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Point
❶	 	「現場と経営の両面からのカイゼン」をテーマにロシアの四つの都市でセミナーをおこなった。
❷	 	２回連載の今回は、経営改革としての事例「日産を復活させたゴーン氏の戦略」を中心に報告する。
❸	 	次回はセミナー受講者からの質問や実務課題を通じて、ロシアビジネスの現状を浮き彫りにする。

ロシア 4都市“カイゼン”セミナー　
実施レポート（その1）
—いまそこにある資源を活用する—

アエロフロート・ロシア航空に初めて乗った、
というより、ロシアの地が初めてだ。筆者奥海は、
日産・ルノー勤務時代は欧米に赴任経験もあり、
海外事業所への技術支援、子会社の海外進出を支
援するなどで、たくさんの国々に行ったが、ロシ
アは今回が初めてになった。

ロシアに行くことになったのは、日産時代のあ
る先輩からの電話である。
「ロシア講演の依頼を受けたが、仕事が入って

いるから行かれない、代わってくれ」
この先輩は、奥海がルノーに在籍したときにも

パリで大変お世話になった人。「講演のテーマは『カ
イゼン』だ。依頼人を紹介するから詳しいことは
そこで聞いてくれ」という。

私はなんでも前向きに考える方なので、「はい、
分かりました」といって電話を切った。

セミナーの依頼主は、国際社会貢献センター 1

（NPO 法人）。

株式会社ロゴ 代表取締役社長
津曲 公二（つまがり こうじ）
2003 年より現職。日産自動車にて鋳造工場エンジニアを皮切りに、パワートレイン商品企
画など多くのプロジェクトに参画。「CCPM/6 つのモジュール ®」を開発。著書：『仕事は半
分の時間で終わる！』（2013 年　ダイヤモンド社）、『改訂版	実践！プロジェクトマネジメ
ント』（2008 年	PHP研究所）など、著書多数。

株式会社ロゴ 副社長
奥海 邦昭（おくみ くにあき）
2014 年より現職。日産自動車、座間工場、栃木工場にて車両組立エンジニア・製造課長を
経て、本社生産技術部。米国日産赴任、技術と品質担当のDirector。カルロス・ゴーン社長
のもとでルノー社との活動で製造と物流パイロット、フランス赴任。帰国後、人事担当キャ
リア・コーチ、ハイポテンシャル人材の育成に当たる。

1    国際社会貢献センター：商社など貿易に関する企業・団体を会員とする社団法人日本貿易会が、民間レベルでの支援・交流活動
を通じ国内外での社会貢献に寄与することを目的に設立。
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今回のセミナーを体験したことによって、ロシ
アの受講者（マネジャークラス）が取り組んでい
る課題を知ることができた。今後のビジネスをロ
シアと進めるときの参考になるものと考えレポー
トする。

1．“カイゼン” セミナーの骨子
セミナーは、2015 年 3 月 9 日〜22 日の 14 日間、

4 都市各 2 日間、現地の日本センター 2 が受講者
を選抜している。

開催地の 4 都市とは、ニジニ・ノヴゴロド、イ
ジェフスク、クラスノダール、サンクトペテルブ
ルク（実施地順）。

依頼テーマは「生産および経営の立場からの改
善」。事例には、日産自動車（株）（以下、日産）
はどのようにして復活したか（Nissan Revival 
Plan）を紹介してほしいとの要請。私たちは一方
通行を避けたかったから、ワークショップスタイ
ルにした。

第 1 部　  事例紹介編；日産の復活は、何をどの
ように実行して成果を挙げたか

　①  日産の復活；ゴーン社長のやったこと、や
らなかったこと

第 2 部　  技法編；経営改革、事業改革、現場カ
イゼン、（人材育成の同時進行）

　②  カイゼンの本質；トゥリーズ（TRIZ：後述）
はカイゼンの宝庫、資源は埋蔵されている

　③  サクセスマップ法；成果物（ゴール）を想
像する、全体像を見えるようにする

第 3 部　  演習編；受講者の課題提供によるグ
ループ討議と発表

　④  カイゼンの正しい進め方；実務演習、資源
を発見する、サクセスマップをつくる

（チーム討議と発表）

セミナー進行に当たっては、日産復活の事例紹
介は奥海が担当し、カイゼンの技法説明と実務演
習は津曲が担当した。

筆者奥海は、工場での現場改善の経験を持ち、

2    日本センター：日本国政府は、1994 年以降、ロシアの市場経済改革支援の一環としてロシア連邦内 6 カ所、ハバロフスク、ウラ
ジオストク、サハリン、モスクワ国立大学内、サンクトペテルブルク、ニジニ・ノヴゴロドに設置されている。（外務省のホー
ムページより抜粋編集）

