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あらゆる企業が押さえておきたい

トヨタのTPS(トヨタ生産方式)と
現場発想の原点
　アフターコロナが見え始めた2021年12月だったが、年越しでは新たにオ

ミクロン株が世界中で猛威を揮っている。上向きの景気はふたたび矢印を

下げた。

　この２年間は業界によってその明暗が大きく分かれた期間でもある。

　2020年はコロナの行方が見えなかったこともあり、消費の抑制やサプラ

イチェーンの寸断などで企業の売上は軒並み落ちた。だが21年に入ると消

費が復調し、自動車などが売れ始めた。ただ急激なニーズの拡大で、コロ

ナ前から逼迫していた半導体がいよいよ生産が追いつかなくなり、あらゆ

るものづくり産業がダメージを受けている。そのなかでさすがと思われる

数字を残したのがグローバル自動車メーカーの「トヨタ」である。

　なぜトヨタは強いのか─。そこには祖業である豊田織機以来の人（に

んべん）のものづくり哲学が脈々と続いているからだ。

コロナ禍でも営業利益
2.８兆円を叩き出す
ものづくりグローバル企業が
経営学者を魅了する

　トヨタ自動車は、2021年11月に
22年３月期の予想値を出した。そ
れによると、売上がコロナ前の30
兆円まで回復、営業利益が２兆
8000億円、純利益は２兆4900億円
と堂々たる数字を刻んでいる。

　しかもコロナ禍にありながらト
ヨタは自社の経営環境を守るだ
けでなく、国内外の他業界にTPS
（Toyota Production System=ト
ヨタ生産方式）を伝授し、その生
産性を数倍数十倍に引き上げてい
る。CMなどでその様子を目にした
人もいるかもしれない。特段最新
のITシステムを導入するわけでも
なく、手作りのトヨタ式カイゼン
を取り入れるだけでまるで魔法の

ように生産性が上がっていく様に
は、驚かされた人も多いだろう。
　新型コロナ感染症が広がる前か
ら日本企業の生産性向上は大きな
テーマとなってきた。国や専門家
が指摘するのは、「デジタル化、
IoT化が遅れている」「DXが進ま
ない」ことなどだが、トヨタのカ
イゼンを見るまでもなくDXやIoT
化が進まないことだけがその理由
とはならないだろう。
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　TPSがもっとさまざまな企業に
取り入れられれば、日本企業の生
産性はもっと高まるはずだ。
　TPSは国内だけでなく、世界の
生産のお手本となっている。企業
はもちろん、アカデミアの世界で
も注目の的だ。トヨタは世界中の
大学の経営学部やマネジメント
コースで取り上げられており、大
学教員や研究者のなかには熱心な
ファンも多い。
　ハーバード大学のアナンス・ラ
マン教授もその1人だ。ラマン教授
は、組織のオペレーション研究の
第一人者だが、「オペレーションを
考える上でトヨタは外せない」と
語る。彼はトヨタのすごさは「学
んでも真似できないというところ
にある」と述べる。
　ラマン教授自身、かつてペンシ
ルバニア大学の博士過程の時に、
アメリカのケンタッキーにある工
場を見学して衝撃を受けたと打ち
明ける。大学のテキストを書くた
めに訪れたラマン氏に対して、何
でも包み隠さず現場を見せてくれ
た。「大丈夫ですか？ こんなに見
せて」と問うラマン氏に対して、
案内役のトヨタの人はこう言い
切った。
　「大丈夫です。外側をマネできて
も、マインドはなかなかマネでき
ません。トヨタの社員と同じマイ
ンドを持たなければ、同じような
結果は出せないのです」と。
　実際TPSが世界中に知られるに
つれ、TPSを取り入れる会社は世
界中に広がっていった。ラマン氏
自身がかつて働いたユニリーバと
いう会社もそうだった。
　ある時コンサルタントがやって
来て「これからトヨタ方式の生産
を導入して、生産能力を上げよう」
と言った。

　そして日本と同じように、作業
中不具合があったら作業止める「ア
ンドン」という仕組みや「カンバ
ン」などの仕組みを現場に導入し
た。それだけでなく、トヨタと同
じように同じ作業服や決まった時
間に職場体操をするなどして一体
感を出そうとした。しかしなかな
か生産性は上がらなかった。
　見た目こそトヨタのようになっ
たが、そのマインドが変わってい
なかったためだ。
　決定的に違っていたのは、現場
の従業員の意識だった。トヨタの
場合、現場の従業員一人ひとりが、
自分が行っている作業の意味を考
えていた。常に仕事をより良く、
安全に、楽にするためには一体何
が必要か。何が問題で、どこをど
のように変えていけばいいのかと
いう意識が、一人ひとりに備わっ
ていたのだ。
　それは大量生産で世界をリード
した自動車メーカーのフォードに
もない発想だった。

