真の対策にならず、再発する危険が残る」と懸念し、さらなる

改善を求めていました。筆者が支援を行った時、この大クレームの原因は現場の

ベテランが起こしたヒューマンエラーでした。そこで、筆者は、この企業で、図

８-１と２に示した次のような対策内容をお願いしました。①不良を出したご本

人がご迷惑をお掛けした現場に出向く（当然、工場側のしかるべき管理者と営業

図7 物づくり職場の使命と逸脱行為の差

安心・安全と共に、
CS重視の物づくりを！

感激を与える
商品提供！

顧客の信頼増
～企業の発展へ優

良
企
業

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
企
業

不良発生

あら

大変！

まあ、いいか

今回は

品証・規定

なんなの？
これは、御社を

信頼して

買ったのに！

安易
な行動

見かけ倒し

の管理体制

自然の理

製品欠陥が発覚！
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関係者も同行）。②お客様がお困りの実態を見た上で、対策内容を紹介し、納得

を得る。③対策後に問題が再発した場合、会社経由のクレーム処理システムに従

うが、再度、発生者が

お客様の現場に同行

して問題対策内容の

是非や進行内容を報

告し、納得が得られ

る状況を完備する、

という処置でした。

このため、その結果

は次のような内容と

なりました。(ｲ)お客

様の製造現場にご納

得いただける内容の

説明ができた。(ﾛ)問

題を起こした方が行

う仕事が、いかにお客に直結した重要な仕事であるか？が実務者として判った。

(ﾊ)企業が「顧客重視の物づくり」という方針で活動する意味を、現場関係者が

この企業の現場で

直接語るクレーム

対策により、従来、

企業で行ってきた

品質教育に対して

数倍の重みを伝え

ることができた。

(ﾆ)次に問題を出

せば、その方が顧

客訪問となるわけ

ですが、その大変

さを避けるため、

(ﾎ)ハインリッヒ

の原則にあるヒヤット段階の問題の対策の改善が進めた。なお、ここで紹介した

「現場の方が、直接クレーム対策に当たる」という方式の適用には、極めて大き

な前提要件があります。要は、「人を見て！」という条件です。クレームに当た

る方を選ばななければ、帰って、別の問題を生み、従業員いじめに終ります。幸

い、この例では、このクレーム対策に当たった関係者と実務者の方の努力と人柄、

図８-１ 従業員側の自発的活動によるコンプライアンス撲滅

製品クレーム → 現場で直接担当した方をクレーム処理の現場に！

工場長から、全員に
「不良は出すな！」
～顧客が被る被害
など、定例説明

聞いては
いるが、
真の
理解は
疑問？

キーマン
選定！

彼が語れば
現場が変わる！

顧客が、真に
お困りの
実態を認識

生産停止！

顧客の
怒り！

自分がお客様の
立場だった場合、
ご迷惑は大変な
事態と理解！

他人ごと
では
済まされない！

工場関係者
への解説は
訓示や社内
教育の数倍
の効果！

図８-２ 従業員側の自発的活動によるコンプライアンス撲滅

製品クレーム → クレームを味方に

キーマン
選定！

彼は真因を
お客様に正しく
伝えることができる！

クレーム発生

お客様には
対策内容を
ご納得

真剣に
調査

是正策
を提示

実は、・・・
で困っています。

例１：棒鋼材が
NCへつまり
チョコ停！

例２：パーツ
サービスで廃材処理

他に、ご迷惑を
お掛けしている
ことは
ございませんか？

正にクレームを
味方に！が現実化！
売上増
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さらに、お客様の現場では当たり前と考えていた問題も聴取し、対策したため

