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はじめに

経済財政諮問会議の答申「日本経済の進路と

戦略―新たな創造と成長への道筋」（2007 年 1 月）

は、少子高齢化に向かう日本経済の成長加速のた

めの取り組み・道筋を示したものである。特に、

第 3章は「新成長経済」実現に向けた戦略として

「生産性向上への取り組み」を挙げている。それ

は、製造業にとどまらず、サービス産業について

も生産性を向上させることを提言している。

これを反映して本年の経済関係の白書は軒並

み「生産性」をキーワードに取り上げている。例

えば、内閣府「年次経済財政白書」（副題「生産

性上昇に向けた挑戦」）、経済産業省「通商白書」

（同「生産性向上と成長に向けた通商戦略」）、内

閣府「世界経済の潮流　2007 年春」（旧海外経済

白書、主題「先進国の生産性等の動向と世界経済

見通し」）などで、「生産性」が副題や主題に登場

している。

日本経済の牽引役である製造業の生産性を持

続的に高め、遅れているサービス産業の生産性

を向上させる有効な方策は何か。それには生産

性向上の先進事例からヒント、アイデアを得る

ことが肝要であろう。ここでは、生産性向上で

実績を上げている製造業の事例を、特に作業者

の意識、つまり、それを労働強化と感じている

か、あるいは働き甲斐と受け止めているか、と

いった観点にも着目して考えてみたい。また、

サービス業、地方自治体では、製造業に学んだ

事例を取り上げる。なお、生産性の定義はいろ

いろあるが、ここでは主として労働生産性につ

いて考えることにする。

以下では、生産性の向上で成果を上げている

大島造船所、キヤノンと中国にある日系企業のブ

ラザー工業、オムロン、さらにサービス業の病院、

クリーニング業、郵便局、地方自治体の取手市の

事例を見てみよう。

生産性向上の原動力は「働き甲斐」？　
―企業・自治体の事例から―

高橋 健治（たかはしけんじ）
常務理事特別上席エコノミスト
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究所産業経済調査部長を経て、2002年 6月東レ IR室次長。2004年 10月から
現職。

Point
1 世界一生産性の高い造船所、大島造船所は、4隻同時建造、独立分散型の生産工程などで高い生産

性を上げている。労使の一体感、向上意欲もその一因。
2 トヨタ生産方式は多方面で導入されているが、その真髄は「ムダの排除」である。
3 キヤノンのセル方式は、トヨタの「多工程持ち」がヒント。従業員のやる気、働き甲斐を高め、

創意工夫によって生産性が大きく向上している。
4 中国の日系企業でも、作業者の企業帰属意識を高めて生産性が向上。
5 サービス業、地方自治体も、製造業に学び、効率を上げた例がある。
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Ⅰ．生産性が向上している製造業の事例
1．世界一生産性の高い造船所―大島造船所