大戦後の焦土から
3年でフォードを超える
生産性に挑んだ大野耐一

　「3年でアメリカのフォードを超
える工場を作れ」。
　第二次世界大戦で敗戦した日本
の地で、トヨタの創業者豊田喜一
郎は取締役で後に社長となる息子
の英二にこう命じた。それは無謀
にも近い命令だった。
　確かに戦勝国で自動車大国の
フォードをはじめ、GM、クライ
スラーというアメリカのBIG ３が
やってきたら日本の自動車会社は
たちまち潰れてしまう——。それ
は当時の日本においては自動車会
社の共通した認識だった。

　日本がまだアメリカの占領下時
代だった1949年、「金融界の法皇」
とも呼ばれた当時の日銀総裁だっ
た一万田尚登（いちまだひさと）も、
「これからは国際分業の時代。ア
メリカの乗用車とは競争できない
から、日本はトラックだけをつくっ
ていればいい」と言い、「米国の乗
用車と競争するのは困難」と断じ
ていたほどだったのだ。
　そこに挑んだのが、トヨタの生
産方式を体系化し、カイゼンとい
う考えを世界中のものづくりのス
タンダードにした大野耐一だった。
大野はもともとトヨタの祖業であ
る豊田自動織機で働いていた。
　大野は豊田自動織機の創業者で
稀代の発明王、豊田佐吉の言動を
間近で見てきた。佐吉は、世界最
高レベルの織機を発明した男とし
て世界中の繊維産業関係者から一
目置かれていた人物だった。

世界最高の生産性を持つ
織機を開発した発明王
豊田佐吉

　戦前から戦後の高度成長期にか
け、日本の繊維産業は世界でもトッ
プクラスの生産性を誇っていた。
もともと繊維産業は産業革命のイ
ギリスで一気に花を開き、世界を
席巻していたが、その自動織機の
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技術を駆逐し、世界トップレベル
の自動織機を作り上げたのが豊田
佐吉だった。
　佐吉が開発したG型織機は、性
能と経済性で世界ナンバーワン機
と評価され、佐吉がかつてイギリ
スまで飛び、教えを受けた織機の
トップ企業「プラットブラザース」
社からも「特許を譲ってほしい」
とまで言われたほど、優秀な機械
だった。
　とくにヨーロッパが第一次世界
大戦に巻き込まれると、イギリス
全体の産業が軍需産業に傾斜して
いったため、相対的に日本の紡績、
織布業の地位が上がっていき、豊
田織機の事業は拡大していったの
である。
　当時、世界中の自動織機トップ
企業のテーマは、「いかに大量に商
品を織り上げる」ことだった。そ
のためイギリスの織機メーカーは
いかに機械のスピードを上げるか
に力を注いでいた。
　それに対し佐吉は、やみくもに
スピードを上げるのではなく、不
良品をなくすことに注目した。不
良品が出れば廃棄しなくてはなら
ないし、せっかく働いた従業員も
徒労感に襲われる。また不良品
が知らないうちに販売されてマー
ケットに出ていけば消費者も怒る
し、会社の信用も落ちると佐吉は
考えたのだった。
　そこで佐吉が考えたのは、不良
品が出た時に、「いかにすぐに止め
られるか」ということだった。思
案した挙げ句、佐吉が開発したの
が自動停止装置だった。人間が監
視していなくても、機械自体が不
具合を感知して自動運転をしてい
れば、不良品はできないというの
が佐吉の考え方であった。
　この考え方は後もトヨタ式の自

動化、すなわち動に“にんべん”に
のついた「自働化」につながって
いく。カイゼンのカリスマ大野耐
一は、のちに自著の中で自働化に
ついてこう説明している。
 「（動ににんべんのついた）自働化
とは機械に人間の知恵を付与する
ことである。豊田式自動織機は縦
糸が切れたり横糸が無くなったり
すると機械は直ちに停止する仕組
みになっている。即ち機械に善し
悪しの判断をさせる装置がビルド
インされているのである。トヨタ
ではこの考えを機械だけでなく作
業者のいるラインにも拡大してい
る」と。
　さらに佐吉は働く人たちの安全
に気を遣っていた。この時代の織
布工場は、綿ぼこりが舞い、しか
も織機が動く時の騒音にまみれて
いた。
　こうした環境の中でとくに問題
になったのは、結核の流行であっ
た。これは日本だけでなく世界中
の織布工場で問題となっていた。
織布工場の従業員は、杼（ひ）に横
糸を巻いたものを詰め替える作業
がある。その時、糸を杼の小さな
穴に通さなくてはならないのだが、
従業員は糸の穴の入り口に押しこ
むと、反対側から糸を吸い取って
通していた。このため1人結核保菌

