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第 1 章 はじめに：研究の背景 

 

本論文は、組織設計が生産現場における継続的な改善活動（収益性向上のために作業や

工程を変化させる活動の集合体）の成果に与える影響について、実証分析と仮想実験とを

用いて考察するものである。これまで、改善活動に関する既存研究は、継続的改善活動

（Continuous improvement activities）全体を構成する個別改善活動（Kaizen events, 

Kaizen projects または改善プロジェクト）のプロジェクトごとの①完結性②小規模性③工

程革新性や、こうした活動を遂行する組織の④分権・民主的特徴などを前提とした規範的

な継続改善組織についての議論が多くみられた。既存研究はまた、こうした規範論的な観

点からみて、成功した個別改善活動の具体的記述をおこなってきた。こうした状況に対し

て、本研究は逆に、一群の個別改善活動の時間的継起そのものの実証的研究を土台にした

継続改善活動論を展開する。すなわち、規範的な継続改善活動組織論→個別改善事例研究

という既存研究の論理展開に対して、実証的な個別改善事例研究→実証的な継続改善活動

組織論という論理展開をおこなうという特徴を持つ。さらに、こうして実証的に観察され

た個別改善活動群が必ずしも「完結性・小規模性・工程革新性・組織的分権性1」といった

前記の規範的特徴に一方的に限定されず、むしろ「連結性・規模的異質性・製品革新性・

組織的複雑性2」なども観察されること、そのいわば集計的結果として継続的改善活動に規

模的分布等の多様性（バラツキ）が観察されること、そうした多様性に対して継続改善の

組織設計（分権的作業組織・工場技術員制・本社生産技術組織など）が影響を与えること、

といった点を実証的に示すのが本研究の狙いである。 

これまで、既存研究において、生産現場の改善活動を促進する方法論確立を目的として、

生産工学・経営工学的に改善活動全体（＝個々の改善活動の集合体）の問題発見・解決の

規範を提示するといったことがおこなわれてきた（今井, 2011; 河野, 2007; 新郷, 1977; 

Shook, 2009）。その一方で、個々の改善活動を分析単位とし、その特性やパターンの企業

間での差異を実証的に分析し、差異発生の原因を社会科学的ないし経営学的に考察する研

究は比較的少なかったとされる（Glover et al., 2014）。そのため、経営工学的に測定される

改善活動の成果と、社会科学的に論じられる個別企業のマネジメントの要素との間に、い

かなる関係が存在するのかについては必ずしも明らかでなかった。改善活動をめぐる規範

                                                   
1 本章の後段および本論文第 2 章・第 3 章でより詳細に述べられる。 
2 これについては本論文第 4 章・第 5 章で主に議論される。 
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論的な議論では、たとえ企業間に改善活動の成果・特性にバラツキが生まれたとしても、

それは継続的改善活動の理念型を前提とした導入成功例・失敗例の比較として捉えられる

ことがある。こうした状況に対して、本論文は、個々の改善活動を分析単位として、改善

活動のバラツキを測定した上で各社のパターンの特徴付けをおこない、企業ごとに差異が

発生する原因を経営学的な観点から考察する。 

一般的に改善活動は、生産現場組織による工程・作業の変化の積み重ねであるとされ（伊

原, 2017; 今井, 1988; 新郷, 1980）、その目的は生産性向上・生産リードタイム短縮・製造

品質向上・様々な意味でのフレキシビリティ向上（QCDF または QCTF と略称される）と

いった産業競争力強化であると考えられているため（Adler et al., 1999; Cusumano, 1994; 

藤本, 1997; 藤本, 2012; Fujimoto, 2014）、本論文においても、こうした目的のもと実際の

企業においておこなわれている活動を「改善活動」として捉える。上記のような改善活動

については、世界的にもその重要性の認識が広がりつつあり、一例として実務向け英文雑

誌および英文学術雑誌での発表数は 2000 年代半ばから 2010 年代を通じて米国・中国・イ

ンドなどを中心に増加の一途にある（Gonzalez Aleu & Van Aken, 2016）。 

こうした研究の多くは、後の第 2 章でも詳しくみるように、継続的改善活動全体の組織

プロセスとして標準型が存在することを念頭に置いた上での成功事例の紹介を主におこな

っている。その証左として、改善活動を対象とした文献の総括的レビュー研究によれば、

改善活動に関する最近の研究は生産管理系の IE（インダストリアル・エンジニアリング）

的な視点などの実務的なものが半数を超えており、また、学術的な論文であっても社会科

学的な実証や考察に至らず改善成果の標準型の導入成功事例の紹介に終始するものが 3 割

を超える状況にあるという（Glover et al, 2014）。このとき、改善活動に一定の標準型が存

在していると考えてしまうと、標準型以外を採用している企業組織間の比較といった視点

は薄まることになるだろう。そのため、改善活動に関しての議論をより深めるためには、

経営組織論など社会科学的な視点が必要であるとの指摘がなされ3（Choi, 1995）、近年では

社会科学的な理論構築に加えて実証分析の蓄積も必要だという認識がなされてきている

（Glover et al., 2014; Gonzalez Aleu & Van Aken, 2016）。 

                                                   
3 こうした主張の背景として、イノベーション一般のマネジメント要因を探る研究では、経営組織論的な

知見が活用されることが多いことが挙げられる。このような研究では、イノベーションが組織的な活動で

あるとの認識から、組織構造への着目がなされる。このとき、改善活動もイノベーションのひとつである

ならば、イノベーション一般についての研究同様に、改善活動の研究においても組織構造へ着目する必要

性があるという主張が成り立つかもしれない。この点については、本論文第 2 章にて詳述している。 
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ただし、改善活動の組織と成果とのつながりをあまり意識しない文脈においては、経営