（１）生産性世界一の評価

長崎県にある中堅造船所、大島造船所は、2年

半前に本誌で紹介したことがある（経営センサー

2005 年 6 月号「世界一生産性の高い造船所―大

島造船所を訪ねて－」）。2001 年、米国のM大学

の教授は、世界 26 社の造船所（アジア＝ 10、欧

州＝ 10、米国＝ 6、造船所名は非公表）の生産性

を調査し、その結果、大島造船所が世界で一番生

産性が高い造船所と評価した。生産性の算出には、

全従業員数、製造人員比率、年間労働時間数、建

造隻数、工場配置と環境などの項目が使われてい

る。最近、再び現地を訪問し、工場を見学する機

会があった。現在、同大学が 2回目の調査を実施

中という。

（２）生産性が高い背景

大島造船所の生産性が高い要因はいくつかあ

る。

①バルクキャリアーに特化…平成 3 年（1991

年）からタンカー建造をやめ、5 ～ 6 万ト

ン級のバルクキャリアーに特化した。バル

クに絞れば材料も調達し易く、設計も人材

も集中でき、コストダウン効果が大きい。

② 4 隻同時建造…かつて旧運輸省の規制で 1

ドック当たり 1.5 隻しか建造できなかった

が、平成 9 年（1997 年）以降、規制解除で

4隻の同時建造が可能になった。ドックが 1

基の場合、大型タンカーを建造すると他の

船を建造するスペースがなく、ドックが空

くまで待つしかない。しかし、5 ～ 6 万ト

ン級バルクキャリアーであれば、4 隻同時

に建造することが可能で、1 ドックの弱み

を強みに変えた。

③独立分散型…鋼材切断、溶接、ブロックの

組み立てを 3 カ所で行う独立分散型にして

いる。生産工程が連続していると前後の工

程のスピードに影響されるが、独立分散型

にすると各工程で創意工夫を発揮でき、効

率を限りなく高めることができる。また、

部品生産工程でベルトコンベア方式を採用、

組み立て・塗装過程を 550 トンのキャリア

ーを使って移動、これによってクレーンを

少なくし、危険減少とエネルギー節約を行

っている。また、生産工程にある建屋は、

天井が高く、吹き抜け構造で、労働環境の

改善と塗装の品質向上に役立っている。

④広大な敷地…創業時、50 年、60 年先を見据

え、広い敷地を確保し、拡張余地を残して

いたことが幸いし、レイアウトの変更が比

較的容易にでき、生産性向上につながって

いる。生産方式については、ある大手造船

会社の生産思想をベースにしているが、そ

の造船所は敷地が狭く、その方式の効果が

十分発揮できなかったという。

（３）年間約30隻建造、将来60隻も視野に

現在は、部材の切断・組み立て・塗装などの

工程に約 4 カ月、ドックに約 1.5 カ月など、合計

6.5 ～ 7 カ月でバルクキャリアー 1 隻が完成して

いる。1 年間では、約 30 隻を建造、これは工場

稼働日（240 日）で換算すると、8 日に 1 隻進水

している計算になる。10 年前は年間 10 数隻であ

ったことからすれば、生産性は 2倍に高まったこ

とになる。将来的には 48 隻、60 隻建造も視野に

入れている。

（４）強みは労使の一体感、向上意欲

もっとも、上記の要因だけであれば、広い用

地が確保でき、人件費の安価な中国、韓国の造船

会社がいずれ大島造船所を上回る生産性を上げる

かも知れない。しかし、大島造船所の本当の強み

は、経営者・従業員の一体感、向上意欲ではなか

ろうか。役員・社員は、大阪造船所などの親会社
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出身、他社出身、中途入社、定期採用などの「寄

