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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１回／全２回）

ホワイトカラーの労働生産性向上３つの観点

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：
『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！』（2013 
年ダイヤモンド社）など。

Point
❶  残業規制や有給休暇取得促進など法制度の改革が急ピッチで進んでいる。法制度の整理・再編は必
要なことであることは疑いない。民間企業としては、日本的勤労観に頼り過ぎて、改革を先送りし
てきたツケがきている。

❷  ビジネスのグローバル化はますます組織人材の構成を様変わりさせている。日本人の勤労観・労働
観も変化してきた。上司または部下に異動があっても、明日から仕事が円滑に進むような普遍的な
仕事の進め方が求められる。そのための共通言語的な存在として、プロジェクトマネジメント（PM）
がある。

❸  わが国には、仕事の進め方において自主・自律をベースにした独自のカルチャーがある。例えば、
わが国の製造現場で定着している5S活動などを活かすことができる。わが国にぴったりしたスジ
の良い活動に取り組む必要がある。

1．改革を先送りしてきたツケがきている
　本稿で「働き方改革」は「仕事の進め方改革」
を述べる前提として、働き方改革の意味するとこ
ろを概観する。

（1）  労働時間をめぐる問題を法的にみた場合の
意味は何か

　長時間労働問題への対応、法制度の整理再編（法
と実態のギャップへの対策）、健康問題への組織的
対応（予防措置）などがあげられる。
（「水町レポート　2010年」　出典は本稿末尾）。

　モノやサービスを提供する企業の立場から見る
と、これらの対応はほぼ「当たり前品質」の確保
に相当するものばかりであろう。法の施行が、社
会や市場の実態にタイムリーには対応できずそれ
なりの時間的なズレがあることは理解している。
しかし、これらが官民あげて議論百出の状況であ
ることは、いかにも対応が後手に回った、これま
で何も考えてこなかったという印象をもたざるを
えない。働き手のひとりとして自戒をこめて指摘
する。
　当たり前品質は、消費者にとっては文字通り当
たり前であり、それだけでは強い購買動機には結
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びつかない。働き方改革の魅力品質、言い換えれ
ば改革のゴールは何かが問われている。つまり、
何のための働き方改革か、という観点が議論百出
から抜けている。
　筆者は、働く人にとって改革のゴールは各人の
QOL（Quality of Life）の向上ではないかと考え
る。別途、後述する。

（2）  時短したが日本人の労働時間は
減少したのか

　OECD統計の推移グラフでは、この30年間で
各国と足並みをそろえ2,100時間から 1,800 時間
に時短が進んだ、と読み取れる。
　ところが、実態はOECD統計とは全く異なると
いうほとんど正反対の調査結果がある。それによ
ると、時短導入前（1986年）と、導入 20年後（2006
年）を比較すると、週当たりの労働時間には有意
差がない（時短が進んでいない）という。
（図表1および図表 2　「日本の労働時間は減少し
たか？」黒川祥子、2009年。詳しくは、ISS 
Discussion Paper Series J-174 を参照）
　
　本調査は、日本人の時間配分の仕方を詳細に観
察することができる「社会生活基本調査」（総務省）
に基づいている。筆者にはOECD統計よりもこち
らのほうに説得力を感じる。
　つまり、日本人の労働時間は減少していないの
である。

（3）  日本経済が先進国として、競争力と豊かさ
を保持しているか

　冷泉彰彦氏は一人当たりGDPの国際比較など
にもとづき、次のように述べておられる。
（同氏による JMM『from 911/USAレポート』　第
747回から）
　…日本の「働き方」は完全に破綻レベルにあり、
国家は破綻していなくても、個々の職場における
生産性は失敗レベルにある。このことを「働き方
改革」を考える上の大前提として、留意する必要
があると言われる。大前提とは、次の3点である。

①  時間当たりの生産性、人がひとり働いたらどれだ
け稼げるかという仕事の成果を向上させること
②  （社会の格差拡大の問題よりも）どの階層も「働
いても稼げない」仕組みがあり、そこを改革す
ること