組織論分野による改善活動研究の蓄積も存在している。こうした研究はたしかに存在する

ものの、しかし、これらの研究は改善活動に用いられる組織構造が有効であることを前提

とした上で経営組織論的な議論をおこなうことが多く、異なる組織構造を用いた場合に改

善活動の成果にどのような変化が起こるのかといった点について必ずしも実証しているわ

けではない。たとえば、改善活動をおこなう企業の組織構造の実態を明らかにした上で、

こうした組織構造の有効性についての理論的な考察を提示することを目的とする研究群が

いくつか存在する。こうした研究の例として、小集団改善活動・QC サークルに関する経営

組織論的な研究や（Cole, 1979; Cole, 1985; 野中, 1990）、トヨタ自動車と GM の合弁企業

として設立された NUMMI での生産活動を民主的なテーラー主義（Democretic Taylorism）

や学習する官僚制（Larning Bureaucracy）といった概念で捉えた研究群（Adler & Borys, 

1996; Adler et al., 1997; Adler et al., 1999 など）、両利き経営（Ambidexterity）論（O’Reilly 

& Tushman, 2008）、国際自動車プロジェクト（Internatinal Motor Vahicle Project, IMVP）

のデータを用いておこなわれた改善活動をめぐる人的資源管理論研究（MacDuffie, 1995; 

MacDuffie et al., 1996 など）などが挙げられる。 

これに加え、改善活動をめぐる社会科学的な研究として、イノベーション論からの改善

活動研究も存在する。たとえば、改善活動のインパクトについて「小規模でインクリメン

タルだが重要なもの」として指摘した研究や（Abernathy, 1978; Abernathy & Clark, 1985

など）、技術者が主導することが多い研究開発等に対して作業者・作業集団が主要な貢献者

となる民主的・分権的イノベーションであると分類した研究（Bessant & Caffyn, 1997; 

Bessant et al., 2001; Koike, 1998）、改善活動を積み重ね型の工程イノベーションとして捉

える研究（Anand et al., 2009; Varadarajan, 2009））などである。ただし、こうした研究

群もまた、継続的改善をインクリメンタルな工程イノベーションの束と考え、それが有益

であることを、その「束」と財務指標の相関関係等についての統計分析や概念操作から指

摘するにとどまることが多い。また、こうした研究は分類論に終始することが多く、これ

らの研究自体が今後の研究展望として改善活動をめぐる経営組織論的な視点に着目する必

要性を述べることもあった（Choi, 1995; Gonzalez Aleu & Van Aken, 2016）。 

このように、改善活動に関する学術的な研究は様々な分野で蓄積され、それぞれ互いに

補完する考察をおこなっているにも関わらず、それらの分野を横断しながら改善活動の成

果と改善活動をめぐる組織設計との関係を社会科学的・実証的に議論するものは少なかっ
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たといえよう。また、近年蓄積されつつある実証研究群（Farris et al., 2009; Glover et al., 

2011 など）においても、イノベーション論における文脈と同様に、改善活動をステレオタ

イプ的に捉えることが影響して、作業集団主導の分権的な組織設計以外の組織構造を採用

した場合にどういった影響があるかといった、組織構造と改善活動成果との因果関係を意

識した研究が不足している。ここに既存研究のリサーチ・ギャップが存在するというのが

本論文の問題意識である。 

そこで本論文は、マネジメントの一要素としての組織設計に着目し、それが改善活動の

実際の成果パターンにどのような影響を及ぼすか、比較事例分析と記述・推測統計から議

論していき、上記のリサーチ・ギャップの一部を埋めるよう試みる。また、これら 2 者間

に因果関係が想定できるのかについて、組織内の資源配分の在り方とネットワーク形態に

着目し、マルチエージェントシミュレーションの手法を用いた仮想実験によって議論を補

完していく。特に、これまでの改善活動研究において見逃されがちであった、作業現場と

本社技術部門とをつなぐ連結ピン的な「工場技術員」の機能を「ライン内スタッフ制」と

して説明し、こうした組織成員が（たとえ全体の 5%未満といった少規模なレベルであって

も）存在する場合に、改善活動の成果のパターンにどのような変化が生じるかについて実

証的・仮想実験的に分析する。 

また、こうした一連の研究を通じて、イノベーション論の中でしばしば想定された「現

場の作業組織による小規模で独立的な工程イノベーションの集合体」という改善活動観が、

現実の経営における有効な改善活動と必ずしも（常に）一致するわけではない可能性を述

べ、イノベーション論における改善活動の位置づけを明確にしていくことも目的のひとつ

とする。 

以上が本論文全体を通じた問題意識と研究課題である。ここで述べられた問題意識は、

以降の節においてより詳細な疑問、たとえば「なぜ改善活動は尽きることなく生まれ続け

ているのか？」「多数の改善活動が実施される中で、同一産業の企業群が（常に）全ての改

善成果を同様に共有するのか？」「それとも、企業内で創出される改善活動には企業固有の

傾向性があるのか？」「仮にそうした企業間の差異が存在する場合、いかなる要因が上述の

差異に影響するのか？」といったものとして提示される。 
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1.1 競争優位の源泉としての改善活動 