「クレームを味方に」というわけではありませんが、この対策はもとより、お客

様の現場が抱える潜在問題の対策と共に注文増になりました。

【映像】コンプライアンス対策：自律型・コンプライアンス対策ガイド

https://www.youtube.com/watch?v=9JFdzsms6Cg&feature=youtu.be

（３）部下育成・見える化対策

ここまで、「物づくりは人づくりから」という事で具体例を中心に解説してき

ました。加えて、集団スポーツ競技に例を見る通り、チームとなって活動する組

織が勝利するためには、選手に当たる部下の育成・強化が重要なテーマとなりま

す。また、個々に仕事や改

善を進める部下が、その

活動意義を知って自助努

力による成長を見ること

は、上司として活動する

現場管理者上、最高の喜

びです。このような、極め

て当たり前の内容を見え

る化する対策は、部下の

側からすると、目標達成

の意義、努力と実力向上

に伴って成果が挙がり、

チームに多大な貢献を知る対策を意味します。この状況を見える化した方式が

図９です。この図では、まず、チームとして職場が目指す目標の設定を行う。次

に、図の中央に示した人材育成 MAP、力量向上と共に示される経営成果を記載

します。このような見える化は、スポーツで言うと、個々の選手が、自分がチー

ムで活動する立ち位置を知る。自助努力を図る内容が職場関係者として、どのよ

うな成果と貢献をしているか？を知る対策です。

【映像】リーダーシップ実践の技に学ぶ：その２９「見える化対策」

    （有効な見える化対策と、好ましくない事例を紹介）

https://www.youtube.com/watch?v=Qs6dAqRCqSY&feature=youtu.be

４．現場管理・コミュニケーション強化

図９ 各種目標達成と部下育成の見える化対策

多能化・スキル向上対策表

・・・・・△→○△→○○→◎○→◎Ｄさん

×→△○→◎△→○○→◎△→○Ｃさん

△→○○→◎△→○△→○○→◎Ｂさん

×→△△→○○→◎△→○◎Ａさん

電気組立設備

診断

溶接加工

（旋盤）

修得項目

人名

ニーズ

誰が、何を

やれば、成果

がどの程度

得られるか？

Ｐｌａｎ

Do
Check

得たい経営成果

達成したいプロ

スキル

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

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

経営側 修得側

親密な対話

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
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（１）物づくり現場管理者に必要なコミュニケーション対策

製造現場でまず、重要な管理・対策事項は、作業安全の確保と品質の維持向上

です。さらに、製造現場では、これを基盤に生産目標の達成を図り、納期や生産

性～コスト低減と維持管理、エコ対策上の各種の制度の順守などを進めます。こ

こには多くの要件が関与するわけですが、ここに「職場一体となったスムーズな

生産と改善などの活動」

が求められます。この

ような要件を、お互い

に良く知って活動を進

める対策をコミュニケ

ーション対策と言い、

この対策のひとつとし

て、先に見える化対策

があります。では、以下、

図１０を題材に、本書

がテーマとする「物づ

くり現場管理者の技」

というテーマに限定し、

個々人に対するコミュニケーション対策について、主要点を解説することにし

ます。休憩時間などの場で行う個人的な融和のためのコミュニケーションは別

として、生産現場におけるコミュニケーションは生産活動を進めるという目的

を持ちます。要は、このための情報提供です。従って、良品生産に当っては、ご

自身が製品製造上の注意事項を必要な時、必要な情報だけを必要なだけ提供す

る。仕事が計画（標準）通りに進み、良品生産が行われたか否か？を指差し確認

方式で確かめることがミス防止に重要であり、この活動は、間違えなく製造現場

で良品をつくること、品質保証を意味します。

【映像】標準化の進化への期待

https://www.youtube.com/watch?v=RAY2IbP4s2M&feature=youtu.be

標準化順守の例と同じく、職場で仕事をスムーズに進めるために行うコミュ

ニケーションは図１０の下に示した形態になります。要は、職場関係者が仕事を

スムーズに進めるための情報提供であり、情報を貰った方は、メモを取り、確認

するという対策（職業人の基本技）です。

図１０ 物づくり現場管理者に求められるコミュニケーション

緊急かつ重要
な情報を伝える

復唱願い
確認する

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

確かめる

ムダな情報

必要なものを
ウェートづけして
絞り込む

気になるが、今は必
要でない情報も除外
する

基本：必要な情報を必要な時、必要なだけ提供する

活動内容を
フォローする

任せる
～成果

を得る

計
画

行
動

判
断

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

仕事の内容を伝
えるコミュニケー
ションとは？

理解と
納得！

単
純
な
情
報
系

単純動物アメーバーの活動
危険物

好物
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【映像】入社前後に知って便利な仕事術シリーズ２「メモ術で早期仕事の修得」

