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【連載】  「働き方改革」は「仕事の進め方」改革
̶その実践的方法（第2回／全2回）

開発・設計のチーム力を高める
（第 1回は 2018 年 7・8合併号に掲載）

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技術者を振り出しに、生産技術、パワートレイ
ン商品企画などで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：
『日本のものづくりを救う ! 最強のすり合わせ技術』（日刊工業新聞社　2017 年）、『仕事は
半分の時間で終わる！』（ダイヤモンド社　2013 年）など。

Point
❶  開発・設計の労働生産性を考えるうえで、製造現場では当たり前になっていることと対比しつつ、
開発・設計の現場でおきていること（さまざまな症状）からその根本原因を考える。スケジュール
立案など、常識とされる従来のやり方が生産性向上の大きな障害になっていることを指摘する。

❷  人不足の時代を迎えて技術・設備・人材への投資は欠かせない。それ以前にマネジメントの工夫に
よる取り組みにも大きな改善余地がある。QCDの中で最も早期に改善できる納期確約（納期遅れ
の解消）のためにスーパー技法を使った実践的なやり方を紹介する。

❸  投資とは別に社内で当たり前となっている常識を見直して仕事の進め方を変えること、そしてマネ
ジメントを工夫することで大きな改善ができることをお伝えしたい。投資と同列に「社内で当たり
前になっている常識」へのチャレンジがある。

1．  インフラ整備が立ち遅れている開発・設計
の現場
開発・設計の労働生産性を考えるうえで、製造

現場では当たり前になっている「インフラ整備」
の立ち遅れが目立つ。ここでいうインフラとは、
もちろん、「仕事のインフラ」のことである。設備
など目に見えるハード面のインフラは整備されて
いたとしても、商慣習や社内ルールなどソフト面
のインフラ整備は著しく立ち遅れている、これに
ついて筆者の実感を述べる。

（1）開発・設計の現場でおきていること
筆者が企業内研修やコンサルティングで見聞し

ていることや、受講者（多くは第一線の技術者の
皆さんたち）との質疑応答やその胸のうちを紹介
する。

①顧客の要求を全て受け入れてしまう

• 要求に対して代替案を出せず、結局は納期最優
先で押し切られてしまう。結果として目標を達
成できず、双方に不満足な仕事となりくやしい
思いが残る
②納期を守れそうにない提案をする

• 計画時点で見積もり精度を上げろと言われるが、
構想程度の仕様でそれが簡単にできるようなら
苦労はしないと思う
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• 作業が遅れるたびにスケジュール修整や部門間
調整に忙殺される。関係部署が多いとスケジュー
ル変更は、時間がかかるばかりで全く建設的で
ない
•進ちょく会議は責任追及（詰問）に言い訳する
会議になっている。当初明確でなかった仕様で
大幅なスケジュール変更が必要になっても、も
との納期でやれと無理を言われる
③やり直しや手戻りが発生し大幅遅れになる

• 設計着手時の事前検討が甘かったからだと指摘
されるが、そのとおりで返す言葉がない。早く
着手すべきというあせりがいつもあるような気
がする
•掛け持ち業務が多く、作業がいくつもやり掛け
のままになっている。どこまでやってもキリが
ない感じがする
•順調に進んでいると、終盤になって仕様アップ
や仕様追加が浮上しその対応で大幅遅れを招い
てしまう。仕様凍結宣言をルール化できないも
のかと思う
④チームや組織の実力以上のことをやろうとする

• そもそも何が実力値なのかが分からない、上司
も考えようとせず「やればできる」と言う
•スケジュールであれば、この案件ならどのくら
いの期間があれば大丈夫か、仕事を引き受けら
れるキャパシティ（消化能力）なら常時引き受
けられるのは何件までか、これらが分からない
ままになっている
⑤   QCD全てを達成する必要があるがどれを優先すべ

きか悩む

• Q（品質）、C（コスト）、D（納期）の目標をそろっ
て同時に達成することは難しい
•基本設計をもとに編集設計レベルで対応する案
件であっても、大幅なコストダウンや品質改善
を同時に達成することは周到な準備がなければ
難しい。小幅な改善といえども、QCDの優先順
位のつけ方に悩む

上に述べたことは大げさすぎると思われるかも

しれないが、筆者は多くの誠実な働き手が日々直
面し悩まされていることそのものに違いないと考
えている。これらは、わが国の商慣習、企業の文
化、ガンバリズム、働き手の生真面目さなどが強
く反映している結果と思われる。連載第1回（本
誌 2018年 7・8月号）で「わが国の働き方は破綻
レベルにある」という冷泉彰彦氏のコメントを紹
介したが、上述した「現場でおきていること」は、
まさにそれを裏付けるものであろう。しかし、こ
こで付け加えておきたいことはこれらの事態を招
いている何らかの悪習をさっさと捨て去り合理的
な規範で仕事を進めようとしている人や組織も少
なくないということである。働き方について期待
できる明るい話題もあることを付け加えておく。