③  残業削減、19時消灯、有給休暇消化などは働き
方改革の結果であり、それらを可能にする仕事
の進め方、成果の出し方を改革すること

　現在、論議されていることは「仕事の進め方」
が改革できた結果として得られるものである、と
いう指摘は実に重要である。
　冷泉氏は「本来であれば、80年代にエレクトロ
ニクス産業が競争力を失う前に手がけておくべき
だったが、改革を先送りしたままに…」とも述べ
ておられる。今ごろになって、遅すぎるのではな

図表 1　年間労働時間の推移（男女計）
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出所：Employment Outlook（OECD）

図表 2　 男性フルタイム雇用者の週間労働時間の
推移（構成比調整）
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（注）実線は90%信頼区間を示している。
出所：  『社会生活基本調査』、『労働力調査』（ともに総務省）、

『毎月勤労統計調査』（厚生労働省）
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いか、ということである。
　何かを始めるにあたって、好機はあるだろうが
遅すぎるということもないはずである。
　
　まずは、「破綻レベルにある」と言われる仕事の
進め方について、いかに合理的なものを取り入れ
るかについて述べる。

2．  生産性向上のために合理的な仕事の進め方
を取り入れる

　わが国では「仕事上手は段取り上手」や「段取
り8割、実行 2割」などと言われるように、仕事
の段取りを重視してきた歴史がある。「段取り」は、
PDCAや 5W1Hなどの個別案件ごとに適用するア
プローチよりもやや広い領域を対象にした上位の
概念のように思われる。
　プロジェクトマネジメント（PM）は、国際的
な取引において発注者と請負者間での完全な共通
言語となるようにつくられたものである。従って、
PMは「段取り」よりもさらに上位の概念であり、
「仕事の進め方の枠組み」といえるものである。
　一般の職業人がPMに熟達する必要はあまりな
いと思うが、有用な概念や語彙が多い。組織の共
通言語にすれば、個人にも組織にもその効用は限
りなく大きい。筆者のPM体験から重要なものに
絞って紹介する。

（1）仕事とは「成果物」をつくり出すこと
　あなたが休日を使って愛犬の犬小屋をつくると
しよう。だいぶ古びて雨漏りもしているので、愛
犬の住環境を改善したい（仕事の「目的」である）。
何とか1日かけてでき上がった犬小屋は、有形の
「成果物」である。全体に防水塗装もしたかったが、
日も暮れてきたので塗装は次の機会にやることに
した。塗装はしなくても犬小屋として取りあえず
は問題ない。
　仕事もプロジェクトも同じで、常に時間（納期）、
資源（おカネ、ヒト）と成果物のバランスの上に
成り立っている。犬小屋の例では、時間切れで塗

装を省いた。目的達成（成果物の出来栄え）のレ
ベルを「成功基準」という。これを調節すること
で仕事を終了させることができるわけである。
（図表3）

図表 3　仕事とは成果物をつくりだすこと

成果物（deliverables）とは
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　決めれば、成果物が決まる
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仕事を始める前に、「成果物を具体的に定義すること」が
非常に重要です

出所：（株）ロゴ

　つまり、仕事を始める前に「成果物を具体的に
定義すること」が極めて重要である。
　成功基準は仕事の発注者（例えば上司）が任意
に指示できるが、時間と資源（部下の持ち時間や
スキルレベル）のバランスをとる必要がある。バ
ランスをこえて結果が不首尾に終わったとすれば
上司の責任である。当たり前のことであるが、時
間と資源をうまくマネジメントするのは、常に管
理者（上司）の役割である。　