https://www.youtube.com/watch?v=y0VDiTdWa0M&feature=youtu.be

（２）製造現場管理者が行う現場巡視とコミュニケーション

製造現場を管理する現場管理者は、朝礼やミーティング以外に、日常的に現場

を順守して、現場の状況把握や仕事の指示～フロー、さらには、現場の方が抱え

る問題の相談などに対処してきました。図１１は、このような巡視という仕事の

効果（アウトプット）

に対し、JMA の中部

F 大会で優良製造現

場管理者の表彰を受

けた皆様と筆者が討

論し、結果をまとめた

図です。図をご覧いた

だくと、まず、現場管

理者が朝礼前に従業

員の皆様に対する挨

拶があります。これは、

出勤時に従業員の出

勤率の確認だけでな

く、健康で安全、明るく楽しく仕事を願うことを伝える活動です。たとえ雄弁で

なくて、この行為自体で、親しさや感謝となど多くの要件を伝えることができま

す。その後、朝礼前後に、現場管理者は、現場を巡視しながら、個々に仕事や改

善など、その日に行う活動の指示や連絡、簡単な相談などを行います。時に、部

下と詳細なコミュニケーションを進めるわけですが、この時、「人は感情を持つ

動物であり、感性が仕事の良否に大きく作用する。製造現場の場合、期待と尊敬

といった言葉や態度が、その活動の成否の 85％を占める！」という理論に基づ

き、確実で有効なコミュニケーションを図ることが重要です。この際、F 大会で

は、部下の仕事の内容成長や改善に対を、正しく評価して褒める。大切さが強調

されましたが、この種の行動は現場管理者にとって重要な内容です。時に、仕事

を離れた場で『飲みニケーション』による交流があります。ここでは、本音を聞

くということが行われてきましたが、これも有効な対策の一つです。

（３）部下育成に有効な目標管理とコミュニケーション

優秀で意欲的活動を自主的に進める実力が高い部下を持つ上司は、ちょうど、

集団スポーツの監督のように、指示や管理のウエイトは低くても、優秀な選手が

図１１ 製造現場管理者が行うコミュニケーション形態

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
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次々と成果を挙げていってくれる環境づくり相当します。この環境は、製造現場

で、時に現場管理者の皆様が研修やデザイン・インから新製品の事前検討などに

駆り出されても、その間、部下に任せ、安心、集中してそれらの業務がこなせる

状況をつくります。筆者は度々、現場管理者研修の講師を担当してきましたが、

このような対策が不十分な職場の方が、残念なことに、その企業から呼び出しが

かかり、研修を中断して帰社するという例がありました。また、研修中に絶え間

なく電話がかかってくるので、退室して対応するため、研修に集中できないばか

りか、「何のために研修にこられたのか？意味が無い！」といった方がおられま

した。「常に、相談や呼び出しを受ける現場管理者、さらに、トラブル時には、

即座に現場に入り、作業を代行してその場をしのぐという現場管理者は、一見、

現場に頼られる存在価値が高い管理者である」という見方もあります。だが、こ

こに、「重要、かつ、その方以外、絶対にできない特殊な要件が関与する」とい

う内容が関係しない場合、「部下は自信を持ち、現場管理者が不在時に現場を切

り回せない」という環境を意味します。

では、次に以上、優秀だが周りを気にせず行動する部下の活動を例に、部下育

成内容（コーチング対策）について、演習題を用い、対策法を例示して行くこと

にします。

〔演習題〕部下説得の技術 Y リーダーの指導

以下の設問に対して、皆様がこの職場を受け持つ現場管理者（T 氏：課長と仮

定）の立場で、どのように説得するか？おまとをお願いします（演習では、Y 君

（１つの職場を受け持つリーダー）と T 氏グループに分かれて討論、または、

研修の講師が T 課長を担当し、厳しく抵抗願う形態で行います）。

Y リーダー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 リーダー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。一口に言って彼が受け持つ職場のグループは明る

くやる気に満ちている、と言ってよい。

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

（T 課長）のところへ行き、Y リーダー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！」といった具合で、不満タラタラである。

T 課長はこの不満を聞き Y リーダーを呼んで、他の話を含めて話をする中か
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ら「君、部下に規則を守るようしつけろよ！」と促した。だが、Y リーダー、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、T 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。