者がいると、たちまち工場内に伝
染してしまうのだった。
　佐吉は口で吸い出すことがない
ように、杼にちょっとした切れ込
みを入れた。たったそれだけの改
善だったが、従業員は杼に口をつ
けることなく糸を交換することが
可能となったのだ。この改善は世
界中の織布工場で瞬く間に広がっ
ていった。
　常に現場に立ち、作業者の身に
なってニーズを的確に捉え、わず
かな工夫で劇的な効果、効用を発
揮する。トヨタの改善の原点は、
こうした佐吉の工夫にあったので
ある。
　佐吉の自働化と改善の薫陶を受
けた大野が、トヨタの現場で指導
することで、その生産性を大きく
上げていったことは、当然のこと
だったと言える。
　実は日本の自動車産業のルーツ
を探っていくと、織布 産業から発
展した会社は少なくない。たとえ
ば浜松の紡績機会社から転じたス
ズキ自動車や、日産自動車の前進
会社の1つ富士精密工業は絹織物の
織機製造で知られる会社だ。いず
れも織機製造で得た現場の知恵と
工夫で、世界市場で戦っていった
のが日本の自動車会社の特長と言
える。

「自働化」と
「ジャスト・イン・タイム」

　トヨタのTPSの２本柱と言われ
るのが先述の「自働化」と「ジャ
スト・イン・タイム（Just In Time
＝JIT）」である。
　JITは大野が広めたと言われて
いるが、豊田自動織機の社員であ
り、トヨタ自動車の創業者である
豊田喜一郎自身の思いがその原点
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にあった。喜一郎自身が現場の工
程の無駄を苦々しく思っていたか
らだ。
　喜一郎は東京帝国大学の工学部
と法学部を卒業した俊英で、豊田
自動織機入社後は、自動織機の改
良を担当していた。
　しかし、来るべきモータリゼー
ションのうねりを予感した喜一郎
は、1930年に自動車開発に自ら
乗り出す。日本では同時期に日産
やいすゞなども自動車製造に取り
組み始めたが、２社が欧米のノッ
クダウンと呼ばれる現地生産から
入ったのに対し、喜一郎は最初か
らエンジン、足回り部品などすべ
てを自社でつくろうとしていた。
それは当時の日本の工業力からす
ると無謀に等しいことだった。周
囲の不安や疑念をよそに、喜一郎
は実際にシボレーを購入してきて
分解し、原寸大でスケッチをして
いたという。なんともベンチャー
スピリッツにあふれる挑戦だった。
　その喜一郎が自動車生産部門を
作り、自動車生産工場を起ち上げ
たのが1933年。しかしその現場は
明らかに織機工場より非効率なも
のだった。
　「織機製造よりも遅れている」と
嘆いたと言われている。
　親会社である豊田自動織機の当
時の現場では、中間生産物を倉庫
に入れておくということはほとん
どしなかった。しかし生まれたて
のトヨタの工場では、例えば前の
工程で作った部品はすぐにライン
には回さずに一旦中間倉庫に入れ
た。理由はある程度の個数が揃わ
なければ、次の段階にあるユニッ
ト部品の組み付けが始められない
からだ。よって前工程で作られた
部品は次工程が始まるまで一旦倉
庫に入れるしかなかった。そのた

めの倉庫スペースが必要となり、
また出し入れをするための時間も
無駄になった。人が往来すればそ
の人件費も馬鹿にならない。
　もう一つ倉庫に物を置かないこ
とのメリットは、部品の盗品防止
にあった。とくに終戦直後は純正
部品はよく倉庫から盗まれた。盗
まれた部品は街中で高く売れた。
部品は金網を張り、鍵をかけても
盗まれた。だから究極の選択は盗
まれるような部品の在庫を置かな
いことだったのだ。
　そこで喜一郎は、それまでの刈
谷工場で行っていた「ロット生産」
を止め、「流れ生産」を実現する新
しい工場を挙母市、今の愛知県豊
田市に造成する。この方法のメリッ
トは中間在庫を持たずに済むこと
に加えて、予定分が全て製造でき
れば、その段階で従業員が帰って
もいいという、非常にフレキシブ
ルで生産ができることだった。従
業員が早く帰ることができれば、
人件費や光熱費もかからずに済む。
　喜一郎は流れ生産化を実現する
ために、ベルトコンベアーを採用
した。だが流れ生産となればすべ
ての部品が必要な数だけ、必要な
時に用意されなければならない。
部品が足りなくてもいけないし、
逆に多すぎても困る。その前提条
件がそろえば、無駄なくスムーズ
にラインは流れ、的確な量の商品
が生産できるようになる。つまり
中間在庫を持たないことは作りす
ぎや、それに伴う保管コスト、時
間のムダを省き、究極の生産性に
近づけることができるのである。
喜一郎の考えがジャスト・イン・
タイムにたどり着くのはある種当
然だった。
　もちろんその道のりは長いもの
だった。