（2）見える化で「的外れ」をなくす
　仕事を指示するとき「よく考えてね」という上
司がいる（ここでは仕事として、主に非定型の業
務を対象に述べている）。何について、よく考えれ
ばよいのか迷うはずである。上司と長い付き合い
があれば迷わないかもしれないが、それでも「よ
く考える」べき対象は幅広いのである。ざっと考
えてみると、成果物やその仕上がりの程度（成功
基準）は適切か、納期（スケジュール）遅れはな
いか、費用は予算内で収まるかなど、数多いので
ある。
　このような場合、いきなり計画案をつくっても
やり直しの連続になることが多い。「よく考えてね」
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と指示する人に限って、本人がよく考えていない
からである。こういうときは、全体像を見える化
するとよい。指示されたことをとりまく全体像を
よくわかるようにマップにするのである。
　こうすると、仕事の的を外さないので手戻りが
なくなる。このやり方を筆者たちは「サクセスマッ
プ法」と名づけている。異なる立場や異文化の人
たちとの協働にも効果的なやり方である。（図表4）

（3）業務プロセスのボトルネックに対処する
　「ボトルネック」という言葉はよく知られてい
る。道路で故障車があって2車線が 1車線に絞ら
れると交通渋滞を引き起こす。故障車が道路交通
のボトルネックになっている。
　仕事でも同じことが起こる。図表5を見てもら
うと、あるところでプロセスの能力が絞られてい
る。図表5では入り口で100入ってきたものが、
途中で25に絞られている。従って、出るときは
25の能力しかない。入力100なのに、ボトルネッ
クがあるので出力25に落ちてしまう。
　わが国の製造現場では、このようなことが無い
よう、製造プロセスを常に改善してきた。この図
表のようなボトルネックのある製造プロセスでは
勝負にならないだろう。
　ところが、ホワイトカラーの職場ではこのよう

なボトルネックが放置されており生産性向上の障
害になっている。特定の人に負荷がかかり過ぎて
いないか？　特定の人のみに任せず他の人でもで
きるようにする、その人でなくてもできる仕事を
肩代わりするなど対処策はいくらでも考えられ
る。「ボトルネック」という着眼点をもてば、仕事
に取り組む姿勢が変わってくる。

図表 5　ボトルネック（制約条件）
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出所：（株）ロゴ

（4）「問題」ではなく「症状」ととらえる
　どうも熱があり頭痛がする、セキも出てきたし、
のども痛い、ということで、解熱剤、鎮痛剤、せ
き止めなどのクスリを使うとすれば、それらはす
べて「対症療法」である（「もぐらたたき」とも言
う）。これで一時的に症状は抑えられるかもしれな
いが完全に回復するかどうかはわからない。

図表 4　見える化で「的外れ」をなくす
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出所：（株）ロゴ
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　良い医師に診てもらうと、それらの症状から「ど
うも肺炎のようです」と診断する。根本原因がわ
かれば、それに対処する的確な処方を見つけられ
る。
　何でも「問題」と言うのは、問題な表現である。
　問題を「症状」と言い換えると、「いくつかの症
状には根本原因があるのでは」という発想が出て
くる。例えば、スケジュールが遅れがちだとする。
対策として「進ちょくの確認をもっと小まめにや
る」のは完全な対症療法（もぐらたたき）である。
逆効果になることが多い。
　スケジュールが遅れる根本原因は、もともとチー
ムの実力値を超えたスケジュールだったりするこ
とが多い。この場合、進ちょくをいくら確認して
も意味が無い。確認のために現場の時間を浪費す
るだけだから逆効果になる。（図表6）

図表 6　「問題」ではなく「症状」ととらえる
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出所：（株）ロゴ