なお、Y 君の説得前に、T 課長として説得に当たるグループは、この問題を次

のステップで解析の後、Y 君の説得演習を開始します。

〈管理・説得〉手順：管理者の業務品質向上を図るための QC ストーリーの利用

手順１：問題を事実として（5W1H 式を用い何がどうなったか？）表記する。

手順２：問題に至る経過を書き上げ、現場管理者指導書などと照らし、良否を明

確にすることにより、問題発生に至る事実を明らかにする。

手順３：本質追及の形で、事実関係の整理から問題の本質を浮き彫りにする。品

質の対策では原因の究明に相当する内容を明確化する。

手順４：対策案の創出（これを説得演習の骨子とする）から、説得演習はテスト

と証明となります（なお、QC ストーリーでは、品質改善の場合、標準化

による歯止めとなりますが、この種の説得手順では、相手が人なので、相

手の納得～改善の実施となります）。

筆者の場合、海外生産時、Y 君に似た形態の部下と共に仕事をするケースが

多々ありました。大半は伸ばせば益々力を発揮し、やがてはポスト T 課長候補

となる方である例が多い状況でした。そうなると、Y 君に対する説得を誤ると、

多くの支障や誤解が生じます。加えて、関係者からも T 課長の説得力(６大能力

のひとつ)の低さから信頼を失う危険が生じます。そこで、皆様には、Y 君が「な

るほど、さすが T 課長は上司として素晴らしい！」という説得法をお願いした

いと考えます。

〔演習題の解答例〕

では、解答例を紹介します。対話（コーチングを行う）の前に必要な前提条件

は、(a) Y 君を説得する目的は、「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」と定め、Y 君が納得し、自主的にこの問題を解決する指導法を見

つける支援を行う。(b)説得内容と共に、Y 君の感激が次のチャレンジにつなが

るような援助をコーチという形で行う。(c)この種のコーチングにより、企業革

新のイニシャル・リーダーのお手本になってもらう対策をお願いします。

次に、今まで筆者が、このケーススタディの実演をお願いする中で、まずかっ
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た例を紹介することにします。(ｲ) まず、Y 君の日ごろの苦心を誉めず、直接、

注意に入る行動は、多くの反発を招くと考え、(ﾛ)文面には確かに「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」という内容が記載されています。

しかし、T 課長が、この事実をつかまず、うわさや想定などで説得に入ると、Y
君が食ってかかることになります。その理由は、T 課長なら当然承知のはずであ

る ISO9000 の 7 大原則の 7 番目、「客観的事実に基づく意思決定」に反するた

めです。さらに、(ﾊ)万一、このような話し合いの場で、ダメ出し的な発言で問

題解決を促した場合、T 課長の信頼を失っていると感じた Y 君にどのように有

効な説得を行っても『馬の耳に念仏：聞く耳持たず』現象に転じます。これでは、

Y 君が、自主的、かつ、未来のリーダーとして対策を創出するという活動は無く

なってしまいます。

では、QC ストーリーを活用した解析と説得法について解説することにします。

手順１：問題の記載（5W1H：何がどうだったか？その理由は・・と記載する。）

「Y 君は T 課長から、職場の規律上の注意を受ける。その理由は・・・・」

手順２：問題を引き起こすに至った各種の要件を表５のようにまとめて行きま

す。事実欄は P.15～P.16 に記載した演習にあった事実です。

現場管理のポイント欄には、挙げられた事実に対し、現場管理者として好まし

い行動か否か？を記載しましたが、BMP は「Basic Management Program と

いう 6 大能力の設定に対して、現場管理者の行動の在り方を評価する内容を参

考にした」という状況を記載して例です。現場管理者の書をお読みになれば判り

ますが、この種の内容と評価は国内で研修に記載されている書なら必ず書かれ

ている事項です。従って、どのような書を利用して解析しても、表中に記載した

内容と評価に差は無いはずです。

手順３：本書では、図本質追及に特性要因分析を利用しました。また、記載の特
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徴は、「良い点を伸ばして問題箇所に対し、Y 君の気づきで改善願うという趣

