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あらかじめ受講者には、これから取り組みたい
自分たちの実務課題を考えてきてもらいたいと伝
えてあり、セミナー当日に持参してもらった。会
場で、このテーマをどのような考え方で課題解決
するか、私たちの提供する PM の技法（CCPM/6
つのモジュール ®）を使ってグループ討議し、発
表してもらった。演習を重要視したのは、受講者
が職場に戻ってからも、セミナーで学んだことを
実際に使えるためである。技法そのものを説明す
るだけでなく、技法の論理を納得してもらい、か

つ、その場で実際に実行して、自分の職場に持ち
帰って実践してもらいたいからである。

1．マネジャーの関心事は「動機づけ」
どの会場でも共通の質問は、「部下やメンバーの

動機づけをどう与えるか？」であった。まさにこ
のことが、本セミナーのテーマでもある。

結論からいえば、仕事の「効率」を上げ「効果」
を出す方法を学ぶことで、「仕事にやりがいを感じ
る」「仕事をすることに喜びを感じる」ことである。

Point
❶	 	前号では、ロシア4都市のセミナーで、経営改革（カイゼン）の具体例として日産の復活を実現し
たゴーン社長がやったこと、やらなかったこと、を中心に報告した。

❷	 	今号では、セミナー各地で受けた質問と、受講者が実際に取り組んでいるカイゼンテーマを中心に
報告する。
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これが最大の「動機づけ」になると答えた。

日産ゴーン改革の事例で出された質問　
受講者は、4 都市それぞれで関心事や意識も、

またマネジメントレベルも違うから、質問内容も
基本的なことから高度なものまで種々雑多であっ
た。その雑多性がロシアの実情でもある。

①カイゼン活動と動機づけ

・  カイゼンは誰が推進するのか、また、関係者の
モチベーションションはどうやれば得られる
か？

・  社内の横断的活動を推進するメンバーのモチ
ベーションを維持するのは何か？　金銭的なイ
ンセンティブがあるか？　失敗したときは誰が
どう責任を取るか？　

　非金銭的なペナルティー（ハラキリ！）などは？
　⇒ない！
・  カイゼンを推進するマネジャーやメンバーの給

料は増えるか？ 

これら動機づけに関する質問は、4 都市どの会
場でも判を押したように必ず質問が出た。日本で

は活動の成果に対する報酬はあっても、活動する
ことだけでは特別な報酬はない、このことが理解
できないようだ。

すでにカイゼン活動の専任者やグループ組織を
設けている会社もあるから、日本の改善活動（組
織）の実情を知るための質問だろう。経営改革を
実行する活動とカイゼン活動とが一体となる、ま
だこのレベルではないようだ（日本も同様かも…
…）。

②コストダウン

・原価は何によって下げたか？
・  原価を下げるのは、どういう方策で実現させた

か？ 
・新規サプライヤの品質は大丈夫か？
・  新規サプライヤからの購入品は、安いと品質の

不安はないか？
・  系列以外からの購入に変更するには時間が掛か

り、生産開始に間に合うか？
・  新規の取引を開始するのにどのくらいの期間が

必要だったか？

系列からの脱却方法に及んだ具体的な事例は関
心を集めた。新規サプライヤを確保する時間と品
質への不安を気にする多くの質問がでた。かつて
の日本がそうであったように、ロシアも国際競争
力をつけるために時代の要請にさらされているの
だろう。

③在庫調整と人員整理

・  工場を操業短縮させるのはなぜか、その効果は
何か？ 

・  リーマンショックの影響は？　人員削減など
あったか？ 

工場の稼働率を上げることと、在庫調整の意味
との関係が理解されていないようだ。工場の役割
は稼働率を上げ、生産効率を上げることだ、との
固定観念がまだ残っている。部分最適と全体最適

写真 1　クラスノダールでのセミナー

出所：	筆者撮影
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の考えが浸透していないからだろうか。
日産は、不況時に解雇にしなかった、との回答

に受講者はシーンとなった。ロシアでも欧米と同
じく人員整理は当たり前と思っているのだろう
か。そのあと、隣同士で会話しあっている。

また、製造ラインの作業性の問題を説明したと
き、エルゴノミクス（人間工学）に話が及ぶと、
受講者は面白い話として熱心に聞いていたのが、
講師としてとても印象的に感じた。