こぼれ話：  米国映画に見る鬼の上司と部下の
やる気

　『プラダを着た悪魔』（The Devil wears 

Prada. 2003年）はご覧になった方も多いと

思う。

　有名ファッション誌の編集部に第2秘書と

して採用された文才はあるがファッションには

無関心な女性と鬼編集長（女性）が登場する。

編集長は仕事に対する要求水準がケタ外れに高

い。仕事が不首尾だと厳しい叱責が飛び、その

上、朝令暮改（頻繁なスケジュール変更）があ

る。公私混同（子女の宿題をやらせる、食事を

買いに行かせる、飼い犬の散歩をさせる等など）

もはなはだしい。編集長のいる世界と第2秘書

が今いる世界、この2つの階層が描かれてい

る。それでも第2秘書が辞めずにがんばるのは

なぜ？　第2秘書の勤労観は？　編集長は「み

んな私のようになりたいのよ」と考えており、

第2秘書の勤労観はそのような上昇志向に支

えられているとも考えている。米国は階層社会

であり、編集長のいるあちら側と一般市民のい

るこちら側とに分断されているように見える。

　上昇志向があり積極的にあちら側に移りたい

人、そういうことを全く考えない人、いずれも

自分で選択し、あえて反目することもない。そ

ういう自由意志が米国社会の基本にあることを

感じさせるとともに、日本人の勤労観はどうか

という事を考えさせられる。

3．  自主自律をベースにしたわが国独自の
カルチャーを活かす

　前項で、合理的な仕事の進め方としてプロジェ
クトマネジメント（PM）を紹介した。PMの活用
について、わが国は欧米諸国とは周回遅れの位置
にあるのではないかと思う。PMだけで労働生産
性の遅れを取り戻すのは難しい。また、わが国の
カルチャーとぴったり合うということもない。PM
については、良いとこ取りをすればよい。最も重
要なことは、もともとわが国にあるスジの良いも
のを活かすことである。

（1）製造現場の5S活動とは
　5Sはカイゼン活動のスローガンであり、職場で
徹底すべき5つのことである。見かけは単なる「お
掃除活動」のようであるが、実は奥が深い。海外
では日本の「カイゼン哲学」と称されることもあ
る。5Sの内訳を次に示す。
①整理　不要なものを捨てる
②整頓　誰でも使えるようにする
③清掃　職場をいつもきれいにする
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④清潔　 維持管理の仕組みをつくり職場を正常な
状態に保つ

⑤しつけ　 ルールを守り自主自律的に5Sを推進
できる人材を育成する　

　①～③（3S）は日々の行動であり、初期の導入
として3S活動から開始することも多い。
　④⑤は高度なレベルのマネジメントである。
　長期にわたり活動を継続している組織は「強い
組織」である。「強い」とは環境変化に対する対応
力が高いことを意味している。海外に製造拠点を
もつ日系企業は、世界各地で5S活動を展開して
いる。

　筆者はロシア日本センター（外務省が支援する
現地NPO）の招請により、2015年 3月に初めて
カイゼンセミナーの講師を務めた。それ以来、4
回にわたってロシア出張を継続している。ちなみ
にロシアにおける「カイゼン」は「日本の優れた
マネジメント」の総称である。ロシアの受講者は、
真剣そのもので熱心である。日本に対する興味関
心が高く日本製品や日本そのものに尊敬の気持ち
があることを強く感じた。初回の出張については、
本誌2015年 9月号と 10月号に「ロシア4都市カ
イゼンセミナー」として投稿した。
　セミナー終了後にカイゼン活動（5S）を進めて
いる事業所見学を依頼している。この3年で 10
社をこえる事業所を訪問した。

（2）  ロシアカイゼンセミナーで発見した5Sの
威力

　昨年10月ビリャンスクでセミナーが開催され
た。同市はモスクワから特急電車で約4時間の地
方都市である。そこで興味深い質問があった。同
行した講師がカイゼン事例を説明したときのこと
である。
　既存工場のスペースに（建物を増築することな
く）、製造ラインを増設した事例である。既設の3
本のラインをすべて短縮化して空きスペースをつ
くり、そこに4本目のラインを新設することがで