写真 1　  クラスノダールでのセミナー風景 
（「改善」と大きな字が見える）

出所：	筆者撮影

サンクト
ペテルブルク

クラスノダール

ニジニ・ノヴゴロド

イジェフスク

図表　4 都市の地図

出所：	筆者作成

ロシア 4 都市 “カイゼン” セミナー　実施レポート（その 1）
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ゴーン社長のもとで日産の復活を実現させた活動、
経営改革（リバイバルプラン）の実行を経験して
いる。また、日産とルノー社との二社間を連携機
能させる活動にも携わった。

筆者津曲は、日産勤務の後に、プロジェクトマ
ネジメントの技法を研究し、ビジネスの現場で役
立つプロジェクトマネジメント（PM）の方法論 3

を開発した。

以下は、依頼主からのテーマ「生産および経営
の立場からの改善」をもとに、私たちが実施した
セミナー内容と開催地での状況である。

2．日産復活の事例紹介
（1）ロシアのカイゼン専門家

モスクワの南 1,540km のクラスノダールは、黒
海沿岸の前回の冬季オリンピックが開催されたソ
チに近い。

クラスノダールに移動するためいったんモスク
ワに立ち寄り、モスクワ大学内にある日本セン
ターで打ち合わせをした。その際、スタッフは日
本人がめったに行かないところを案内してくれ
た。同大学の食堂、近くのスーパーマーケット。
さらにクレムリンも回った。

それにしても、どこへ行ってもプーチングッズ
が目につく。プーチンの写真がゴルゴ 13 ばりに
T シャツにプリントされている。熊と戦っている
写真もある。なかには「クリミアは私のものだ」
と書いてある写真もあった。日本人から見ると、
あんなことプーチンひとりの意図ではやれないだ
ろう、と思っていたが、実際にはモスクワではか
なりの人がグッズを買っているところをみると、
プーチンは人気があるように思われた。

もっとも、私たちの滞在中に、日本の元首相が
ロシアを訪問したが、そのニュースは報道されて
いたものの、さすがにプーチンは会わなかったよ
うだ。

クラスノダール会場
受講者は 40 名ほど。冒頭の写真のように最初

からチームごとに編成されている。地域を統括し
ているオーリガ女性社長の意気込みがすごい。典
型的なカイゼン屋で、彼女の名刺には「NPO ク
ラスノダール地方における日本センター「改善」」
と書かれており、セミナー会場にも漢字で「改善」
と大きな字で書いた幕があった（写真 1 参照）。

オーリガさんのあいさつの後、モスクワから同
行した日本センターの浜野ディレクターと通訳の
セミョーノフさんの紹介がありセミナーはスター
トした。

今回 3 名の通訳にお世話になったが、セミョー
ノフさんも素晴らしい日本語能力の持ち主。津曲
が「ここは名詞形で書きます」と説明すると彼は、

「体言止め」のことですね、と念を押す。これはロ
シア語にはない言葉のようで、うまく訳してくれ
たようだ。

　
一通り説明した後、質問を受け付けた。毎回ど

の地でもいろいろな質問が出たが、この会場でも
活発に出された。セミナーの説明をよく理解した
上で質問してくれる。「系列企業」ということばは
あまり知らないようで、日本には多いがゴーンさ
んはこれを廃止して新たな関係をつくった、など
と答えた。

また、ゴーンさんは日産を再生させるに当たっ
て社員を解雇しなかったことを話すと、驚きを
もって伝わった。

その他、デザインスタンダードタイム（設計構
造に基づき設定した製造の作業時間）が、実際の
製造ラインでもそのタイムで実行されるように現
場でカイゼンすること、そのことの重要性に興味
が持たれたし、また納得もされた。