トヨタのTPSのヒントは、
ライバル織機メーカー、
日紡の考え方にもあった

　スムーズな流れ生産を実現する
には、さまざまな現場の改善、特
にそこで働く人たちのマインドを
変えることが必要だった。喜一郎
はその現場の改善を大野耐一に託
したのである。
　豊田自動織機の社員である大野
は、ある意味、喜一郎より合理的
だった。豊田自動織機という会社
の生産性の弱点を知っていたから
である。
　豊田佐吉が考え出した自動織機
は世界最高のものだったが、会社
全体の生産性は当時のライバル会
社であった日紡に遅れをとってい
た。大野はそ
の違いをつぶ
さに比較して
いた。
　たとえば工
場レイアウト
は、豊田織機
が工程別に別
棟の建屋にし
ているところ
を、日紡では建屋を１本化して一
貫生産していた。また糸の運搬で
は豊田の場合は大ロットでトロッ
コで運んでいたが、日紡では小ロッ
トで女性が運んでいた。そのほう
が人件費が安かったのだ。
　熟練者の起用方法についても、
豊田の場合は新人が糸切れを直し
て、ベテランが台持ちと言われる
機械の監視をしていた。これに対
して日紡では、新人が台持ちをし
てベテランが主に糸切れを直して
いた。
　品質管理については、豊田は熟
練に頼って、その後の工程を重視
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していたが、日紡は、前工程で丈
夫な糸を作れば後工程での糸つな
ぎは要らないという発想で行って
いた。
　大野はこの日紡の発想をトヨタ
の生産工程に積極的に取り入れた。
すなわち前工程でしっかり作り込
むこと。ベテランの技に頼らず新
人でもできるような標準作業を組
むことだった。

アメリカの
スーパーマーケットから
生まれたカンバン方式

　トヨタ自動車に転籍してきた大
野がまず見た光景は、バラバラに
動く工場従業員の姿であった。
  「ある者は忙しく動き、その隣の
者はやることがないから研磨に使
うバイトを研いでいたりする。余っ
た部品はラインのそばに積み上げ
て置いていたり……」
　最初の頃は、そのムダの多さに
シビレを切らして、大野自身が若
手の従業員と一緒に前工程の現場
に乗り込んで作ったこともあった。
当然前の工程の人間にとっては迷
惑このうえなく、とくに年上の熟
練工にはふてぶてしい人間に思わ
れたに違いない。ただ大野はこう
でもしなければ、流れ生産は根付
かないと考えていた。
　しかしこうした発想と行動が、
後の「カンバン方式」に繫がって
いく。カンバン方式は、トヨタ生
産方式を表現する代表的な考え方
の１つである。
　そのカンバン方式の原点は、大
野の学生時代の友人が、戦後アメ
リカ旅行で撮影したビデオフィル
ムにあった。友人から「アメリカ
で撮影した映像の試写会をするか
ら」と呼ばれた席で、スーパーマー

ケットの映像に大野は釘付けとな
る。巨大な店舗の中に置かれた商
品を客が次々とかごに入れ、自ら
レジに持っていき、会計をする姿
に魅入った。

「ここは何という場所だ？」と大野。
「ここはスーパーマーケットという
んだ。自分で必要なものだけを買
いに行くんだ。店員に品物をくれ
というんじゃない。黙って持って
きて金を払ってくればいいんだ」
と友人。
　この「必要なものだけを取りに
来る」という発想にカンバンの原
点が兆す。
　つまりスーパーマーケットの客
と同じように、後の工程の人が必
要な部品を前工程に取りに行くの
だ。すぐさま大野は工場でこれを
実践してみた。しかし頭ではそう
理解していても、そもそも手元に
部品がないと充分揃うのかと作業
者は不安となる。そこで大野が考
えたのがカンバン方式だった。
　できあがった部品に数量を書い
た看板をつけておいたのだ。そし
て後工程の人間が取りに来た時、
その看板を外す。そして前の工程
ではその外された看板を確認し、
同じ分量だけ部品をつくるのだ。
看板はいわば後工程からの指示票
だ。

　トヨタには「次の工程はお客さ
ま」という言葉がある。これはま
さにスーパーマーケットの発想で、
また次工程の先にお客さまにたど
り着くという考え方でもある。
　このカンバン方式によってTPS
は、ジャスト・イン・タイムに大
きく前進することになる。ちなみ
にこのカンバン方式は、当初違う
呼び名を想定していたが、取材に
来た記者たちがカンバン方式と呼
ぶようになって、一人歩きしていっ
たのだと大野は証言している。
　そのままにしたのは、「アメリカ
の自動車会社に真似されるといけ
ないから外部の人間にイメージが
わかないような名前をつけた。そ
れが看板だ」とのこと。