きた。これは、製造・生産技術・設計などの合同
チームが一致協力して成し遂げた典型的な成功事
例であった。
　受講者の質問は「それはカイゼン提案によらな
くても、経営者が技術陣にそのように指示すれば
同じ結果が得られるのではないか」。なぜわざわざ
カイゼン提案なのか、といった感じの質問であっ
た。
　ロシアでは、経営陣に対して従業員は基本的に
敵対的であるとのことであった。従業員は上司の
指示によって動くのである。一方、わが国のカイ
ゼン活動、特に5Sは自主自律が基本である。受
講者の質問（疑問）は当然のことであったと思う。
　この日のセミナー終了後、カイゼン活動に熱心
な事業所を訪問した。見学したのは鋳造工場であ
る。ここでの現場の雰囲気やわれわれ訪問者への
応対などで、同行した講師が「日本の現場と雰囲
気が似ている」と言うのである（彼は初めてのロ
シア出張であった）。
　日本と似ていると感じるのは次のようなことで
ある。取り組みを熱心に説明する、手づくりの設
備がある、管理職との対話に率直な雰囲気がある
（風通しが良さそう）、カイゼン提案が掲示されて
いる…。そのような類似点から、あらためて「日
本と似ている」事業所を思い出してみた。（図表7）

図表 7　雰囲気が日本と似ている！

・乗用車販売 整備工場（チュメニ）

・マットレスなど寝具製造（コブロフ）

・鋳造工場 電車向け部品製造（ブリャンスク）

・セルフサービスレストラン（サンクトペテルブルク）

・おにぎり屋さん（モスクワ）

カイゼンに熱心なロシア企業の印象
5Sを実践しているところはひと味違う

出所：（株）ロゴ

　筆者と同行講師の結論は、5Sを進めていくと自
主自律の気風が育つのではないかということに落

ホワイトカラーの労働生産性向上３つの観点
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ちついた。これはロシアに限らずわが国において
も、マネジメントにおける大きな力、威力という
べきものであろうと二人の意見が一致した。

（3）5Sの意味と価値を考える
　昨年のロシア出張から帰国してさらに考えてみ
た。
　5Sはわが国の製造やサービスの現場では常識と
して展開されているが、いわゆるホワイトカラー
の職場への展開はまだ少ないようである。そこで、
5Sの意味と価値について考えてみた。結論は次の
とおりである。
　意味： 活動に取り組む人たちのマインドの見え

る化ができる
　価値：職場に自主自律の気風が育つ
　マネジメント不要の組織ができる、これでは言
い過ぎになるだろうが、そのような方向に動くこ
とは間違いない。働き方改革、仕事の進め方改革、
いずれにおいてもわが国にとって大きな助けにな
るのではなかろうか。宝は身近なところにあった、
という気がする。

（4）働き方改革の目的は働く人のQOLの向上
　本稿の初めで「何のための働き方改革か」と述
べた。また、日本経済が先進国として競争力と豊
かさを保持しているかについても大きな疑問符が
つく見解を紹介した。労働時間が20年間も変わっ
ていないようでは、豊かさを保持しているとは言
えないのである。
　QOLは各人さまざまで多様なはずである。労働
観についても生涯現役でいたいという人もあれば
早期に仕事をやめたい人もある。副業禁止を解除

する会社が増えることで、各人の勤労観がさまざ
まであることもさらに明らかになるだろう。働き
方の選択肢が広がることは良いことである。いず
れにせよ、QOLは各人が自ら追求するものである。
　同じ会社で共働きしている、あるご夫妻はQOL
を自然体で実行している。間もなく初めての出産
を迎えるので、妻（母）は出産日から1年間休職
する予定である。そして同時に夫（父）も休職する。
当然のことながら会社規定には父親を対象にした
長期休暇はない（若干の育児休暇とその手当ては
ある）。夫（父）の思いは「最初の子供の成長を1
年間妻と一緒に見守りたい。人生で2度とない機
会だから」。それを聞いた社長は「わが社にもそう
いう若者たちが現れたか」と感慨しきりであった
とのこと。QOLの向上と声高にとりあげることは
恥ずかしいと感じるかもしれないがそれを実行す
る人たちはすでに少なからずいるのである。
　時代は確実に変化している。（つづく）（次回は、
2018年 11月号に掲載予定です。）
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