これまで、改善活動が企業の競争優位の源泉になるという指摘は、今井  (1988) や

Bessant (1992) を初めとして何度もなされてきた。改善活動が企業の持続的な競争優位を

もたらす理由として、企業には市場・顧客の要求を満たしつつ販売価格を顧客が許容する

水準に収めた上で、さらに利益の余地を生み出す必要があることが挙げられる。実際に、

日本企業の間においてこうした企業行動が広がっているという（日本銀行統計局, 2000）。

こうした（マークアップ原理・フルコスト原則的でない）原理に基づいて、市場・顧客の

要求と企業の利益を両立させるには、目標として定めた品質、納期（生産リードタイム）、

製品多様性（フレキシビリティ）、生産コストを達成するための持続的な改善活動が必要と

なるという論理が、改善活動の企業経営上の意義を裏付けるものとして提示される。無論、

改善活動が競争優位につながりやすい産業とそうでない産業が存在する可能性もあるが4、

たとえば自動車産業において過去から現在まで競争力を保ち続けてきたのは、生産現場を

中心に上述の持続的な改善活動を実現してきた企業、すなわち「ロングテール型のイノベ

ーション5」に取り組んできた企業群であった（Fujimoto, 2014）。 

これに加えて、資産回転率とフレキシビリティの両立（Hayes & Clark, 1985）や品質・

コスト・フレキシビリティという 3 指標の同時向上達成（Adler et al., 1999）などを可能と

ならしめる経営手法として注目される、トヨタ生産方式・リーン生産方式6（Adler et al., 

1999; Cusumano, 1994; Hayes & Clark, 1985; Womack et al., 1990）もまた、実際には持

続的な改善活動によって創発的に生み出され（藤本, 1997; 野村, 1993; 佐武, 1998）、その

有効性が改善活動によって支えられているとされる（伊原, 2017）。トヨタ生産方式・リー

ン生産方式の根底に改善活動があるという上記の考え方は、トヨタ生産方式の元祖である

                                                   
4 たとえば、市場・顧客の要求が時々刻々と移り変わるような製品を供給する産業においては、特定・固

定化された製品デザインの品質（Q）、生産コスト（C）、納期・生産リードタイム（Dまたは T）、フレキ

シビリティ（F）の向上を目指すメリットは比較的小さいかもしれない。ただし、たとえば生産ラインのフ

レキシビリティ向上のように、経営状況の現状の改善と将来の環境変化への対応（ダイナミック・ケイパ

ビリティ）の両方を同時に狙えるような性質の改善活動の場合、迅速な市場対応にも同時に貢献できる可

能性があろう（Clark & Fujimoto, 1991; Helfat & Winter, 2011; 岩尾・菊地, 2016）。 
5 ある産業において、製品イノベーションと工程イノベーションが交互に生じた後に、特定の製品デザイ

ン（ドミナント・デザイン）の下で持続的な工程・製品の改善（インクリメンタル・イノベーション）が

長期にわたって生まれ続ける状況を指す（Fujimoto, 2014）。 
6 トヨタ生産方式には、自働化による原価低減とジャスト・イン・タイムによる在庫圧縮と資本効率追求

といった目標に近い概念と、多能工化や多工程持ちといった生産手段に近いものとがある（門田, 2006）。

しかも、それらは常に改善されているため、トヨタ生産方式を確固とした生産方式・経営手法として捉え

るよりも、目的と手段が混然一体となった、変化し続ける実践の集合として理解したほうがよいかもしれ

ない。 
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大野 (1978) でも述べられている7。 

こうした、生産現場での改善活動は、上記のように単体で企業に利益をもたらすほか、

製品開発や部品調達といった他の経営機能に対しても経営上の貢献をおこなう可能性があ

る。たとえば、製品開発には試作車や治工具・型枠などの製造・生産をともなうため、こ

うした「隠れた製造・生産活動」の効率性が、製品開発期間を短縮する効果を持つ可能性

がある（Clark & Fujimoto, 1991）。また、製造部門が改善活動の知識を蓄えることにより、

                                                   
7 なお、たとえばトヨタ自動車一社を取り上げてみても、原価改善活動の利益貢献額はトヨタ自動車が損

失を出した 2009 年を除いて年間数千億円規模に達する。以下の図は、トヨタ自動車における原価改善の努

力が利益に貢献する額を計算され始めた 2000 年から現在までの原価改善の効果の推移である. 

 

 
補足１ トヨタ自動車における原価改善効果の推移（出所：有価証券報告書を基に筆者作成） 

 

 ただし、ここには部品や原材料の変更といったバリューアナリシス・バリューエンジニアリング（VA/VE）

活動の影響も含まれている。VA/VE 活動と工場や物流の改善活動を分離して記録した最初のデータである

2015 年および 2016 年のトヨタ自動車有価証券報告書によれば、純粋な工場の改善活動の効果は年間 500

～600 億円である。トヨタ自動車の最終利益が数千億円から 2 兆円の間を推移していることを考えると、

こうした利益のうち工場における狭義の改善活動でも数%、VA/VE を含む広義の原価改善は数十%程度貢

献しているという状況が見て取れる。 

 
補足 2 VA/VE 活動と純粋な工場・物流改善活動の利益貢献額（出所：有価証券報告書を基に筆者作成） 
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サプライヤーに対して提供できる改善活動の知識が増加し、組織間学習を通じてサプライ