オーリガ社長は、名刺に「改善」と書いている
ように根っからの「カイゼン屋さん」。もっと詳し

3  （株）ロゴが独自に開発した「クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント（CCPM/6 つのモジュール ®）」
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いカイゼン実例を聞きたかったのかもしれない。
私たちもいざというときのために、日産横浜工場
が『大野耐一特別賞』4 を得るために奮闘した実
例を用意していたが、残念ながら時間がとれな
かった。

講演終了後、オーリガ社長から食事招待があっ
た。案内されたのは郊外の民家風の家で、コサッ
ク軍の関係の絵やコサック軍の衣装もある。豪華
な料理とウオツカに満足してホテルに向かった。

もともとクラスノダール市は歴史的な町 5 だ。
歴史的な重みを持った人々が、今は日本の「カイ
ゼン」に夢中なのである。カイゼン先進国の日本
に引かれるというのも歴史のヒトコマかもしれ 
ない。

（2）ゴーン社長のやったこと、やらなかったこと
モスクワのシェレメーチエヴォ国際空港から飛

行機で 1 時間半のニジニ・ノヴゴロド。飛行場に
着いたのは午前 1 時前、日本センターの日本人
ディレクターが来てくれていたが、タクシーのト
ランクは運転手の荷物で満杯。私たちは大きなト
ランクを抱えたまま何とかホテルに到着した。明
日、というより今日の朝 9 時に迎えに来ると 
いう。

その日、あわただしく朝食をとって会場に行
く。予定の 10 時前には 40 名位の受講者はすでに
そろっている。通訳の女性とも挨拶。資料もキチ
ンとファイルされていた。素晴らしい。いよいよ
スタート。

①ゴーン社長がやったこと

日産のプロファイルと海外子会社を紹介し、今
回は自動車の話ですが他の業界にも参考になるの
ではないかと思う、と切り出した。

ゴーン氏が日産で行った五つの改革項目（日本
ではよく知られている）は、その背景に何があっ
たか、を中心に説明した。

つまり、社長に就任してすぐに、数百人の部課
長と直接面談して日産の強みと問題点を把握し
た。そして彼は宣言した。

・組織一人一人の力を出さなければ失敗する
・  日産が弱いのは外部環境によるのではなく、

内部環境が問題だった
・  日産の強みは豊富な人材が数多く存在してい

る

これらのことから、日産リバイバルプランで、
経営の黒字化、負債の返済、売上高利益率の確保、
この三つの目標を数値で示し、その一つでも達成
できなければ日産を去ると宣言したこと、このこ
とは社内だけでなく日本の産業界にも大きな関心
を呼び起こした、と話した。

②ゴーン社長がやらなかったこと

ゴーン氏はもともとコストカッターといわれて
いたが、日本文化の優れているところや日産が過
去から積み上げてきたよい企業文化などの特徴を

4    『大野耐一特別賞』：製造現場の係長、工長、主任、作業長、ラインリーダーなどによる職場改革活動を活性化するために、日本
能率協会が 2007 年に創設した賞。

5    歴史的な町：当時エカテリノダールと呼ばれたクラスノダールは、19 世紀前半にはクバーニ・コサック軍の政治・経済の中心地
として発展を遂げていた。19 世紀後半に鉄道が開通してから町は大きくなり、ロシア南部の交易中心都市のひとつとなった。

写真 2　ニジニ・ノヴゴロドでのセミナー風景

出所：	筆者撮影

ロシア 4 都市 “カイゼン” セミナー　実施レポート（その 1）
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認めていたから、やらなかったことがある。それ
は、