（2）  根本原因は誤ったスケジュール立案のやり
方にある

ここで、スケジュール（納期、時間）は仕事を
進めるうえで特別な存在であることを確認してお
きたい。

時間（納期）は特別な存在
プロジェクトマネジメントは三つの制約条件

をうまくやりくりして所期の目的を達成するこ
とだと説明される。ご存じのように三つの条件
とは、「スコープ（契約の範囲；目的）」「納期（時
間）」「資源（ヒト・モノ・カネ）」である（図
表1）。この中でも納期（時間）は特別な条件
であり他の条件とは際立って異なる面がある。

図表 1　プロジェクト三つの制約条件

資源
納期（時間）

スコープ（契約の範囲；目的）

（ヒト・モノ・カネ）

出所：（株）ロゴ
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まず、誰にでも等しく1日は 24時間であり、
これを変えることはできない。「資源」ならそ
の気になればいくらでも追加することができる
し、「契約の範囲」なら双方の協議でいかよう
にも変更できる。ところが、時間だけは誰も動
かすことができない。約束の納期に間に合わな
かったら、誰にでも「遅れた」と分かる。「時間」
はどのビジネスであっても、特別な存在であ
る。

前項で取り上げた現場でおきていること、つま
り望ましくないさまざまな結果のほとんど全ては、
ただひとつの根本原因によるものではないか。そ
れは、スケジュール立案のやり方が間違っている
ことである。（ここで言うスケジュールとは開発・
設計部門が社内外に告知する公式のスケジュール
を指している）

ここで、スケジュールについて読者の皆さまに
質問がある。スケジュール立案者の立場で「はい」
か「いいえ」のいずれかで答えていただく質問で
ある。

【スケジュールについての7つの質問】

① 仕事を受けたら、何はともあれまずスケジュー
ルを立てている
② スケジュールを立てるとき、とにかく納期最優
先で考えている
③ 立案したスケジュールにチームメンバーが「で
きるのかな～」と疑問をもつことがよくある
④ 立案者自身も自信がもてず納得できないスケ
ジュールでやることがよくある
⑤ 早く着手したほうが早く終わると考え、立案し
たらすぐに着手する
⑥ いったんスケジュールを立てたら、最後までそ
のスケジュール遂行に専念する　
⑦ 顧客から「スケジュールは実力値ですか」と質
問されたら実力を把握していないので「はい」

とは答えられない

7つの質問に読者は「いいえ」の回答をいくつ
されただろうか。
質問③④⑦がポイントであり「スケジュールの

実力値」という考え方の有無を判定する質問となっ
ている。筆者の考える「実力値ベースのスケジュー
ル立案」から言えば、回答は全て「いいえ」になる。
スケジュールの実力値が認識されていれば、③④
⑦はほとんど無駄な質問になるはずである。とこ
ろが「現場でおきていること」は全て「はい」の
回答で代表される現実がある。現場でのスケ
ジュール立案が「割りつけスケジュール」という
誤ったやり方になっているからである。

（3）「割りつけスケジュール」の誤り
「割りつけスケジュール」は筆者の造語である。
機会があるたびに皆さんにスケジューリングの名
称をたずねているが、今までとくにこれといった
名前は見つかっていない。割りつけスケジュール
のやり方はきわめてシンプルである（図表2）。
STEP1　依頼主（顧客や上司）の要望する納期と
着手日からカレンダー上の稼働日数を計算する
STEP2　稼動日数が分かったら、工程ごとに（A、
B、C…）日数を割りつけていく。このとき、割り
つける日数は過去の経験から比例配分などで重み
付けをする。

何が誤りなのか

①作業時間のバラツキをおりこまないこと
 実行段階では作業時間のバラツキは避けられな
い（計画時点に対し仕様変更があったり、割り
込みや飛び込みの仕事がある）

②実力値を無視している
 依頼主の要望のみで立案しており、チームの実
力値は反映されていない。だから、これならで
きそうという感覚がもてない
 上記だけでも、割りつけスケジュールが納期を
守るための的確なやり方ではないことが分かる
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が、これらの延長上にさらに深刻な影響がある
と思っている。