チェーン全体の競争力強化につながる場合もある（Dyer & Hatch, 2006; Dyer & Singh, 

1998; Nishiguchi, 1994）。こうした例では、生産部門における改善活動が研究開発機能（部

門）・物流管理機能（部門）の経営指標にまでプラスの影響を与えているわけである。この

ように、改善活動は経営全体からみた生産機能という一部分の競争力強化にとどまらず、

他の経営機能にも影響することで、企業全体の競争力を強化する可能性をも保持するもの

であるといえよう。 

経営にとっての改善活動の重要性は、近年に至るまで広く実務家および研究者から認識

されてきている一方で（伊原, 2017）、改善活動が企業・産業・経済に対してインパクトを

もたらす「イノベーション」であるか否かについては、否定的・肯定的双方の見解が存在

してきた。たとえば、改善活動の重要性を述べた初期の研究の一つである Imai (1986) や

今井 (1988) は、トップダウン型で多額の投資を必要とし本社のR&D部門が主体となる「イ

ノベーション」に対して、投資をあまり必要とせず作業者からのボトムアップ型の提案に

よって生み出される「改善活動（カイゼン、Kaizen）」というように、両者を対比的に描い

ている。こうした見方が生まれた背景として、研究史的にも、改善活動の重要性を述べる

研究群には「本社主導の R&D 一辺倒へのアンチテーゼ」としての側面があったことが挙げ

られる（今井, 2011; Imai, 2012）。たとえば、Bhuiyan と Baghel は、改善活動の源流が 19

世紀から 20世紀にかけていくつかの企業でみられた経営実践と科学的管理法の流行にある

とし、改善活動の特徴は小さな変化の積み重ねにあると指摘する（Bhuiyan & Baghel, 

2005）。改善活動をいわゆるイノベーションとは別個のものとみる立場は、Imai (1986) の

ような初期の研究から、近年のレビュー論文でも触れられている（Singh & Singh, 2015）。 

 これに対し、多くの研究は改善活動をイノベーションの一種であるとし（Abernathy, 

1978; Bessant & Caffyn, 1997; Boer & Gertsen, 2003; Choi, 1995 など）、また、イノベー

ション論と経営組織論の観点から改善活動を捉えた方が示唆に富むとも指摘してきた

（Boer & Gertsen, 2003; Choi, 1995）。このとき、イノベーション研究の古典である

Schumpeter (1934) による「諸要素と諸力の新結合による新しい生産手法、製品、組織、

原材料、市場の創出」との定義に回帰してみると、あるいは生産関数の向上をイノベーシ

ョンとみる Nelson & Winter (1982) の見方を採用してみると、様々なアイデアを多くの経

営要素を用いて実現し新たな生産手法や原材料を生み出す活動である改善活動は、イノベ

ーションとして捉えてもよいかもしれない。 
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ただし、既存研究では、改善活動がイノベーションの一種とされつつも、他の種類のイ

ノベーションとは異なる性質を持つとされることも多い。その場合、改善活動は、産業に

おける製品の決定版であるドミナント・デザインとそれに合った工程のデザインを前提と

した「通常型」イノベーションであり（Abernathy & Clark, 1985）、持続的に生じるイン

クリメンタル・イノベーションであるとされる（Abernathy & Utterback, 1978）。そして、

インクリメンタル・イノベーションとしての改善活動は、生産という効率主義の下で秩序

立った世界でおこなわれるものであって、付和雷同的に同一の方向でのイノベーションは

起こりやすいが（野中, 1990）、「多くの場合は独創というよりは他社と比較した微細な改良

型差異にとどまりやすい（野中, 1990, p. 241）」というように独創的なアイデアが生まれる

余地のない小さいものだとされることも多い。 

次節に詳細を述べる。 

 

 

1.2 インクリメンタル・イノベーションとしての改善活動 

技術向上・潜在顧客獲得を既存製品と同一方向に伸張し、企業の利益を創出するタイプ

のイノベーション活動は、通常型イノベーションと名付けられ、他のイノベーション同様

に産業の興隆に重要な影響を持つとされる（Abernathy, 1978; Abernathy & Clark, 1985）。

そして通常型イノベーションの中でも、規模の小さなものはインクリメンタル・イノベー

ションと呼ばれ、改善活動はその典型的な例である（Abernathy et al., 1983; 野中, 1990）。

インクリメンタル・イノベーションは、単独で既存の技術・市場を変化させることはあま

りないという意味で（ただし、これが積み重なることで成熟が限界点に達し「脱成熟」す

る可能性は否定していない）、産業の既存秩序を大変化させる可能性をもつラディカル・イ

ノベーションに対置されている概念でもある。 

このとき、Abernathy らのいうラディカルとインクリメンタルの境界線は、製品のデザ

イン・ヒエラルキーのどの部分での変化であるかといった観点や、既存技術や既存市場と

のつながりといった観点からのものである（Abernathy et al., 1983）。そして、生産性向

上のような経済的なリターンはむしろ工程イノベーションやその後のインクリメンタル・

イノベーションの積み重ねに依存するところも大きいとしている（Abernathy & Utterback, 

1978）。Abernathy らが引用している Enos (1958) の調査でも、石油精製産業において、

大規模なイノベーション（と投資）よりもむしろ小さな作業改善の積み重ねの方が利益へ
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の貢献が大きかったと報告されている。そのため、Abernathy らの初期の研究成果の一つ