せ集め集団」である。しかし、完成した船の命名

引き渡し式には、いつもお年寄りから幼稚園児ま

でボランティアで集まって旗を振るなど、昔から

地域住民との関係も緊密で、労使の一体感も強い。

加えて「世界一生産性の高い造船所」という評価

に自信を持ち、さらに上の目標に向かって一致団

結している雰囲気が生産現場の作業員からも伝わ

ってくる。技術面でも、バルクに特化したことに

よって、「バルクに生きるなら、他社に負けない

ものを」という、意気込み、創意工夫につながり、

独自の技術が次々と誕生している。

また、高い生産性だけで韓国、中国の安値競

争に勝てるとは限らない。受注してはじめて売上

が立ち、利益が確保される。そのため、徹底した

合理化、コスト削減による競争力向上にも力を入

れている。これも従業員との一体感、協力がなけ

れば容易に実現できないことである。

加えて、昨年 6 月、トヨタ自動車出身の中川

氏が社長に就任した。造船技術と、かんばん方式

で名高いトヨタ生産方式が融合し、さらに生産性

の向上が見込まれよう。将来の 48 隻、60 隻建造

構想も現実味が増すゆえんである。

2．トヨタ生産方式

（１）7つのムダの排除

実際、「生産性」に関しては、トヨタ生産方式

の評価が高い。製造業のみならず、サービス業で

も応用されている例は多い。そこで、トヨタ生産

方式の真髄を簡単に振り返ってみたい。トヨタ生

産方式の概要は、大野耐一『トヨタ生産方式』

（ダイヤモンド社）に詳しい。その基本方式は、

「企業の中からあらゆる種類のムダを排除するこ

とによって生産効率を上げること」とされている。

トヨタがムダと考えるものは 7つある。

①つくりすぎのムダ

②手待ちのムダ

③運搬のムダ

④加工そのもののムダ

⑤在庫のムダ

⑥動作のムダ

⑦不良をつくるムダ

（２）ムダに気がつくのは現場の作業員

こうしたムダに気がつくのは、経営トップや

管理者であることより現場の作業員であることが

多い。彼らが日頃から持続的に改善策を提案し、

ムダを排除することで生産性を向上させ、それに

よって、一人一人の働き甲斐をさらに高めること

ができると考えている。

トヨタの生産方式では、「ジャストインタイム」

が有名である。必要なものを、必要な時に、必要

なだけ、おのおのの工程が供給することで、いわ

ゆる「かんばん方式」である。さらに、「多工程

持ち」も重要である。1 人の作業者が複数の工程

をこなすことで、単純作業と比べれば、作業者の

負担は増加するが、創意工夫の余地があり、働き

甲斐を感じ、熟練すれば生産性向上につながる。

このように、トヨタ生産方式は単なる手法で

はなく、その背後にある社員のムダ排除の意識、

自らの創意工夫がより重要と思われる。事実、ト

ヨタ生産方式を真似る企業は多いものの、それに

よって持続的に生産性を向上させることが意外と

難しいと言われている。それは、生産方式の形式

だけを導入しているため、作業者から「労働強化」

と受け取られ、労働意欲が高まっていないからで

はなかろうか。

3．キヤノンのセル方式

では、実際に「トヨタ生産方式」がうまく機

能している例を見てみたい。以下は、キヤノンの

事例である。
（１）トヨタ生産方式がヒント

キヤノンの「セル方式」は、生産性向上に大

きく貢献している。そのセル方式は、トヨタ生産

方式をヒントに開発された。ベルトコンベア方式

と、セル方式を同時に配置したとすると、作業の



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.12 経営センサー
29

生産性向上の原動力は「働き甲斐」？　

29

初期段階では、ベルトコンベア方式のほうが生産

性は高い。しかし、作業に慣れてもベルトコンベ

ア方式では同じ速度での作業であり、個人の技術

の向上が生産性向上につながりにくく、工場全体