旨で、同じ分類項目を上下に並べ、上側には問題点、下側に良い点を整理しま

した。これは、先に紹介した、説得時に良い点を伸ばし、問題点に気づきを与

え、Y 君の説得を図る題材にする資料とする解析です。

手順４：説得（コーチング）の実務

Y 君の良い点は、まず、仕事に熱意がある点です。しかし、規律は仕事と思っ

ていないためか？ここで問題を起こしている状況であることが、図１２の解析

で判ります。次に、自分の部下との関連は大変うまくいっているようですが、他

部門との関連に問題を残す状況です。

手順５：説得の実務

この解析から T 課長は Y 君に接して話す内容は、先の設問の続きになるわけ

ですが、「そうだね、Y 君の言う通りだ、分かった、そうしよう！流石、Y 君、

上司の仕事を良くしっている。私は、約束できないが、やがて君は次期課長にな

る可能性が高いと私は見ている。このため、やがて部下になるかも知れないリー

ダー達を、君の部下同様に、人間関係を作ってくれないだろうか？と思ったため

だ」この時、多分、Y 君は「周りのリーダー達が何か言ってきたのですか？」と

聞くかも知れません。しかし T 課長は「先の話は他のリーダーから来た話であ

って、私は、君の職場にそのような問題は無いと考える。君がはっきりいったこ

とを私は信じる」と、この場を一旦切り抜けることが必要です。そして、彼に気

づきを与える話に移るべきです。その例として、「いつもお手本になる生産性や

品質向上を図っていただきありがとう。・・・これは、君に対する工場の評価だ！

私も、君と仕事していて本当に良いと考える。そこで、申し訳ないが、ひとつお

願いがある。今度、わが社は５S を６S として展開するそうだが、Y 君！君の職

場で今度、整理、整頓、清掃、清潔、躾は卒業状態なので、もうひとつの S：作

法 1 番で活動願い、他職場に教える形で成功体験を発表して欲しい。期限は 3 ヶ

月後だがよろしく！」というと、Y 君は「なぜですか？」と聞くはずです。その

時、T 課長は「周りのリーダー達の話し（うわさ）は、無視して欲しい。君は礼

儀や規則順守が立派な仕事の一部ということを知っている。だから、この対策は、

仕事としてマナー一番を、お手本として示して欲しい！・・」という説得法（現

在はコーチング）が先の BMP ではガイドされてきました。なお、筆者談で恐縮

ですが、米国赴任時、Y 君のような従業員と度々仕事をする時がありました。ま

た、今まで数社で、「このケーススタディを学んでおいてよかった」という体験

談をお受けしたため、ここに紹介させていただいた次第です。

５．目に見にくい、現場管理業務力の把握と向上策

（１）2:6:2 の原則と利用法



19

先に紹介したように、表 1 を見ると、製造現場管理者が管理する項目は多岐

に渡ります。しかも、その多くは目に見にくい対象ですが、この裏面に、本書が

テーマとする人材育成と集団の管理があります。筆者が関与した研修や企業支

援の中では、多くの現場管理者の方から「やる気の集団づくり」のご質問や対策

要求がありました。その中に、特に「やる気の無い部下の対策」がありましたが、

残念ながら、この対策はありません。この対策を、ニートを指導される専門家に

聞きすると、「やる気づくりはご本人の意思や考え方などの変化を待つしかな

い！」とされてきたためです。ちなみに、ニートの皆様は、能力が高くても、自

己否定が強く、人間関係もあまりうまくないそうです。このためニート指導をさ

れる方は、個人業で卓越した技能を身に着け、人間関係が薄くても、コツコツ行

えば大勢する仕事身に着ける指導をされるそうです。このような仕事なので、ニ

ートの方は、仕事の価値や意義の高さは判っています。しかも、極秘に近い技を

気安く教えてくれる指導者に感謝の念は持っているわけですが、先生は「おはよ

う」という一言を発するまで待つそうです。要は、ニートの方から指導者に声を

掛ける状態になった時、初めて、感謝が言葉になり、産業界で言うやる気の現れ

と認め、そこから、一般企業で行う技術や技能指導の開始に入るそうです。この

ようなお話をお聞きすると、筆者のように気短で、早期に成果を要求される者は、

とても、ニート指導者の足元に及ばないレベルであることが判ります。また、こ

のように、やる気のない方にやる気をおこさせる技はまだ研究段階であり、指導

される相手に決定権があることが判ります。しかし、企業に就職し、製造現場で

働く皆様は、ここまでに記載したニート形態の方は就職試験の際、その大半が除

外されているはずです。このため、やる気の集団づくりに対する適用理論は多少

異なります。では、最も効果的とされる集団をやる気に導く『2:6:2 の原則』を

紹介することにします。

2:6:2 の原則では、 やる気のない方 2 割の方に対して、ご本人のやる気発生

を待つ＝やる気の強要をしないで、やる気の集団に入るまで放置するという行

動を採ります。その理由は、(a)やる気のない方に対し、教育や指導を行っても

アウトプット（投入した努力対する見返り）が少ない。(b)やる気のない方に注

目する現場管理者の行動を、やる気のある方達が見ると、「こちらに、時間、知

識、資金や援助をすれば、現場は早く良くなる。それなのに、なぜ、やる気の方

達を放置するのだろうか？」と考えるためです。このため(c)時には、「我々やる

気で未来を創る努力と苦労を評価してくれない企業は辞めて、この際、他の会社

にでも移ろうか！」という形態を招く例が発生することがあるためです。このよ

うな理由から、集団マネジメントにおいては、図１３が示すように、「現場管理

者の皆様は、やる気のない 2 割は、気になっても、一旦、放置して下さい」とい

うガイドをしてきました。現場管理者の皆様が、やる気の職場集団をつくる際、
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次に示した 6割の『付和雷同型』も飛ばし、やる気の 2 割だけに注目して、改善