である Abernathy & Utterback (1978) の議論では、「イノベーションというと製品イノベ

ーションを想定する論者が多いが、工程イノベーションやインクリメンタル・イノベーシ

ョンも重要である」と主張することが論文の目的の一つとなっていた（Abernathy & 

Utterback, 1978）。 

ただし、工程イノベーションが重要になるかどうかは産業ごとの特性に依存するという

見方も存在する（Utterback, 1994）。Enos (1958) などの調査は石油・素形材といったプ

ロセス産業のものであり、こうした産業においては「工程数が少ない」という点が自動車

といった組立産業とは決定的に異なるために、工程イノベーションのインパクトが大きく

ラディカルだというのである（Utterback, 1994）。たとえば自動車のうちエンジンの組立

工程には 128 から 129 の細分化された工程があり、これらの工程が 1 つや 2 つ削減された

ところで全体の 1～2%の生産性向上しか見込めないが、プロセス産業のように 4 から 5 の

工程からなる場合には 1 つの工程が削減されることによって生産性が 20～25%削減される

ことは計算上確かである8（表 1）（Utterback, 1994）。 

 

表 1 組立産業における工程数削減の効果（出所：Utterback (1994) の議論を基に筆者作

成） 

 

 

 

イノベーションの中には小規模でインクリメンタルなものから大規模でラディカルなも

のまでが存在するということは、これまで何度も指摘され（Abernathy et al., 1983 など）、

工程・作業改善などのインクリメンタルなイノベーションが積み重ねられることによって

                                                   
8 ただし、ここでは議論の前提として「各工程が等しい粒度・大きさであり工程削減の経済効果が全ての

工程で均一である」という仮定が存在している。また、プロセス産業の場合においても、既存の工程設計

を前提としたインクリメンタル・イノベーションは、工程数の削減をともなうラディカルなイノベーショ

ンが断続的に生じる間に依然として生み出され続けるという（Tushman & Anderson, 1986; Utterback, 

1994）。 

産業種別 プロセス産業 組立産業

工程数 全体で4から5など少数 1部品だけでも100以上

工程数削減のインパクト ラディカル インクリメンタル

既存工程改良のインパクト インクリメンタル インクリメンタル
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産業や企業の生産性が向上することも指摘されてきた（Abernathy & Utterback, 1978; 

Bessant, 1992）。さらに、インクリメンタル・イノベーションは製品・工程イノベーション

とは性質を異にするものであるとも論じられる。たとえば、インクリメンタル・イノベー

ションは産業が成熟した段階で起こり、産業の創成期・成長期に起こるラディカルなイノ

ベーションとは発生時期が異なるとされる（Abernathy & Utterback, 1978）。すなわち、

産業発展の初期段階では、「どのような製品を生産するか」についての合意が形成されてい

ないために多数の真新しくラディカルな製品イノベーションが発生し、やがて市場がそれ

らの製品群から特定のデザインを選択すると、当該デザインがいわば製品の決定版である

「ドミナント・デザイン」となる。それ以後は、この製品設計を前提とした工程が開発さ

れ、生産工程が確定すると、コスト削減を主な理由として工程や製品のインクリメンタル・

イノベーションが主眼に置かれるのである（Abernathy & Utterback, 1978）。 

このとき、ラディカルなイノベーションは産業においてごく稀に生じるものであるのに

対し、インクリメンタルなイノベーションは一産業において多数生じる（Tushman & 

Anderson, 1986; Varadarajan, 2009）。しかも、インクリメンタル・イノベーションは主に

既存企業によって繰り返し創出されるものである（Tushman & Anderson, 1986）。インク

リメンタル・イノベーションのこうした性質は、既存研究によって改善活動にも当てはま

ると想定されてきた（Bessant & Caffyn, 1997; Boer & Gertsen, 2003; Choi, 1995）。改善

活動をインクリメンタル・イノベーションだとする上記の立場は、Abernathy & Utterback 

(1978) のような初期の研究から比較的最近の研究にまで見られ、改善活動は産業において

繰り返し生じるインクリメンタル・イノベーションの部分集合であると考えられている。 

ただし、イノベーション論から改善活動を捉えた場合、若干の疑問も提示できる。たと

えば、1994 年時点において工程数 128～129 とされた自動車のエンジン組立であるが

（Utterback, 1994）、自動車産業に属する企業は、その後 20 年以上に渡って数多くの改

善活動を繰り返しながらも（Fujimoto, 2014）、工程数が 1 にまで削減されることもなく、

改善活動の余地が尽きずに企業競争力の向上に貢献し続けていることはここまででみた通

りである。そのため、「なぜ改善活動は尽きることなく生まれ続けているのか？」という点

は明らかでない。そこで次節では改善活動についての理論的研究の様子を概観していく。 
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1.3 イノベーション論からみる改善活動概観 

改善活動をインクリメンタル・イノベーションのひとつとみなす研究が多い点について

は既にみてきた通りである。このとき使用されるインクリメンタル・イノベーションとい

う概念は、製品設計の小変化なども含んでおり、改善活動よりも広い射程を持ったものと

いえよう（Abernathy & Utterback, 1978）。そのため、改善活動は、他のインクリメンタ

ル・イノベーションを全体集合とした場合にそこからさらに区別される複数要素を持つ部

分集合であると考えられてきたといえる。 

 まず、改善活動は、他のインクリメンタル・イノベーションと同じく産業・企業に小規

模な変化をもたらすという特徴がある（Bessant, Caffyn, & Gallagher, 2001; Choi, 1995; 