ではさらに生産性向上につながりにくい。

一方、セル方式は、初期段階は、作業が大変

で、生産性はあまり上がらないが、作業に慣れて

くると、作業者の熟練度が増し、生産性が徐々に

向上し、つれて、工場全体の生産性も上がる。ま

た、ベルトコンベア方式と比べると、作業員がも

のづくりに参加しているという意識が強く、業務

に対する達成感、満足度が違う。生産性向上には

限度がないので、やる気も大いに刺激されるわけ

である。

セル方式は、79 年に長浜工場で最初に導入さ

れた。その方式に慣れてくると、次第に作業者の

生産性が向上した。3 年後にはほとんどの工場が

導入を開始、2000 年 4 月からは、海外でも導入

し始めた。02 年 9 月、国内外の 54 工場がすべて

セル方式になった。

（２）数字に見るセル方式の効果

セル方式を採用して、生産性は数字的にどの

ように向上したのか。まず、仕掛品在庫は、それ

までの平均 20 日から 4 ～ 5 日に短縮された。ま

た、ジャストインタイムも導入し、3、4 日分あ

った部品在庫は 6時間分になり、運転資金も分縮

された。

工場スペースも、大幅に節約された。廃棄さ

れたベルトコンベアの長さは 2 万 m あまり。自

動倉庫 48 システムを撤去、合計で 86 万 9,000m2

のスペースが空いた。これによって、工場の空い

たスペースを製品の一時保管スペースとして利用

でき、全国で借りていた倉庫面積を半分以下に減

らすことができ、年間 20 数億円の保管費が削減

できた。この結果、連結ベースのフリーキャッシ

ュフローは、97 年 12 月期の 225 億円の赤字から、

2000 年 12 月期 1,338 億円の黒字になり、03 年 12

月期は 3,657 億円の黒字になった。

セル方式は、多品種少量生産に向いたシステ

ムである。「段取替え」にそれまで 1 日掛かって

いたが、セル方式では多品種を並行してつくるこ

とができる。

また、プリンターのカートリッジの製造に必

要な人数は、以前は 1 ライン 42 人であったが、

自動機の導入で 7 人に、その後、1 人になった

（坂爪一郎『御手洗冨士夫　キヤノン流現場主義』

東洋経済新報社）。

（３）変わり始めた作業者の意識、評価

1 人で組み立てる人は、完成した機械に自分の

名前をサインすることができる。そのため品質に

対して非常に強い責任を持ち、仕事に誇りを持つ。

また、作業者自身に当事者意識が芽生え、作業に

関する創意工夫も進んで行われている。

セル導入をきっかけに「マイスター制度」を

導入した。これによって、今までベルトコンベア

で決められた作業だけをしてきた人に挑戦する目

標ができ、職場が活性化した。

評価方法も、ベルトコンベアでは、スピード

が決められているため、完成品の良品率で評価さ

れたが、セル方式では個人の技能の向上を評価す

ることができるようになった。このように、セル

方式導入は作業者の働き甲斐を高め、生産性を上

げることができたのである。

4．珠海兄弟工業有限公司（珠海ブラザー）

海外でも、トヨタ生産方式の成果が上がって

いる事例がある（日経情報ストラテジー　2007

年 5 月号）。珠海兄弟工業有限公司（珠海ブラザ

ー）は、家庭用ミシンやラベルライターを製造し

ているが、総経理は「ブラザーの工場でナンバー

ワンになろう」という目標を掲げ、最初に人材教

育を行った。それは挨拶運動と、5S の徹底であ

る。5S とは、整理、整頓、躾
しつけ
、微笑（スマイル）、

速度（スピード）である。従業員の意識を改革し、

会社への帰属意識を高めなければ、生産性向上が

持続しないと考えたからである。
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それがある程度軌道に乗ってからセル方式を