2．		ロシア最大の自動車メーカー　	
アフトヴァズ社

日産・ルノーの車も生産する
イジェフスクにあるアフトヴァズ社の自動車工

場を見学した。同社はルノー・日産が 2014 年に
経営権を取得したロシア最大の自動車メーカー。
地方に分散していくつかの工場がある。

日産の支援を受け入れたのはここイジェフスク
工場。さすがに敷地は広大で、日産の追浜工場に
10 倍以上の人数がいる感じ。でも実際にできる台
数は同じくらいで、まだまだ改善の余地はありそ
う。

日産からは部長 2 名、課長 10 名、一般は 30
名、その他応援が 40 名の体制で主に改善の支援
をしている。ルノーはこういうときに応援を送っ
てこないようだ。まあ、中途半端な支援ならいな
いのがよい。技術支援の部長と人事の課長が対応
してくれたがいずれも旧知の人たちだ。彼らは、
当初はずいぶん苦労したがやっと最近は自分たち
の意見が通るようになったと話す。

なるほど、ルノーが人を送らない理由が分かっ
た気がする。日産は相手が分かってくれるまでト
コトン話す。そして相手をやる気にさせる、これ
が一番よい方法だと思う。

イジェフスクのセミナー会場は部屋が立派で約
70 名の参加。

日産復活の事例を紹介した後に、ここでもすぐ
に「日産ではどうやって動機づけたのか」との質

問。まずは目的を十分に納得してもらう、次に「こ
うすればできる」という「達成可能感」が持てる
ように示すことだ、と答えて次の体験例を話した。

（1）  そのカイゼンの “目的は何か” を 
はっきりさせる

これは簡単に実行できると思いがちだが、実際
にはそう簡単なことではない。現場のマネジャー
は分かったふりをしてやらない。
「ファイナルゼロ」という考え方を理解してもら

う。つまり、ラインオフする前になってやり直し
をしなくても済むこと。最終工程まで流れると、
時間も労力も投入しそれだけコストも掛かってい
る。もし、前工程のところで異常が発生すればそ
こでラインを止めて手直しする、後工程には異常
なものは流れない。そうすればムダな工数を後で
費やす必要はなくなる。結果、最終で修整なし、
これがファイナルゼロの考え。

このように、ラインをストップする目的をライ
ンのメンバーに理解してもらう。こうして、NPW

（Nissan Production Way, 日産生産方式）の改善活
動が実現した。

いまではどこでも「異常時にはライン停止する」
は製造現場の常識になっているが、当初はすぐに
は受け入れてもらえなかった。

いっぽうトヨタの考え方は、ラインはもともと
止めることがあるという前提をもってラインを設
計しているから幾つかに分割されている。少しく
らいの時間はストップしても、細分化されたライ

写真 2　イジェフスクでのセミナー

出所：	筆者撮影
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ンのひとつが停止するだけで、隣のラインは影響
しない。

日産は、ラインの理想形を追求して 1 本のライ
ンで組み立てる思想を持っている。それだけに異
常の発生への対処は真剣にならざるを得ない、そ
のために飽くなき改善活動は継続される。

（2）現場のカイゼンでできること

新規の車種を生産するとき、ラインの作業員が
自分の作業手順（作業編成）を、自分で決められ
るようになってもらう。ラインのリーダーである
工長が、作業員にこうしなさい、と作業指示する
のではなく、作業員自らが「こうするとよい」と
提案できるようになる。工長が最後に提案の作業
を確認して承認する。カイゼン活動のひとつの例
である。

3．受講者が実務で直面しているテーマ
受講者が日常の仕事で直面し、ぜひ解決したい

と考えている課題を実際に持ち込んでもらい、グ
ループ討議を経てサクセスマップを作成しても
らった。次はその一例である。

マネジメントの立場、つまり経営の立場で行う
カイゼンの実践活動である。マネジャーがカイゼ
ンテーマを示し、目的、成果物を実現させるため
の概観を示す。チームでこれからすべきことを共
有する。そうすれば、それぞれの現場がやるべき
ことが明確になる。各メンバーは自分のフィール
ドで創意工夫、アイデアが生まれるのである。

テーマ：
顧客ニーズに合わせた社内体制をつくりたい

このままでは漠然としたテーマだから、何が目
的かを明確にする必要がある。その次に、目的を
達成するための具体的な成果物は何か、そこに到
達するには何と何があればよいか（必要条件）を
考えてもらう。

セミナーでは、成果物を実現するための概観
（全体像）を把握してもらう。そのためには、まず、

「サクセスマップ法」を説明し、理解してもらう。
イメージ図を見てもらいたい。サクセスマップと
は、図の右端の箱に「成果物」を書き、それを達
成するための必要条件は何か、と次々に左の方向
の箱にその条件を考えて中間成果物を記載する。