野中, 1990）。このとき、改善活動は基本的にはインクリメンタルな「工程の」イノベーシ

ョンであるとされ、同時に個々の改善が積み重なることで大規模な経済効果をもたらすも

のであるとされる（Anand et al., 2009; Varadarajan, 2009）。すなわち、改善活動には一

企業においておこなわれる多数の作業・工程改善の総体としての意味と（今井, 1988）、総

体としての改善活動を構成する一つ一つの作業・工程改善プロジェクトとしての意味があ

る（Glover et al., 2014; Gonzalez Aleu & Van Aken, 2016）。このとき、個別改善は「あり

たい企業像ないしありうべき未来像」と「現実の企業像ないし現実の姿」との量的・質的

ギャップが小さい変化であるとされる（内野, 2006）。そして、こうした多数の個別改善活

動はそれぞれ独立しており、他の改善活動や他の組織活動との相互依存性はあまり考えら

れていない（Boer & Gertsen, 2003）。 

また、改善活動は、技術者が主導することが多い研究開発等と異なり、作業者・作業集

団が主要な貢献者となる民主的・分権的なイノベーションであるとされる（Bessant & 

Caffyn, 1997; Bessant et al., 2001; Koike, 1998）。他のイノベーション活動が問題解決と

意思決定とを必要とする情報処理活動であるように（Clark & Fujimoto, 1991; 藤本, 1997; 

Myers & Marquis, 1969; Thompson, 1965）、改善活動もまた現場での問題解決・意思決定

を必要とするが（Koike, 1998; 小池, 2000; 小池ほか, 2001; Lindberg & Berger, 1997）、

この種の問題解決・意思決定をおこなうのは主に作業者ないし作業集団であるとされてき

たのである（Bessant et al., 2001; Koike, 1998; 野中, 1990）。無論、改善活動においても

トップマネジメントやミドルマネジメントが果たすべき役割はあるという指摘もなされる

が（Bessant et al., 2001; 三枝, 2016; 坂爪, 2002）、その役割は改善活動の戦略的重要性を
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認識したり、改善活動の目標を設定したりといった9（三枝, 2016）、限定的なものに留まっ

ている。 

ここまでの議論をまとめると、改善活動をイノベーションとしてみてみる場合、次のよ

うな見方が存在してきたということである。すなわち、小規模なものであって（Bessant et 

al., 2001; Choi, 1995）、工程イノベーションを主な対象とし（Anand et al., 2009; Bhuiyan 

& Baghel, 2005）、個々独立した同様な性質・規模の活動の積み重ねであって（Anand et al., 

2009）、作業者・作業集団主導型（Bessant & Caffyn, 1997; Bessant et al., 2001; Koike, 

1998）のイノベーションとして改善活動は分類されてきた（図 1）。 

 

図 1 イノベーション論における改善活動（出所：筆者作成） 

 

 しかし、こうした分類はなぜ改善活動が尽きないのかという前出の疑問に答えてくれる

ものではない上に、さらなる疑問をも生じさせる。すなわち、特定の産業において多数回

生じるインクリメンタル・イノベーションとしての改善活動に、本節において概観してき

たような特徴が見いだせる場合が多いとしても、それでは多数生じるとされる改善活動が

すべて等しく上記の性質をもち個別の改善活動の特性は無視できるのかという疑問である。

もちろん、全ての改善活動が一定の型にはまって創出されるならば、ここでの問いは意味

をなさないだろう。しかし、改善活動も一種の投資を伴う企業行動である以上、（製造業に

おける他の投資計画同様）その投資額や収益率は（常に一定ではなく）多少のバラツキを

持つ可能性は考えられよう（Cabral & Mata, 2003）。そして、こうした疑問の上に、各企

業にはそれぞれの企業固有のマネジメントが存在すると仮定すれば「多数の改善活動が実

施される中で、同一産業の企業群が全ての改善成果を（常に）同様に共有するのか？」「そ

れとも、企業内で創出される改善活動には企業固有の傾向性があるのか？」「仮にそうした

                                                   
9 あるいは、現場に有無を言わせずにトヨタ生産方式による改善活動を導入するという段階ではトップダ

ウン的なマネジメントが必要とされることもあるが、それを実施する組織はやはり現場のボトムアップ的

な問題解決だとされる（三枝, 2016）。 

 
(1)小規模で規模にバラツキがない

(2)工程イノベーションに分類可能

(3)独立した活動の積み重ね・集合

(4)作業者・作業集団がおこなう

既存のイノベーション論
における改善活動観
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企業間の差異が存在するとしたら、いかなる要因が上述の差異に影響するのか？」という

疑問に発展させることもできるかもしれない。 

 こうした点をさらに考察するため、以後、改善活動をめぐるマネジメント要因を探って

いく。 

 

 