導入した。以前は、35m のベルトコンベアであ

ったが、これを家庭用ミシン製造では U 字型の

作業方式にし、複数の従業員が組み立てるととも

に、前工程と組み立て工程間でかんばん方式を採

用するなど、大胆な生産革新を行った。この結果、

取り組みから 3年で生産設備を増強することなく

月産 13 万台から同 20 万台へと 1.6 倍に増やすこ

とができたのである。

セル方式は、広い視野から観察でき、遠くか

らでも何が起きているかが見える方式でもある。

例えば、視野が広ければ、作業に不具合が生じた

場合、製造や生産管理などの担当者が 1分以内に

現場に急行することができる。また、通路を歩く

だけで組み立て工程時に発見した不良部品在庫が

基準以下かどうか、一目で分かる。

とはいえ、U 字ラインなどの製造方式の変更

は、すんなりと進んだものではなかった。挨拶運

動が行われていても、導入半年くらいは「幹部に

言われたから仕方なしにやっている様子が見て取

れた」のである。そこで、改めて「なぜやるか」

という動機付けが必要であり、改善することが楽

しいと教えることが不可欠と、管理者は感じたと

いう。このため、朝会では、毎朝 7時から現地採

用の幹部ら 11 人を集め、毎日の売上、利益など

の情報を開示し、会社の状況を共有している。

その後家庭用ミシンを 1 人で組み立てるセル

方式の導入、これまで 10 ～ 30 人でやってきたU

字の組み立てを 1 人でこなした。2006 年には 10

人のマイスターを養成し、これから 2 年間で 100

人増やす予定であるという。

5．オムロン大連

中国にあるオムロン大連も、セル方式を導入

し、成果を上げている（日経情報ストラテジー

2007 年 5 月号）。それまでは直線のベルトコンベ

ア方式で生産していたが、それをセル方式へ転換

した。1 人当たり生産性は 2003 年度から 4 年間

で約 50 ％向上した。生産改革の進め方は改善チ

ームの自主性に任せた。かんばん方式で仕掛品在

庫（完成したポンプ）はセル方式導入前の 1/15

となる 2,000 個まで減らすことができた。

ベルトコンベア方式では 22 人で 22mのライン

で流れ作業であった。直線セル方式では、10 人

での流れ作業となる。それが一部をトンボの羽根

の形にした組み立てラインでは、4 人で製造し、

検査の専任者を羽根のところに配置した。丸型と

直線を組み合わせたラインでは、組み立て要員を

6人に増強することができた。

ベルトコンベア式では、作業者は「労働者」

として、「歯車」的な役割を期待されていた。し

かし、セル方式では、「職人」、「プロフェッショ

ナル」的な役割を期待され、働き甲斐、労働意欲

も高まっている。それが生産性向上に大きく影響

している。

Ⅱ．サービス業、地方自治体の事例
1．サービス業でも「トヨタ生産方式」を実践

「トヨタ生産方式」は、製造業だけでなく、サ

ービス業でも試みられている。例えば、病院でか

んばん方式が採用され、患者の待ち時間を削減し

ている例がある（経済産業省　「サービス産業に

おけるイノベーションと生産性向上に向けて」平

成 19 年 4 月）。これまでは、予約患者も予約がな

い患者も同じ医師が診ていたが、これを予約患者

と予約なし患者の担当医を分けることで、医師 1

人当たりの仕事量を平準化すると同時に、診療待

ち時間を大幅に短縮できていると言う。

さらに、クリーニング業の場合、従来は工場

に大規模な洗浄・乾燥システムを導入し、効率化

を図っていたが、持ち込まれる衣料は素材、形、

汚れも多種多様で、その効率化が求められていた。

そこでかんばん方式を取り入れた多品種小ロット

洗浄機などを導入することによって「多品種少量

生産」体制に移行することができ、生産性を上げ

ている。

一方、郵便局の一部でも、ムダを徹底排除す

るための「トヨタ生産方式」が導入され、業務の
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効率化に取り組んでいる。ただ、これは、必ずし