テーマの背景

提供者は建設機械などの重機メーカーで保守・
修理部門を担当するマネジャーである。彼の目的、
実現したい姿・形をメンバーが理解するところか
ら議論は始まる。

このマネジャーは、保守・修理しても本当の意
味で顧客が満足していないのでは、との不安を持
つ。何かが足りない、部門メンバーが一致団結し
てより高い技術やノウハウを蓄積・共有する社内
体制をつくりたい、という希望を持っている。現
状はメンテナンス技術、顧客への対応力にも個人

写真 3　セミナー終了後の関係者によるレセプション

出所：	筆者撮影

成果物
プロジェクト
スタート時の
根拠

テーマ：プロジェクトのテーマ名

前提条件：あらかじめ決まっていること（制約条件）や
　　　　　当たり前のこと（前提）も書き出しておく

図表　サクセスマップ　イメージ図

出所：	筆者作成
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差があり、組織的な協力体制ができていない。
もっと自部門のチーム力を発揮したいとの思いで
ある。

討議メンバーに背景がよく伝わり、テーマへの
思い、目的がはっきりした。

討議すること約 30 分、何をどうすればよいか、
サクセスマップができた。

サクセスマップ法は、専門用語を使わないで誰
にでも分かる図にする。

この図をみんなの前で発表してもらった。背景
から説明し、図を説明すると、初めて聞いた人に
も理解され、短時間で作り上げたが完成度はかな
り高かった。

しかも、発表者はテーマの提供者でなく、同じ
グループの他メンバーである。つまり、短い時間
の討議でも、何をどのようにすれば目的を実現さ
せることができるか、メンバーで共有できた。「な
るほどこうすれば達成できる！」と実感できた。
この達成可能感こそが最初の動機づけとなる。

サクセスマップは概観であり、全体像である。
図中のハコは中間成果物のお互いの関係を示した
図である。フローチャートでもなければ、まして

や作業手順書でもない。ただ全体の関係を示した
概観図であり、プロジェクト推進には不可欠であ
る。仕事を急ぐあまりにいきなり作業の指示をす
るのは、ムダムラムリを生じさせる大きな誤りを
犯す。それゆえにこのサクセスマップ法の習得は、
マネジャー必須の技法となる。

★作業フローだけではカイゼン点が分からない
改善活動リーダーらしい人のグループ発表。カ

イゼンの進め方に固定観念があり、そこから抜け
出せなかったようだ。

工場生産ラインのフローを示し、それを自分が
どう改善したかを説明した。

過去に自分がカイゼン活動を実施し、その成果
発表会ならそれでよい。私たちが受講者に期待し
たのは過去の実績発表ではなく、当面している実
務テーマについてチームリーダーの立場でどのよ
うに組織力を発揮するか、を習得してほしかった。

ご本人はセミナーの目的に頭を切り替えること
ができなかったようだ。グループ討議中に私たち
が気づけば修正できただろうが、通訳を介しての
ことで気がつかなかった。限界だったかもしれな
いが、受講者には申し訳ない思いである。

4．生産調整の工場、サンクトペテルブルク
ロシアは、1 億 4,000 万人の人口を持つ市場。

日産はここサンクトペテルブルクで 2009 年から
生産を始めている。

1914 年までロシア帝国の首都だっただけに、さ
すがサンクトペテルブルクは大都市、昔からの建
物に新しい店が入っている。パリの通りをさらに
大きくしたような雰囲気。宿泊したホテルもグラ
ンドホテル・ヨーロッパという立派なところ。現
地日本センターの日本人ディレクター氏も「頑張っ
て取った」（宿泊費は高い）といっていた。

セミナー会場はサンクトペテルブルク経済大学
の教室。50 名弱の受講者。

まず、サンクトペテルブルクは素晴らしい町

写真 4　実務課題のサクセスマップ説明

出所：	筆者撮影
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だ、と受講者の気を引いた。サンクトペテルブル
クの日産工場は 3 月の後半を休みにしたと聞いて
いたから、受講者から「なぜか」と聞かれる前に
そのことを話した。日産は他社に比べると調子は
よいが、ロシア国内の需要が落ちており、早めに
操業停止（生産調整）の手を打ったのはムダな在
庫は持たない、という考え方であると説明した。
が、これは分かる人にしか、分からなかったよ 
うだ。

質問では、新しいサプライヤの品質、日産の関
係系列会社を売却したことで、部品の品質や供給
タイミングなどはどうなったか、なぜ 90 年代は
日産だけがだめになったのかなどは、さすがにこ
の都市ならではの鋭い質問だった。私たちも、
ゴーンさんがリーマンショックではその対応に陣
頭指揮をとったことなど、後日談も含めて話した。