③ このスケジュールでやるしかない、といった思
考停止に陥る。考えればあるはずの他の選択肢
を考えなくなる。ものを考えなくなる傾向を助
長する

割りつけスケジュールの誤りを解消し「実力値
のスケジュール」によって、筆者は依頼主の要望
する納期を守るやり方「スケジュールマネジメン
ト」を開発した。公開セミナーや企業内のセミナー
でお伝えしている。これについてはあらためて次
章で紹介する。

（4） 背景にあるキャパシティに対する慢性的な
過負荷
前項で割りつけスケジュールの誤りを紹介した

が、このような無理なやり方が常識となっている
背景があるように思う。それは、開発・設計部門
のキャパシティ（能力）に対する慢性的な過負荷
である。能力に対して仕事が多過ぎるのである。
そのために、無理なスケジュールを立てざるをえ
ない。スケジュールの無理さゆえにまた余計な仕

事が増える、といった悪い循環を招いている。

TOC（制約理論）の提唱者であるゴールドラッ
ト氏の講演会に参加したことがある。彼も開発設
計部門の慢性的な過負荷の問題を指摘しており、
その解決策として次のような独自のやり方を紹介
された。「受注する仕事量をまず30％カットしな
さい」「そうすると社内の仕事がスムーズに流れる
ようになります」そういう段取りのあとにさまざ
まな改革や改善ができるようになるだろうという
ことであった。このような大胆なやり方はここで
はひとまずおくとして、過負荷の問題は開発 ･設
計の生産性向上を考えるうえで避けて通れない。
製造部門であれば、生産能力と受注の関係は見

える化ができている。受注残があれば必要な手を
うつ、といった対応のルーティンがある。

開発設計においても、負荷と能力の関係を見え
る化できることが改革や改善の第一歩ではない
か。働き方改革にもつながる課題を含んでいるの
で見える化取り組みの一例を述べておきたい。
受注した仕事量、組織のキャパシティ（能力）

を時間で計ることができれば、その関係を時系列

図表 2　割りつけスケジュール

工程別に作業日数を割りつけ

作業期間：80日

作業Ａ
（30日）

作業Ｂ
（20日）

作業Ｃ
（10日）

作業Ｄ
（20日）

納期着手日

STEP2 工程ごとに日数を割りつける

STEP1 稼働日数を計算する

出所：（株）ロゴ
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のグラフにすることで見える化ができる。つまり、
仕事量が能力に対してどのくらいの負荷になって
いるかが見える化できる（図表3）。

•受注した仕事量…これの時間換算値はほとんど
の組織で算出されている
•キャパシティ（能力）…とりあえずは、メンバー
の持ち時間を使う。新入社員も経験10年のメン
バーも等しく1日当たり 8時間、などとする。
但し、直接率は必ずおりこむ。
直接率は1日 8時間のうち開発設計に直接関係
する仕事をどのくらいやったか、その割合で表
す。

直接率を把握するには手間がかかるが実測した
ほうが良い。いかに低いかが実感できるからであ
る。取り組みはこれからという組織では40％くら
いである。そのような組織で50％もあれば、筆者
の感覚ではかなり良いレベルといえる。
直接率に寄与しないことを分析していくと、例

えば会議の時間がある。直接率を上げるためには
会議を減らすあるいは出席者数を減らすなどの改
善案をすぐに思いつく。このような改善で、直接
率を10ポイント引き上げることができれば、直
接率は40％⇒ 50％となり能力は25％も向上する
ことになる。要するに、直接率は時間をかけて実
測する値打ちがある。
実態の見える化ができれば、それなりの工夫は

でき知恵も出るということである。こういう改善
活動はその気になればすぐできる過負荷対策のひ
とつになる。カギは実態の見える化である。

2．  いますぐできる納期を確約する実践的なや
り方
本稿冒頭のポイントでも述べたが、人不足の時

代を迎えて技術・設備・人材への投資は欠かせな
い。しかし、それらの投資とは別に「社内で当た
り前となっている常識」を見直して仕事の進め方
を変えること、そしてマネジメントを工夫するこ
とで大きな改善ができることをお伝えしたい。投
資と同列に「社内で当たり前となっている常識」
へのチャレンジがある。しかし、組織によっては、
投資よりも格段に難しいことかもしれない。前章
で述べた、開発設計現場でおきている望ましくな
い結果の根本原因に対するアプローチでもある。

（1）納期確約のための三本柱
社内の常識や当たり前のことへのチャレンジで

あるから、その理論的枠組みを述べておく。

① 納期を確約するスケジュールマネジメント

スケジュール立案と進ちょく管理を統合し「ス
ケジュールの実力値」を定義する。チームの実力
値をもとに依頼主との納期ギャップを複数の選択
肢で解消する。リソース（ヒト）の柔軟な再配置
も含め、組織の総合力を発揮させる。
目的は、依頼主の要望とチームの実力値とのす