・  村山工場を閉鎖したが、従業員を他の工場へ
異動させ解雇はしなかった

・  日産の労働組合を無視しなかった（むしろ積
極的に対話をした。組合は協力的な活動をし
た）

・  日産伝統の野球部を廃止しなかった（従業員
の野球部に対する誇りを尊重した）

これらの話は、受講者にはどれも驚きだったよ
うだ。

③日産のカイゼン 4 種類

メインテーマである日産で行ったカイゼンに
は、次の 4 種類があるというテーマに移った。

・  全社の最適化を図る部門横断活動（Cross 
Functional Team, CFT）

・  日産プロダクションウェイ（Nissan Production 
Way）活動の異業種支援

・  企業グループ全体の最適化を図る企業連携活
動（Cross Company Team, CCT）

・  一般的な現場改善活動（受講者はこれを期待
することが多い）

さすがに、質問の時間になるとピンからキリま
でいろいろ出た。

ただ、カイゼンの定義は何か、部門横断活動
（Cross Functional Team）メンバーのモチベーショ
ンは何か、など、新しい取り組みをするときの心
構えについての質問が他の都市でも必ず出たこと
は、強く印象に残った。また、系列やエルゴノ
ミックス（人間工学）、TQC など、日本では常識
と思えることの質問も多く、この会場でメモした
だけでも 28 項目になった。

3．PMの技法と演習
（1）KAIZEN、いまそこにある資源を活用する

「いまそこにある資源を活用する」「無いこと自

体が資源である」。
何もないからこそいままでの固定概念にとらわ

れずに、新しい発想によって創造が生まれる。
日本の資源について、特に石油や天然ガスはロ

シアから日本に輸入するという方法もあるが、む
しろ、日本に資源が「無い」ということによって
他の資源を活かす方法を考える、このように何も
無いことが「資源」となる、と話す。これには、
ロシア人も納得の様子。

つづけて、ゴーン氏はコストカッターといわれ
ていたが、実際は社内にある人的資源を正しく発
見し、その資源を上手に使ったのだ、と説明した。

言い換えれば、社内の「環境資源」を見つけ出し、
それを活用することによってゴーン氏の戦略を実
行した、ということである。彼は、日産の強みは
人材であるが、残念ながら実際にはマネージされ
ていない、埋蔵されたままであることを見抜いた、
との話に聞き入った。

余談ながら、セミナーで使用したプレゼンテー
ション用の画面には、各ページに大きくページ数
を書き込んだ。ロシア語に翻訳されたページ数と
整合性がとれないと苦労するからだ。翻訳者には
幸い優秀な人たちがついてくれた。事前にロシア
に送った日本語資料は、ロシア語に変換してあっ
たが、これは超人的な技だと後で知った。つまり、
日本語をロシア語に訳すと言葉が 2 倍以上に膨ら
んでしまう、下手をすると日本語の 1 ページはロ
シア語では 1 ページに収まらないからだ。

（2）ロシアで生まれたトゥリーズ（TRIZ）
最初に「トゥリーズのアルトシューラの名前を

知っているか？」と、受講者にたずねた。手を挙
げたのは 2 割前後。やはり没年が 1998 年なので、
若い人たちに知名度は高くないようだ。

ロシアは、トゥリーズ（TRIZ、発明的問題解
決理論）を生んだ国である。トゥリーズは、旧ソ
連海軍の特許審査官であったゲンリッヒ・アルト
シューラ（Genrikh Altshuller：1926 〜 1998）が、
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さまざまな特許を調べるうちに発見した一連の発
明法則である。また、トゥリーズは体系的で、構
造化された思考方法の科学でもある（NPO 法人
日本 TRIZ 協会）。

セミナーでもトゥリーズの例を引きながら話を
進めることにした。科学技術の世界だけでなく一
般社会にも通用する法則がトゥリーズには盛り込
まれている。

日本ではトゥリーズが単に発明発見の手法との
み理解されているのは極めて残念である。

次号（2015 年 10 月号）につづく

写真 3　  講師と受講者 
（左から 2人目が奥海、3人目が津曲）

出所：	筆者撮影

株式会社ロゴ紹介
「日本のモノづくりを支援する」を企業理念、「日本のモノづくりを支えるエンジニア（技術者やスタッ

フ）が活き活きと輝きながら活動できる環境作りに貢献する」をミッション。研究・開発、ソフト開発、
生産技術、プロジェクトマネジメントなどに関するコンサルティングおよび研修が主な業務。
「CCPM/6 つのモジュール ®」は、業務遂行チームを束ねるプロジェクトマネジメントを技法化した

もの。チームの行う業務の開始から完了までのプロセスを、プロジェクト目標、スケジュール、実行コ
ントロールなど 6 つのモジュールからなる。

ロシア 4 都市 “カイゼン” セミナー　実施レポート（その 1）