写真 5　サンクトペテルブルクでのセミナー

出所：	筆者撮影

資源の無いことが「資源」
午後から、トゥリーズ（TRIZ、前号参照）の「い

まある資源を使う」のネタを交える。トゥリーズ
のことを知る人はここでもやはり 2 割くらい。
トゥリーズでは、人材・設備・資金・時間・情報
などが資源として挙げられているが、実はこの他
にエネルギー、空間、構造、状況、変化、そして

「何も無いこと」も資源であると書かれている。こ
れを解釈すると、日本には天然資源が「無い」こ

とがむしろ資源である、ということになる。した
がって石油や天然ガスはロシアから輸入するとい
う方法もあるが、無いから他の資源を活かす方法
を考える、との話はここでも受けた。「なるほど」
と納得した人も多かった。

サンクトペテルブルクでは、グループ討議と発
表の出来栄えから判断すると、受講者の理解度は
かなり高いと感じた。もしかしたら、彼らにとっ
てはトップマネジメント向きのことに関心と興味
がありそうだったが、今回は割愛せざるを得な
かった。手ごたえを感じた都市である。

日本から学ぼうとする意欲が強い
4 都市セミナーで総合して感じたことは、①カ

イゼンを進める人たちの最大の関心は、どうすれ
ばモチベーションを持ち、維持できるかであり、
それに苦心している。②ロシア人は総じて親日
的。日本から学ぼうとする姿勢が強い。（帰国して
から参考書を紹介してほしいとメールもあった）
③講師の話をよく聞いて理解し、その上でのまと
もな質問が活発にあった。④政府関係者の受講者
も多く、人材発掘と人材配置に関する話にはほと
んど興味を示さない（示せない）など、難しい面
もあった。

特に、政府関係者には研究員、大学教員なども
含まれていたためか、グループ討議は活発だった
が、発表の段になると結局はどのグループもしな
かった。軽はずみな判断はできないが、理論には
関心があるが実践向きの話は苦手なように見うけ
られた。

こぼれ話（1）

エルミタージュ美術館
サンクトペテルブルクで熱望していたエルミ

タージュ美術館に入った。女帝エカチェリーナ 2
世の収集した美術品。ルノアール、セザンヌ、モ
ネ、ゴッホ、ゴーギャン、マティスなどがある。

筆者奥海のお気に入り「Woman in the garden」

ロシア 4 都市 “カイゼン” セミナー　実施レポート（その 2）
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はクロード・モネの作。この絵をカレンダーから
外して部屋で眺めている。

写真 6　クロード・モネ「Woman in the garden」

出所：	筆者撮影

エルミタージュの印象派の絵は別館にある。
この美術館には素晴らしいものが多く、さすが

に世界三大美術館のひとつとも思うが、残念なが
ら光の配置がよろしくない。館内で写真を撮ろう
にも、絵の真正面からでは反射光がカメラに入っ
てしまう。

他の美術館が手に入れられない作品もあるの
に、展示場を管理する細かなところには手が届い
ていないようだ。

いっぽう、入り口から続く地下のフロントには巨
大なクロークがある。これには感心した。ここが満

杯になるほど大勢の市民がやってきたのだろう。
当時のロシア市民はフランス美術品、フランス文
化に対して相当な熱意を持っていたと感じた。

こぼれ話（2）

ロシアの街中
どこの都市でも切手を買うのに苦労した。ポス

トに入れてもいつ届くかはだれに聞いても分から
ないという。ポストの場所も少なく目立たない。

安全上の理由だろうが、セミナーの会場はその
つど鍵が掛かっている。

サンクトペテルブルクのホテルでは TV がなく、
あきらめていた。食事が終わって戻るとちゃんと
置いてある。2 日目の夜、どこから運んだのだろ
うと思っていたら係員が来て枕元のスイッチを上
げたら机の中から TV が出てきた。妙なところに
凝っている。

食材には、フランスで見られるウサギや鹿、あ
るいは生肉のようなものはなく、安心して食べら
れた。クレムリンで食べた昼食は自分で選んだが、
味はとても良かった。町を歩いて昼飯をするのも
悪くない。高そうな店でも若い人たちは平気で
入っている。フトコロ具合は大丈夫だろうかと余
計な心配をしてしまった。

サンクトペテルブルクの夜に日本人ディレク
ターが誘ってくれたレストランは、ガラス張りで
正面に寺院が見える。薄暗くなって照明がつき、
素晴らしい夜景で大満足だった。

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。

マネジメント