り合わせに使うこと。

②全体像を見える化するアクセスマップ

ゴール、目指す最終的な成果物を具体的に定義
し、サクセスマップを使って全ての関係者で共有
する。的外れの無駄な仕事を削減し、依頼主の思
いを的確に反映させる。
目的は、依頼主が必ずしも明示しなかったこと

について明瞭にして合意を得ること。

図表 3　負荷（受注）とキャパシティ（能力）

キャパシティ（能力）

時間

負
荷

受注A

受注B

受注C 受注D

出所：（株）ロゴ

マネジメント



2018.11　経営センサー
4747

③段取りの改善

「システムのボトルネック」「症状には根本原因
がある」などTOC（制約理論）の発想を使って開
発設計の仕事に「三種の段取り」を導入する、あ
るいは既存の段取りを改善する。
目的は、ストレスフリーの職場づくり、仕事の

簡素化やスピードアップをはかること。
（注）  スケジュールマネジメント、サクセスマッ

プは株式会社ロゴの登録商標である

以下、三本柱の概略を述べる。
　

（2）  納期を確約するスケジュールマネジメント
（図表4）

①2点見積もり法によりスケジュールを立案する

ギリギリ値と余裕値という二つの観点で時間を
見積もる。スケジュールはギリギリ値プラスバッ
ファーで組み立てる（バッファーは両見積もり値
の差から算出する）。

作業のあての無い空時間といえるバッファーを
組み込んだことが大きな特長である。

②  スケジュールのバッファー残量を見ることで進ちょ

くの安全度が分かる

実行段階ではバッファーの消費量を見ていく。
通常、バッファーを3等分し、消費量が1/3以内
なら安心（信号は緑）、逆に消費量が2/3以上に
なったら（赤信号）、対策実行を判断する。
つまり、進ちょくの安全度について見える化が

できるので管理や管理されるストレスが激減する。

③納期を確約する

上記の①②をふまえて当初のスケジュールが依
頼主の要望に合わない場合、次のようなステップ
で対応する。当初のスケジュールを短縮する（裏
づけのあるやり方は三種ある）、これがだめな場
合、他の手段や選択肢を検討し（組織の経験、知
恵、さまざまなやり方がある）、依頼主とすり合わ
せる。

図表 4　納期を確約するスケジュールマネジメント

１１日
A
２日

B
４日

D
１０日

C
４日 日日日日日日日日日１１１１１１１１日日日日日日日日日１１１１１１１１日日日日日日日日日

バッファー
１１日

A
２日

B
４日

D
１０日

C
４日

バッファー（PB）
11日

A
2日

B
4日

D
10日

C
4日

20日（ギリギリ値）
スケジュール：31日（20+11）

A. スケジュール立案
2点見積もり
⇒ギリギリ値＋バッファー

対策検討

バッファー

対策実行まだ安心

ﾊ ｯ゙ﾌｧｰ

対策検討

バッファー残量
66% 34% 33% 0%67%100%

バッファー
マネジメント

対策実行まだ安心

バッファーB. 進ちょく管理
全体でバッファーをもつ
⇒バッファーマネジメント

C.  納期確約
現実的なアイディアを出す
⇒仕様・納期のすり合わせ

「要求と合わない」から始まる…
実現可能な複数案を提示する。

出所：（株）ロゴ
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（3）全体像を見える化するサクセスマップ
①分業で進める仕事であれ、ひとりで進める仕事
であれ、依頼主の思いや意図を的確に把握するこ
とは容易でない。連載第1回でも述べたが全体像
の見える化は欠かせない。思いや意図は、箇条書
きではなくストーリーとして文章化するとマップ
にしやすい。全体像を共有できれば、大きな的外
れをおこさなくてすむ（図表5）。
②サクセスマップで全体像やゴールを共有すると、
相手に合わせた資料の作り直しが不要になる。つ
まり、顧客向け、上司向け、部下向け、協力企業
向けなど全ての関係者にいつも同じ資料を使うこ
とができ業務の効率化にも役立つ。

（4）段取りの改善
わが国の製造業の強みとして、製造現場でのさ

まざまな段取りが駆使されていることはよく知ら
れている。開発設計の現場でも段取りを工夫すれ
ば、生産性の向上に大きく寄与することは疑いな
い。

①仕事をスピードダウンさせるもの
悪い掛け持ち、割り込み仕事、また特定の担当

者がボトルネックになっている、などがある。「人
手不足」を「人不足」と「手不足」に分けて対応
するなどは、製造現場ではよく言われることであ
る（図表6）。

②ストレスフリーの職場づくり
基本的には、前述した「納期確約のための三本

柱」を実践すれば、ストレスは大きく減少する。
その分、生産性が上がることになる。組織やチー
ムの風通しを良くすることがストレスフリーの大
前提となる。
ここでは、とくに進ちょく会議について述べて