１人の熟練工より、
たくさんの機械を動かせる
標準的多能工

　現在自動車メーカーのみならず
多くの工場で見られる「多能工シ
ステム」も、大野が手がけた代表
的なカイゼンだと言われている。
　これは1人の作業者が複数の機
械を操作できるようにすることだ。
当時は習熟した職人と呼ばれる人
たちが、1つの機械を担当していた。
しかし自動織機時代に「多台持ち」
と言われる光景を目にしていた大
野にとっては、非常にもったいな
い人の使い方だと思っていたよう
だ。
　大野は、ある日熟練の旋盤工に
こう提案する。
  「どうだろう。旋盤だけではなく
ボール盤フライス盤の 操作も覚え
たらいんじゃないかな」と。
  「ボール盤？ あんな穴を開けるだ
けの機械は女子供がやることだ。
旋盤の仕事は玄人の仕事、職人の
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仕事。一度旋盤をやった人間はボー
ル盤には戻りません」
  「いやそんなものかな。今言っ
た女子供の話だが、紡績の現場で
は１人で20台の機械を持つのが
当たり前だ。それなのに男で玄人
が機械１台に張り付いているのは
ちょっと情けない」
　そう言われると職人のほうもこ
う言うしかない。
  「いや俺だってできますよ！」
　こうして大野は現場の職人を一
人ひとり多能工に変えていった。

作業者がラインを
止めたい時に止められる
「アンドン」システム

　流れ生産を実現するためには、
どこかの工程が遅れることなくス
ムーズに組み立てられるのが理想
だ。当然そのスピードが速いほう
が早く商品が生まれる。
　そのためには標準時間という指
標が必要となる。標準時間の発想
はフォードにあった。しかしフォー
ドの場合は、熟練工が標準だった。
しかし大野はこれに異論を持って
いた。
  「熟練工の作業時間を標準にした
ら、全体にコンベヤーのスピード
を上げなければいけない。それで
はだめだ。標準作業とは誰もが慣
れるスピードでなければいかん」
　TPSでは作業時間は全体の生産
量で決まってくるが、その基準は
新しく来た人でも作業ができるス
ピードになっている。
　またラインは、従来できるだけ
止めないことがよしとされた。実
際アメリカのフォードでは何が
あっても作業者が止めてはならず、
その権限は管理者に委ねられてい
た。さらにラインを止めてしまう

とそこに負荷がかかり、例えばブ
レーキシューが焼き付いてしまう
ことがある。
　だが大野は、ライン上で不具合
が見つかった時には、現場の作業
者が止められるようにした。それ
が「アンドン」というシステムで
ある。
　何か不具合が発覚した時、ライ
ンの横にある紐を手で押し下げる
と、アンドンに黄色いランプが付
く。するとランプを見ていた班長
や組長などの管理者が飛んできて
現場作業を手伝うのだ。不具合を
解決してもう一度紐を引くと黄色
のランプが消え、通常の状態に戻
る。しかし手伝う人間が間に合わ
なかったり、不具合が直らない場
合は停止位置でラインが止まり、
ランプが赤に変 わる。赤に変わっ
たら班長、組長も参加して不具合
の原因を探る。
　トヨタでは何が原因かを究明し、
対策を立てられるまではラインを
動かさないことが鉄則だ。これは
製品の量よりも不良品を出さない
ことを優先した佐吉の考えが応用
されている。トヨタの自働化とい
う考え方を示す仕組みとして知ら
れている。
　しかし大野の考えはもっとシン
プルだった。
  「アンドンはエンジンの組み立て
工程から導入しました。エンジン
は丈が長かったので、監督者の見
通しがきかなかった。作業者が多
工程も持つようになってからは、ト
イレに行きたくなっても機械をたく
さん持ってるので、代わりの人間
を探しに行く暇がなくなったので
す。だからアンドンを点け、いざと
いうときに組長が来てくれるように
して、『俺は今からトイレに行って
来る』と合図をさせたのです」

ランプを点けた作業者に
「呼んでくれてありがとう」と
上司が言う

　このアンドンと同じように、作
業の進捗状況やトラブルを知らせ
る仕組みは、今やどこの工場にも
ある。
　しかし、その意味を理解して使っ
ているメーカーや 監督者はどれほ
どいるかは疑問だ。
　トヨタが違うのは、黄色のランプ
が点いたらその作業者に監督者が
「ありがとう」ということだ。大野