1.4 インクリメンタル・イノベーションとしての改善活動と調整問題 

 改善活動をイノベーション論の視点で捉えた場合、改善活動が企業経営にどのようなイ

ンパクトを与えるのかについて、より明確になる。その一方で、改善活動をいかにマネジ

メントすればよいのかについての議論は、イノベーション論の文脈にはあまり登場しない10。

イノベーション論の文脈では、改善活動の性質の分類論が提示されることが多く

（Abernathy, 1978; Bessant & Caffyn, 1997; Boer & Gertsen, 2003 など）イノベーション

論を踏まえた具体的なマネジメント法の研究は今後の発展分野とされた（Choi, 1995）。そ

して、そうした場合に必要となるのが経営組織論的な視点であると指摘される（Choi, 1995; 

Gonzalez Aleu & Van Aken, 2016）。 

改善活動から視点を移してみると、イノベーション一般をめぐる組織の在り方とイノベ

ーションの成功との関係については、ネットワークの形状や調整形態・組織構造などに注

目した研究群がこれまでにも存在してきた（Allen, Tushman, & Lee, 1979; Aoki, 1986; 

Clark & Fujimoto, 1991; Myers & Marquis, 1969; Thompson, 1965; 内野, 2006）。イノベ

ーションは多様なアイデアと多様な人々と多様な資源が結びつくことによって達成される

ために、多様なステークホルダーを巻き込む必要があり、この種の組織的な要因が成否に

影響を与えるのである（Van de Ven, 1986）。多様な経営要素・資源の結合を必要とするこ

とから、イノベーションの成功には多様なステークホルダーを説得して資源を動員・獲得

する段階においても創造性が必要となり（武石ほか, 2012）、多様な部門の言葉と論理を理

解しながらコンセプト提示の力で組織を統合・調整していくマネジャーが必要となること

があるとされてきた（Clark & Fujimoto, 1991）。 

このようにイノベーション一般の成功要因として全社組織的な要因が考察される一方で、

改善活動のようなインクリメンタル・イノベーションにおいては、そのような全社的な組

                                                   
10 他方、生産管理論においては、改善活動を促進するための考え方（Imai, 1986; 今井, 1988; 河野, 2007;

大野, 1978; Womack & Jones, 2010）から具体的な改善手法（新郷, 1977; 新郷, 1980; Shingo, 1981; 

Shingo, 1988）まで幅広く研究がなされる。 
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織要因についてあまり議論されてきておらず、分権的でボトムアップ型の問題解決を前提

とした議論が多い（Bessant et al., 2001）。近年においても、改善活動の成功要因を組織や

チームワークなどに求める研究も存在するが（Farris et al., 2009; Glover et al., 2011）、こ

うした研究において全社組織が改善活動の後方支援を担うとされることはあっても、その

多くは基本的にチーム内の組織設計の議論に終始する（Farris et al., 2009; Glover et al., 

2011; Glover et al., 2014）。 

これは、既存研究が改善活動を小規模で個々独立した工程のインクリメンタル・イノベ

ーションであると想定したために、そのようなタイプのイノベーションには作業者・作業

集団という組織に着目すればよいとされることが多かったためであると考えられる

（Bessant et al., 2001）。すなわち、改善活動には暗黙裡に標準的な型が想定されてしまっ

ていたのである。もちろん、改善活動がこうした想定からはみ出さないのであれば、調整

は分権的な組織での現場の意思決定に任せられればよいということになるだろう（Aoki, 

1986; Koike, 1998; 小池, 2001）。このような想定の下であれば、組織全体に調整問題が及

ぶことはなく、したがって組織全体の調整問題を前提にした組織設計等の視点も必要がな

いことになるためである。そのため、Van de Ven (1986) や武石ほか (2012) にみるような

組織内外での資源獲得という視点も、そもそも規模が小さいイノベーションであって資源

をそれほど必要としないのであれば必要性が薄れるだろう。換言すれば、インクリメンタ

ル・イノベーションとしての個々の改善活動の規模にバラツキが存在しないか、それが無

視できるほどに小さいことが明らかになれば上記の論理が実際の経営において完全に適用

できることが予測される。 

反対に、改善活動の中に比較的規模の大きいものも含まれていた場合には、議論の前提

が崩れ、上記の論理が完全には適用できないことになるだろう。改善活動の中にも比較的

小さいものから比較的大きいものまでバラツキが存在する場合には、そこには資源動員の

必要性が生じる場合があり、ステークホルダーの数も増え、そのために改善活動をめぐる

最適な調整機構・組織構造が常に作業者のチームワークに限定できるとは限らなくなるだ

ろう。しかも、既存の文献における実務家の回想を先取りしてみてみると、改善活動は時

として大規模となり多くの関係者間を調整する組織成員が必要となる可能性もあるとされ

るため（原田, 2013; 松島・尾高, 2008）、ここで提示された疑問を実際の企業の実証データ

から再検証する意義は見込めよう。 

こうした状況を踏まえれば、「多数の改善活動が実施される中で、同一産業の企業群が（常
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に）全ての改善成果を同様に共有するのか？」という疑問に対しては、以後実際の改善活

動に関してのさらなる先行研究レビューと実際の改善活動の観察・調査が必要となるだろ

う。その上で、「企業内で創出される改善活動には企業固有の傾向性があるのか？」という

疑問には前記の観察・調査結果を数社間で比較する必要があろう。さらに、「仮にそうした

企業間の差異が存在するとしたら、いかなる要因が上述の差異に影響するのか？」という

疑問に関して、イノベーションとしての改善活動が既存研究の想定から逸脱する部分を持

つ場合には、調整機構としての組織構造・組織設計が鍵となる可能性があることは本節で

みてきた通りである。 

 