おきたい。つまり、責任追及型の進ちょく会議を
問題解決の場にすることである。そうすると、た
んに進ちょく会議の活性化のみならず、メンバー
相互の応援体制をつくり上げることや、最終的に
は技術のレベルアップにつながることが期待でき
る（図表7）。

図表 6　人手不足とは

人不足
技術者、熟練工、CADの
オペレーター、人が足りない

人手不足
手不足

その人でなくてもやれる
仕事は他の人に手伝って
もらうことができる

出所：（株）ロゴ

図表 5　思いをストーリー（文章）にする

アルマーダ社 国際ビジネスショー出展ｻｸｾｽﾏｯﾌﾟ

新規ビジネス
提案書

技術提携
の計画書

市場調査
の情報

パートナー
企業のリスト

説明要員

話題にな
るブースパンフレット

新規事業
売上貢献

成果物 将来の
成果

事業計画

翻訳デバイス
応用計画書

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
の実機

成長する
営業課員

翻訳デバイス

ベースになる
スマートフォン

ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｮｰ
計画書

プロジェクト活動

マップ

ストーリー

マップにする

箇条書き
箇条書きではなく

出所：（株）ロゴ

図表 7　責任追及型の進ちょく会議をやめる

メンバー相互の応援体制をつくりあげる

責任追及型の進ちょく会議をやめる
「朝会」と「金たな」で誤解や疑問・悩みを即時解消する

責任追及ではなく問題解決の場にする

チームワークを技術のレベルアップにつなげる

・不得意なことを克服するのは苦行になる
・苦にならないことを少しずつ増やしていく
・得意なことは苦にならない（仕事がはかどる）

出所：（株）ロゴ

マネジメント
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③段取りは3種ある  

製造現場での段取りは、内段取りと外段取りに
区分される。型交換などで設備の停止時間をミニ
マムにすべく内外の区分がある。開発設計では、
構想・計画・実行などの領域ごとに異なる段取り
があると考えて良い。段取り＝実行段階に限るも
の、ということではない。プロジェクトマネジメ
ント（PM）では、必ずしも「段取り」という言
い方はしないが、PMそのものが段取りの体系で
ある。それぞれの領域に適した段取りが開発整備
されている。上手に活用して生産性向上につなげ
たい（図表8）。

3．おわりに　チーム力を高める
「いますぐできる納期を確約できる実践的なや
り方」を説明したが、これをサクセスマップ風に
図にしてみた（図表9）。
開発・設計において最も必要なことは「チーム

力を高める」ことであり、そのためには「納期確約」
と「風通しの良い職場」が必須条件であることが
ご理解いただけると思う。
日本人の労働観・勤労観は大きく変化しつつあ

る。時代の変化はいつもあるわけだから、固定観
念にとらわれず、発想を変えて取り組めばそれぞ
れの企業にフィットした対応がさまざまにあると
思われる。開発設計の生産性向上について、製造
の取り組みでは当たり前になっていることが参考
にできるのは「わが国だからこその貴重な資源」
ではないかと思う。

図表 8　段取りは3種ある
構想段取り 計画段取り 実行段取り

マネジメントの
役割

・  限られたリソースでアウト
プットを確約する

・  作業の時間見積もりに高い
精度を要求しない

・  確約できる計画を立てる

・途中の遅れは気にしない
・リスケジューリングしない

方法論

・  サクセスマップ法
バックグラウンド
バックグラウンド分析
サクセスマップ

・２点見積もり法
・CCスケジュール
・現実的な複数の選択肢

・バッファーマネジメント
・リソースの活用
（シンクロ法、フレックス法）

出所：（株）ロゴ

図表 9　チーム力を高める

実力値による
スケジュール

確約できる
実行計画

ストレスフリーで
安全な進ちょく管理

共有できる
仕様・納期

風通しの
良いチーム

責任追及型の進ちょく会議は廃止

「仕事の棚卸し」で迷いや悩みを解消

技術のレベルアップはチームワークから

バックアップできる
カルチャー

仕様・納期の
すり合わせ

全体像の見える化

依頼主（顧客や
上司）の要求

前提 改革の強い
ニーズがある チ

ー
ム
力
を
高
め
る

出所：（株）ロゴ

開発・設計のチーム力を高める