５つの

S

整理

しつけ

清潔 清掃

整頓

7

はアンドンを導入した時、監督者
たちに「（ランプが点いたら）どん
な時でも“ありがとう”と言え」と
言った。
　この上長の言葉がけが浸透して
からは、止めることに躊躇してい
た作業者たちも安心してアンドン
んを引くようになったと言う。たと
えそれがトイレではなく、実際に
トラブルが起こり、それが作業者
のミスであったとしても、監督者
は「呼んでくれてありがとう」と
言うのだ。
　それは今でも変わらない。作業
が遅れたりミスが出たりしたとき
に作業者は躊躇なく、アンドンを
引き、監督者を呼ぶ。すると「よ
く呼んでくれた、ありがとう」と
必ず言うのだ。
　それは海外でも同じで、アメリ
カの工場で黄色いランプがつくと
上司が「サンキュー」と言っている。
　仕組みをつくっただけでなく、
その意味と本質を理解させてク
リエイティブで魅力ある職場をつ
くっていく。こうした取り組みの
一つひとつが世界の名だたるマ
ネジメント研究者たちをトヨタ生
産方式＝TPSに惹き付ける理由と
なっているのだ。
　TPSの書物は世の中に数えきれ
ないほどある。その全てを紹介す
ることはできないが、その原点と
なる仕事哲学と、世界中に広まっ
たカイゼンの“いろは”を最後に紹
介しておこう。

トヨタが大事にしている
仕事の哲学

１ 一人ひとりがリーダーになる
　トヨタには、スティーブ・ジョ
ブズやビルゲイツ、孫正義などの
世間で言われるところのカリスマ

と呼ばれるような人はいない。し
かし現場にはカリスマと言われる
主役級の人材が沢山生まれている
そうだ。
　それは誰もがリーダーの自覚を
持って仕事をするからだ。トヨタ
ではそれを仕組みとして生み出し
ている。具体的には、「５S：整理・
整頓・清掃・清潔・しつけ」「改善」
「問題解決」などの手法だ。トヨ
タの社員が新人からこれらの 段階
を経て、現場のリーダー、その上
のリーダーを育てるしくみを構築
しているのだ。

２ 2つ上の目線で見る
　何かを考える時は、直属の上司
の目線に立つのではなく、2つ上の
上司の目で見るということだ。工
場の場合、上司が班長であれば、
その上の組長の目線。
　事務職では一般社員が課長の目
線で考えるということだ。課長の
目線に立つことで、その部署の将
来がどうあるべきか。自分の同僚
や部下の幹部候補生をどのように
育てていくべきなのか。そういう
目線を持つことになる。
　２つ上の目線で見ることは仕事
の改善を進める上でも役に立つ。
　等身大の視点で考えると「もう
改善することなんてない」と思っ
ていても、2つ上の視点に立てば改
善するポイントがまた見えてくる。

同様に社内だけでなくお客様と接
する時も、自分たちの上の視点を
持てるかどうかで仕事の成果も大
きく変わってくる。よく商売では
「お客様と同じ目線を持ちなさい」
と言うが、それだけでは十分な満
足度をお客様に与えることができ
ないだろう。お客様よりも2つ上の
目線を持ちながら、お客様と同じ
目線で語りかけていく。この両者
があってはじめてお客様に満足し
てもらえる商品・サービスが提供
できるものなのだ。

３ 給料はお客様から貰っている
　企業のトップや個人事業主など
はこういった意識は最初から持っ
ているだろうが、組織の中の人間
だと、たとえ理解していたとして
も行動に反映することは難しいと
思われる。
　トヨタの仕事には、「仕事にお
ける５大任務」というものがある。
それは—

１.  安全で働きやすい職場を作る
（安全）

２.  不良品を作らない（品質）
３.  短い時間で必要数を納期通り

に作る（生産性）
４.  できるだけ安くつくる（原価）
５.  優秀な人材を育成し定着させ

る（人材育成）

　言われてみれば当たり前のこと
だが、給料はどこから出てくると
いうことを認識していれば、この
５大任務の理解がより深いものに
なる。

４ 「動く」ではなく「働く」
　大して価値もない作業をして「忙
しい忙しい」と言っている人は少
なくない。特にパソコンなどと向
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き合ってるとそういった作業が多
くなっているかもしれない。ある
いは生産現場や倉庫などの動きを
見ても、そういったことは無意識
に行われているだろう。
　仮にあなたが家電メーカーの社
員として、量販店に対して営業を
担当しているとしよう。まず売り
場を見に行って自社商品の売れ行
きをチェックする。それからバッ
クヤードに置いてある商品を取り
行って棚に補充する。これはよく
ある作業だ。
　しかし営業担当にとって１番大
切な仕事は、売り場の責任者の時
間を確保し商談することだ。仮に
バックヤードまで片道６分をかけ
て商品を取りに行くのなら、それ
は価値を生まない無駄な時間だ。
その時間を商談に当てたほうが売
り上げにつながる。
　ではどうするか。たとえば一度
売り場に行く前に、事前にバック
ヤードから商品をピックアップし
て補充が必要なものだけ棚に置い
てくる。そうすれば売り場とバッ
クヤードだけ往復する必要はなく
なる。
　自分にとっての１番の仕事は何
か。何をやると価値が生まれるの
か。そう自問自答をしていくことで、
仕事は何倍の効果を生むものだ。