手法や時間、資金などを投入します。実は、この方達に 100 の情報、各種資源

や資金などを投入すると、自助努力が開始され、通常、200～300 アウトプット

が短期間に創出されるためです。この成功と共に、現場管理者がこの方達を、さ

らに誉めて支援する姿を見ると、『付和雷同型』という 6 割が、やる気の 2 割の

方達の行動を真似ます。要は、真似るとメリットが多いためです。このような対

策と環境は、やげて、やる気の集団 8 割を作ります。このような状態になると、

取り残された抵抗勢力の 2 割は、考え方と行動を改めるか、集団から去る以外

に道がなくなります。その結果、やる気の集団が形成される」という運用が、

2:6:2 の原則によるやる気

の集団づくりです（先に Y
君の対策を紹介しました

が、この方は前向きの 2割

に入る方と考え、コーシン

グ対策をすべき対策が現

場管理者の技として推奨

されてきました）。

【映像】やる気の向上で自

信～成長 （シリーズ６）

『やる気の集団マネジメ

ント』

https://www.youtube.com/watch?v=XC0jA9c8xZ4&feature=youtu.be

（２）時間活用術による現場管理者の現場管理力向上

時間活用術による現場管理者の管理力向上は、筆者が米国 AAP 社で行った体

験と共に、その価値を知った対策法です。先にもご紹介したように、AAP は 200
名程の日立金属㈱が 1988 年に米国の田舎町に作ったアルミホイール生産工場

です。筆者はここに生産管理の管理者の一人として 3 年間在籍しましたが、工

場立ち上げ時に、12 名いる S/V という現場管理者の管理の技術が課題になりま

した。S/V の皆様は、総て人柄が優れ、入社前の職場では製造現場のリーダーと

して活躍してきた実績を持つ方達でした。工場は 24 時間稼働、昼夜 12 時間に

分け、各職場はグループリーダーと定めた部下に管理を任せ、S/V は昼勤ですが、

この方達を指揮する方式でした（グループは４つあり、1 週間３日×12 時間勤

務と 4 日×12 時間勤務勤務を、毎週交代して行う方式。このため、実際の現場

図１３ ２：６：２の原則

新目標 ２ ６ ２
前向きの２だけが
活動する状況

前向き 付和雷同型 反対派

OJT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

OFF・JT研修対象
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

反対、評論家
・研修しても成果は
少ない

（投入100：2～3％）

２ ＋６＝８
前向きの２に誘発

されて行動する状況新目標

当面行う前向きの２の支援 前向きの２の成功で６が動く！

２

まずは放置する！やがて変心して８へ！
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管理はグループリーダーが直接行う方式です）。このような S/V 達は、当然、工