もうまく機能していないようだ。それは、業務の

効率化が上からの押し付けであり、労働強化につ

ながるとして作業者から批判的な声が一部にある

からと言われている。

2．地方自治体の選挙開票

地方自治体の選挙開票作業で、時間短縮、効

率化に取り組んでいる事例がある。
（１）選挙開票作業時間を大幅短縮

選挙の開票作業が「2時間 15 分」から「47 分」

へと大幅に短縮―。これは、2007 年 4 月 22 日に

行われた統一地方選挙における茨城県取手市長選

挙での出来事である。その大幅短縮に、実はキヤ

ノンの「セル方式」が貢献している。

4年前の市長選挙では、夜 9時から開票作業が

開始され、11 時 15 分に終了した。今回は、「10

時終了」を目標に設定、結果は隣接町との合併に

より有権者が 6.5 万人から約 8.5 万人に増加した

にもかかわらず作業時間を大幅に短縮し、目標よ

り早い 9 時 47 分に作業を終了した。この時間短

縮の秘策を探るため、取手市役所を訪問し責任者

に取材した。

（２）キヤノンのセル方式が選挙開票に貢献

どのようにして効率を上げたのか。それには民

間のアドバイスがあった。市役所の近くにキヤノ

ン取手事業所がある。キヤノンは、製造をベルト

コンベア方式からセル方式に転換し、生産性を高

めたことで有名である。以前、市長（当時）が事

業所を訪問し、生産性の高さに驚嘆し、今回、指

導を受けることになった。例えば、従来、作業者

はスリッパ履き、服装は自由で、座って開票作業

を行っていたが、今回は、指導により運動靴、作

業服で、立って作業を行った。作業配置も、開票

作業を大テーブル 4台から卓球台型の 8台に分け、

8人構成でフルに作業できる態勢にした。また、従

来、作業は流れ作業式で、開票、点検、集計、再

点検に分かれていた。そのため、開票を行ってい

る間、点検、集計、再点検の作業者は傍観してい

た。

今回は、4つのグループに分け、グループ単位

で開票から再点検まで一貫方式で完結するセル方

式を採用した。そのため、1 人が複数の作業を担

当、立つ位置まで事前に指定した。また、集計作

業では、以前は 100 枚単位でホチキス留めしてい

たが、100 枚をゴムバンドで、さらに 5 束（500

枚）をゴムで留め、再点検作業がやり易く、また

効率よく行えるようにした。この結果、作業の正

確さを確保する一方で、作業者負担も大きく軽減

することができた。

（３）市職員の意識改革も

今回、事前に、開票作業時間短縮では先輩格

の福島県相馬市の状況を全員がビデオで視聴し、

作業手順をイメージした。市長も、前もって作業

者（120 人）を 3 回に分けて直に訓示し、作業者

の目標意識を高め、前々日、前日には開票作業の

リハーサルも行った。

実は、開票作業の効率化に着手したのは 2006

年 12 月 10 日の県議会議員選挙の時が最初であっ

た。しかし、その時は事前準備が 2 週間と短く、

目標時間を 2分オーバーし、作業者は悔しい思い

を味わい、今回、自らも工夫して時間を短縮しよ

うという意欲が盛り上がっていたという。

今回の出来事は、取手市職員にとっては業務

改善や効率化の貴重な体験であり、日常の公務に

も反映させようという意識改革につながったとい

う。後日、取手市の選挙責任者である総務部の課

長は、県の主催する市町村関係者の会合で、取手

市の選挙の取り組みについて講演を行った。こう

した取手市の取り組みが、他の市町村にも広がっ

ていくことが望まれる。

（４）府中市なども選挙開票をスピード化

選挙開票のスピード化の取り組みを行ってい

る地方自治体は意外と多い。府中市、小諸市、相

馬市などでも行われている。府中市の場合は、67



経営センサー　2007.12

経済・産業／トピックス

32

経済・産業／トピックス

32

年に市議会議員選挙の開票を、それまでの競艇場

の機械を利用していたのを選挙専用に改良し、

「紙幣計数機」を用いて開票のスピード化を図り、

その後も特殊な投票用紙を使うことで投票したと

同時に、投票箱のなかで自動的に開く用紙を使っ

て効率を上げている。

おわりに

企業の競争力は、イノベーションなどにより

新技術、新製品を開発し、ライバルに対して優位

性を持つことが必要だが、それだけでなく、持続

的な生産性の向上も重要である。しかし、トヨタ

生産方式など先進の生産方式を導入している企業

はあるが、必ずしも期待した効果が表れていない

ところもある。上述したいろいろな事例から見る

と、持続的な生産性向上とは、従業員が新しい方

式を労働強化と受け取らず、やる気、働き甲斐を

感じ、自ら創意工夫することによってはじめて可

能になるのかも知れない。

また、サービス業、地方自治体も、生産性向

上で定評のある製造業に学べば、効率化に大いに

役立つことがいろいろあると考えられるし、それ

をきっかけに作業者が効率を上げることの喜び、

達成感などを感じることができれば意識改革にも

つながろう。
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