５ 「横にたくさんできる」人になる
　トヨタに「多能工」と「多台持ち」
という2つの考え方が ある。多能
工とは多種類の機械を操作できる
作業者のことで、いざとなったら
自分の担当以外の作業をすること
ができる。多台持ちは、同じ種類
の機械を何台も担当することがで
きる人のこと。
　今は専門的な部分がどんどん分
化して、専門家や スペシャリスト

がもてはやされる時代だが、技術
進化のトレンドが大きく、変化し
やすい時代だ。そういう時に「横
にたくさんできる」というスキル
を持っていれば、たとえ業務に変
化が起きても長く働きやすくなる。
また幅広い知識や視点から他の部
署を巻き込むようなアイデアを出
して率先して実行できる人材は、
会社でも重宝される。
　他人よりも秀でた専門ジャンル
を極めるのは大切だが、同時に会
社の部署を横断するような知識や
業界に関する幅広い知見を身につ
ける、いわゆる「T型人材」とい 
う意識を持つことも重要なのだ。

６ 品質は工程で作り込む
　これは自分の工程で品質を保証
できるまで作り込む、 つまり不良
品が出ないようにすることだ。
　ジャスト・イン・タイムと自働
化の実現のために必須となる考え
方である。最近のIT業界では、多
少の商品に問題があっても、まず
先行して世の中に出して問題が
あった時に修正していくという考
え方が増えているが、車のように
商品が人の生死を左右するような
場合は、このような考え方はでき
ない。もとよりIT業界でも情報漏
洩などの企業そのものを毀損する
ような事態が、昨今多く見受けら
れる。
　自分の工程に責任を持って品質
を保証し、不良を出さないことが
市場での高い評価につながること
は言うまでもない。
　商品の品質は、最終的に検査が
しっかりしていれば不良は出ない
という考えもあるが、検査そのも
のは価値を生まない。出来上がっ
たものの良し悪しを判断し、精度
高く判定できても、検査では製品

そのものの品質は変わらないのだ。
　この考え方はオフィスの仕事で
も当てはまる。上司がいるから、
チェックする人がいるから、誰か
がカバーしてくれるだろうという
考えは、大きなミスの源になる。 
　特に大きな組織でセクションに
壁があるような場合は、お互い責
任のなすりつけ合いに発展する可
能性もある。自分がする仕事の品
質は自分の工程で作り込む。それ
はどのような現場でも当てはまる。

７ 者に聞かずに物に聞く
  「者」とは人のこと。「物」は現場
や商品・製品のことだ。人は何か
失敗した場合、どうしても自己防
衛本能を働かせてしまう。100％正
直なことを上司には言わないもの。
よしんば100％正直であったとして
も、本人がことの重要性を自覚し
てない場合や未熟であった場合は、
問題の原因が分からないこともあ
り得る。
　だからこそ何かあった時は、監
督者は現場に自ら足を運ぶべきな
のだ。
　何かを改善する際も同様だ。
　トヨタでは何か改善すべき無駄
を見つけるために定点観測を行う。
ひとつの場所に立ち続けてじっと
物事の流れを見続けるのだ。
　あるトヨタマンは、大野耐一の
懐刀として知られた鈴村喜久男に
指導を受けたことがあった。鈴村
は工場内にチョークで直径1メート
ルほどの丸を書いて「ここに立っ
て現場を見てみろ。30分動くなよ」
と言われたそう。
　その人は「なぜこんなことをし
なければならないのか」と思った
が、しばらく立っていると、不思
議なことに「あの人は動き回るけ
ど、あの人は動きが悪い」「あの人
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は忙しそうだが肝心な作業をして
いない」「今やらなくてもいい仕事
をしている」というようなことが
見えてきたそう。現場に行って間
近に見ているから分かることがあ
る。あるいは少し離れて俯瞰して
見ることで分かってくることもあ
る。
　それは目だけではなくて特に現
場では、音や匂い、温度、手の感
触など、五感を使って捉えるとよ
りはっきり分かってくる。「通常と
違う何か」を感じた時、それはも
しかしたら大きなトラブルの予兆
かもしれない。
　それはオフィスでも同じだ。彼
はいつもと声の調子が違う。彼女
は目つきが違う。あの先輩は歩き
方が違う。そういった周りの人の
変化を感じ取ることで、いろいろ
な予兆を察知し、次の予防対策が
打てるものなのだ。