場立ち上げ時に、日本で製造技術を中心とした物づくりの体験と指導は受けて

きました。このため、皆、物づくりは直接指導可能なレベルに達成済でした。事

実、彼らの行動を見ると、その学習態度や同僚という形で現場管理をする方々と

の融和や協力に問題は感じない状況でした。しかし、現場管理の方法は自己流で

あり、管理手法上の技術のバラつきがあり、時に、製造現場で起こる問題の解決

に差が出る状況でした。この状況を最も問題視したのが現地人の工場長であり、

彼は、「現場管理者教育を早急に進めたい」と経営会議で提案し、近隣で実績が

高いとされる教育機関の内容を提示しました。このため、我々も入り、その内容

を検討したわけでしたが、さすが、有名な管理者の書を出すことで知られるドラ

ッガー博士の国だけあって、日本で我々が管理者教育という形で受けてきた内

容と比較して遜色ない内容だったため、研修機関（大学の教授も兼任の方）によ

る現場管理者が開始となりました。

研修は「分厚いテキストは自習、演習問題を基に、チームで解析して研修期間

が持参した問題を解き、座学式で講師の解説から学ぶ」というものであり、特徴

は、研修と同時に、現場管理者の管理レベルを評価する方式でした。評価は A
（最高レベル）～E（最低レベル）までありましたが、現場管理者として C 以上

が必要ということでした。ところが、この研修が開始されると、12 名いた S/V
の中から、次々と退職希望の申し出と共に、残留 4 名になってしまいました。退

職の理由は現場管理者の評価にありました。仮に、ある現場管理者が E と評価

されると、研修期間は専門学校で該当者を再教育する必要があります。C まであ

げて AAP に戻す方式ということでしたが、期間は数か月、費用は 3,000 ドルで

した。当然、「この評価をこの研修期間は口外しない」という契約でしたが、現

地では、「仮に E ランクとなり、C にレベルアップしても、この評価が、他社に

転職した場合、大きな障害になる。また、この評価は一生この方について回る」

ということでした。このため、12 名の S/V 達は研修を受けながら、この評価に

注意していたそうです。事実、「研修中に E ランクを付けられるのではないか？」

また、「自分は的にされたと」感じると、E ランクのレッテルが貼られる前に退

職願いとなったわけでしたが、退職の理由は、例えば、家族が「家まで距離が遠

い企業より近くに勤め、早く帰ってきて欲しい」といったように、誰が聞いても

不可思議な内容ばかりでした。後で判ったことですが、この研修期間は、ランク

づけ～再教育をベースにした金もうけを目的にした研修を行う機関でした。当

時、8 名の辞職と、この機関の研修実態を知り、我々は愕然としたわけでしたが、

今まで、日本に送り込んだ教育はムダとなり、これからの生産は出来ない危険に

遭遇しました。早速、AAP では、抜けた S/V、8 名を追加募集しました。しか

し、先にいた方と比べるとイマイチでした。しかし、このメンバーで生産開始と
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なりました。そのような時、筆者が日本で現場管理者研修を行っていたというだ

けの理由で、急遽、管理者の早期育成対策の開始となりました。

端的に言って、現場管理者の書は自習すれば 1 日で内容は判ります。加えて、

既に生産は立ち上げ中なので、時間を取って座学などを進める時間はとれませ

ん。また、この種の内容のレベルアップは自助努力が 85％を締めます。そこで、

筆者は、集合研修は止め、工場で起きた、又は、起こっているが、管理者（過去、

筆者達）が短期間に解決した事例をケーススタディという形で設問化して配布

し、問題解決力をあげる対策を進めました。研修は、毎週水曜の夕方に 1 時間程

度、討論を願いグループで解を出した段階で、30 分程、実際に行った解決法を

筆者が紹介し、現場管理手法の活用と成果を紹介する形態で進めました。その後、

質疑 30 分の後、1 時間程度でしたが、家族を呼んで良いからピザパーティーの

形で融和を図る方式を進めました。これは、飲酒運転防止と、新たな S/V 間の

交流を早急に進めるためでした。要は、「管理者として行う問題解決技術を身に

つけていただく演習方式だったことや、学んだことをどのように実務に生かす

か？」をご理解願う対策方式です。やがて、この方式は、次に紹介する『日々目

標管理＋時間活用術』と共に、グループリーダーの自主研修へと広がり、現場管

理を担当する方達の現場管理・改善力は早急に向上して行きました。

だが、管理の仕事と評価は目に捉えにくい対象です。このため、時に、管理者

の選定や仕事の評価に対し、残業が多いとか、部下に信頼が高い、さらには、人

柄や説明が上手い方を

有能な現場管理者とす

る例があります。しかし、

管理という仕事の評価

はアウトプット、すなわ

ち、成果を出すに至る過

程と行動様式を評価が

対象です。そこで、AAP
で、表７の『個人別時間

分析表日報』を用い管理

業務の教育と目標管理

を進めました。この方式

は、日々、上司と現場管

理者間で、部下育成、安全点検、設備故障対策～新製品の立ち上げ準備など、そ

の日に行うアウトプット項目（管理すべき具体的な項目）を打ち合わせた後、各

人の時計を用い、仕事の結果（経過）をメモして行く方式です。例えば、部下指

導の場合、標準化を基に不良を出さない対策を実務指導する場合、仮に、5 分だ

図表５－９ 個人別時間分析用紙

8:0
0（例）朝礼

電話対応

氏名： 月日： 本日の方針：

9:00
10:00
11:00
12:00

メール整理

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

上司コメント 改善点：

表７ 個人別時間分析表の記載例

本日のアウトプットと時間値の目標

本日の苦心と反省点

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。

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

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。

④仕事を見直して、
改善すべき項目と
要点を書く

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。

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。
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ったとします。記録には部下指導と書いても、この内容はせいぜい口頭で注意す

る程度なので、不良ゼロ対策は期待できないはずです。逆に、3 時間を費やして

教育と訓練を進めた。しかし、結果として不良発生が防げない場合、この指導内

容は「教え方が下手だった！」ということになります。このような記録を基に、

S/V 各人の日々の管理業務実態を上司がつかみ指導すると、現場管理者が行う業

務の実態把握と共に、現場管理者達の行動が次のような内容に変化して行きま

した。

(1)事実で語る習慣が身に付く（管理業務の実態が記録されることが関与）

(2)アウトプットを見て最良のインプット方式を探して対策する。例えば部下育

成の場合、最も短時間で成果が出る方式を探す。また、時には、スタッフの支

援や他の現場管理者などに相談して、最適の方式を投入するため、確実な成果

を得ると同時に、教育を施す。

(3)時間という評価ツールを基に、各種の管理業務の力量向上と、その程度が仲

間と共に自己評価する。従って、時間がかかる管理業務の効率化を考えるが、

同僚や上司などと相談して、より効果的な管理業務の効率化を自ら探り、自ら

工夫～改善して行く。

当時、折よく、AAP で、工場長が交代しました。今まで S/V だった方の中から

選ばれた方が新任の工場長になったわけでしたが、筆者はこの方と共に、部下と

なった S/V 達の日々指導を進めて行きました。この新任工場長は「S/V と、その

下で現場管理を担当するグループ毎の生産性、品質、技術習得などを評価するグ

ラフを作成して公開する」言い出し、驚きました。この方式を始める時、「個人

評価はしない」という約束でしたが、先に紹介した表７による記録を見れば、

個々の S/V の管理業務の差は判ります。また、先に紹介したように、「12 名いた

S/V の 8 名が辞めるという悲劇を避けたい」と話すと、その新工場長、「それは

承知しています。個人評価ではなく、部下を含めたグループの活動なので問題は

ありません！」と言い、「全責任は私が持ちます。また、全 S/V とグループリー

ダー全員で話し合って決めた方式です！」と話し、経営会議に提言しました。こ

の案に多少の不安はありましたが許可となり、この制度を実施すると、興味深い

事象が起きました。目標達成数値が低い職場チームに対し、優れた S/V とチー

ムリーダーが接触～指導して、ノウハウ提供が開始されたためでした。その結果、

チーム間の生産力格差が無くなり、AAP として最高レベルの現場生産性や品質

の実現に向かったからでした。彼らの言によると「一流スポーツチームは、得点

公開で相互研鑽を図る。この種のことは、アメリカン・フットボールでは当たり
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前！相手を強くしなければ、競争する意味を持たない」ということでした。この

ような活動の結果、表８のガイドラインの作成を進めたわけでしたが、何と、3
ヶ月程度の取り組みで、

日本で 10年以上かけて

育ててきた現場管理者

と、ほぼ、同等の力量を

持つ現場管理者の育成

が図れました。なお、そ

の後、筆者は今のよう

な企業支援の仕事をさ

せていただいています

が、現場管理者育成対

策の要請をお受けする

と、同じような成果の

連続を続けてました。

【映像】間接業務の効率化対策

https://www.youtube.com/watch?v=MG7p5G91zso&feature=youtu.be

おわりに

書中にも記載しましたが、現場管理という仕事は目にとらえにくい対象です。

本書は、筆者が多くの企業で実践してきた現場管理者の強化育成内容を”技“と

いう形でまとめましたが、この書が多くの製造現場管理者の皆様の管理技術向

上にお使に立つことを願う次第です。

                        令和・元年 12月吉日

                   QCD革新研究所 所長 中村 茂弘

著者紹介

表８ 現場管理者の１日の仕事（ガイドライン）
７：３０ 出社 現場 ①夜勤の作業状況把握 ②連絡簿の内容把握

現状把握 ③上司、工程担当と打ち合わせ

７：５５ 朝礼準備 現場 ①ラジオ体操前、勤休確認、健康状態確認

朝礼 ②始業前簡単な指示、 ③ ３分間朝礼

８：１０ 現場視察 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）
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