８ 人を責めずに仕組みを責める
　とかくトラブルがあると、その
原因の追究として最終責任者を追
及するような風潮がある。しかし
実際はそれに反して日本の社会で
は責任の所在が曖昧になりがちで、
ことが起こるとまるで問題を起こ
す空気があったような謝罪会見や
弁解になりやすい。
　問題が起こった場合、誰がやっ
たかよりもなぜそれが起こったか、
その原因追究、解明が１番重要で
あることは言うまでもない。
　トヨタには問題が起こると問い
かける「なぜなぜ５回」という有
名なフレーズがある。１つのトラ
ブルに対して５段階、原因を問い
続けるのである。ある原因となる
事象が分かった場合、その事象の
原因をまた「なぜ」といって追究
するのだ。これを５回繰り返すと

根本的な原因、真因にたどり着き、
根本的な解決法が生まれるという。

９ 標準を決める
　トヨタに限らず、ものづくりの
現場では「標準」というものさし
を作っている。それは工程の数や
部材の量、品質基準、時間の長さ、
ボルトを締めた時のキツさなどさ
まざまだ。
　よく誤解されるのは、標準とマ
ニュアルだ。経営者のなかには「標
準化してしまうと人間が考えなく
なるから問題だ」と言う人もいる。
　しかし、これはマニュアルと標
準を混同した捉え方だ。マニュア
ルは現場での変更は認められない
が、標準はより良い改善なら変え
ていいのだ。例えば工程で「在庫
は30個まで」が標準になっていた
ら、半分の15で済むようになれば
それは立派な改善であり、標準が
変わったということだ。
　つまり標準はその現場の力、環
境によってどんどん進化させるも
のなのだ。まず職場の現状に合わ
せて標準を作っていくことから始
めてはいかがだろう。

10 楽になるために改善する
　改善というと「何かめんどくさ
い」というイメージを持たれがち
だ。まして今の現状を変えるとな
るととたんに尻が重たくなるもの。
　何がなんでも改善するのではな
い。改善の対象となるのは「ムダ」
「ムラ」「ムリ」の３つ。
　ムダとは、付加価値を高めない
検証・結果のこと。ムラとは、製
品や部品の生産計画と生産量が一
致せず、一時的に増減すること。
仕事のばらつきが生まれ、効率的
な生産ができないことだ。
　ムリとは、心身に過度の負担が
かかることや、機械 や設備におい
てはその能力に対して過度の負担
をかけることだ。つまり改善は何
のためにするかというと人が楽を
するために行うものだということ
だ。
　例えばオフィスのレイアウトを
工夫し動線を変えるだけでも、い
ろいろな作業の時間短縮ができる。
たとえそれが１日３分４分の短縮
になったとしても、１年間で換算
すればものすごい量の時間となる
はずだ。
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■「横にたくさんできる」人になる
■ 人を責めずに仕組みを責める
■ 標準を決める
■ 改善の対象は「ムダ」「ムラ」「ムリ」の３つ
■ TPS を異業種に展開。日本の生産性を高めるトヨタ

POINT

●『トヨタ物語』野地秩嘉［日経 BP］●『ト
ヨタ仕事の大全』㈱ OJT ソリューションズ

［中経出版］●「ダイヤモンド ONLINE」
●「日保経済新聞社サイト」●トヨタ自動
車公式サイト ほか

参考

　その生まれた時間を、早く帰っ
て趣味の時間や家族 との時間に使
うのもいい。新しい作業時間にし
てもいいし、何かクリエイティブ
なことを考える時間に充ててもい
いだろう。改善を行うことで生ま
れてくる時間や、取り除かれた心
身の負荷は、職場の一人ひとりを

楽にし、より楽しい人間関係を作
り出すはずだ。

　いかがだろう。グローバル企業、
トヨタの凄さ、魅力を多少なりと
もご理解いただけだろうか。トヨ
タ生産方式は、業界を超えて学べ
るところが実にたくさんある。そ
れは製造業だけにとどまらない。
　トヨタは2011年の東日本大震災
以降、宮城県にあるトヨタ東日本
を中心に、TPSを他の製造業や産
業に伝授している。同じ製造業で
も洋菓子メーカーであったり、農
業法人や水産加工業、サービス業
でも請われれば、社員を派遣し、

TPSの理論から実践まで丁寧に教
えている。東北ではトヨタのTPS
の指導を受けた企業は2021年４月
で119社を数え、いずれも現場の
生産性を劇的に変えている。
　トヨタの強さは産業界の壁、国
境の壁を軽く超えるのである。■