 

1.5 本論文の構成 

これまで述べたように、イノベーションとしての改善活動は、小規模で繰り返しおこな

われるインクリメンタルな技術変化であって、主に作業者・作業集団によって担われると

考えられてきた。しかし、実務家の回想をもとにすれば、改善活動の中にも規模が比較的

大きなものから比較的小さなものまで存在しうる。そのため、改善活動をめぐる資源の獲

得・配分もまた必ずしも全て分権的な組織を用いておこなわれることが最善かどうかは追

加的な調査を経なければ分からないだろう11。 

なお、調整とは何かについての定義論を展開することは本論文の目的ではないが12、さし

あたりここでいう調整活動とは、ある目的に沿ってアウトプットを統合するために、異な

るステークホルダーに働きかけることである（Clark & Fujimoto, 1991; March & Simon, 

1958）。そのためには、他の組織成員との間に合意を形成して意思決定の前提（フレームワ

ーク）を変えてしまう場合もあれば（Edmondson, 2012; Simon, 1947）、結果としてのア

ウトプットに整合性がもたらされる枠組みを作ってしまう場合も考えられる（Simon, 

1969）。組織構造が受け入れられる際にも、経営理念が共有される際にも、必要となるのは

他の組織成員13の思考のフレームワークを制御すること（フレーミングをおこなうこと）で

                                                   
11 なお、インクリメンタル・イノベーション「と」ラディカル・イノベーションを「同時に」実現する場

合には、様々な組織成員が調整と交流をおこなう組織が必要であるともいわれる（児玉, 2010）。 
12 これに関して、March & Simon (1958) の第二版でも調整についての定義がないまま、冒頭から組織に

おける調整の必要性が語られる（March & Simon, 1993, p. 23）。 
13 ここで、組織成員とはエージェント、アクター、アクタントなどと言い換えが可能である。こうした言

葉は、組織的な活動において目的・手段関係に基づいて情報処理している主体を指す。このとき、エージ

ェントとアクターはともに主として人間を対象としており、前者がどちらかといえば受動的、後者が比較

的積極的に自己の意思で行動を変化させる（Feldman, 2000; D’Adderio, 2008; 2011 など）。アクタントは
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ある（Edmondson, 2012）。 

一般に、組織において分業がおこなわれたならば、その後に組織として一貫した行動を

取るために調整の必要性が発生する（Lawrence & Lorsch, 1967; March & Simon, 1958）。

調整がおこなわれずに個人が勝手な行動を取れば、組織としてのアウトプットは無秩序な

ものになってしまうためである。そのため、改善活動が分業と協働をともなう組織的な行

動であるならば、改善活動もまた調整という観点が必要となろう。このとき、改善活動に

は比較的小規模な生産現場内完結型のものから、実務家の回想のように大規模で多様なス

テークホルダーの協力が必要なものまで幅があるものだとしたら、ときとして作業集団と

いう枠を超えた調整の必要性もまた必然的に生じるだろうというのが本論文の基本的な視

点である。 

こうした問題意識・問題設定の上に立って、本論文は、上述の問題に対して以下のよう

にアプローチしていく。本章に続く第 2 章では、さらに詳しい既存研究レビューをおこな

い、改善活動として取り上げられてきた企業活動の性質についての再確認、生産管理論の

中の改善活動・品質管理研究における組織と調整の概念整理、イノベーション論おける調

整の必要性についての議論の整理、経営組織論におけるイノベーションの概念整理、とい

うように順次レビューしていく。これによって、第 1 章で述べたイノベーションとしての

改善活動をめぐる調整問題について、過去にどういった主張がなされ何が明らかになって

いないのかについて概観する。こうした既存研究の状況を踏まえ、第 3 章では本論文の分

析枠組みを提示する。 

第 4 章以降は事例研究が中心となり、適宜コンピュータ・シミュレーションや記述・推

測統計分析が並行的におこなわれる。第 4 章では、実際の日本の自動車産業各社はどのよ

うな規模感の改善活動に重心を置き、どのような組織で取り組んでいるのか、そこには各

社の特殊性が存在するのか、という疑問に答える。第 5 章では、改善活動自体にこうした

特殊性が生まれる背景がある可能性について、トヨタ自動車高岡工場での改善活動の 7 改

善プロジェクトが詳細に分析される。第 6 章では、第 5 章で明らかになった改善活動の性

質を前提条件に置いたコンピュータ・シミュレーションによる仮想実験がおこなわれる。 

第 7 章では、ここまでの各章の疑問と答えの流れを追い、全体として本章で提示した本

論文の大きな問題設定に対してどのようなことが言えるのかについて考察する。そこでは、

                                                                                                                                                     
アクターの範囲を人間外の自然物や人工物にまで拡張したものであるという特徴がある（Pentland & 

Feldman, 2008 など）。 
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工場における改善活動にはイノベーション戦略の余地があり、そこには適合的な組織設計

が存在することが示唆される。そのため、工場の改善活動の十分なマネジメントには、全

社組織設計という大きな視点もまた必要とする可能性が述べられる。ただし、第 7 章の暫

定的な結論に対しては「それでは戦略・組織設計は簡単に変更できるのか？」という疑問

が提示できよう。第 7 章でのこうした疑問に補足的に答えるのが補章 1 と補章 2 である。 

補章 1 は、各社の改善プロジェクトの総体としてのこうした改善活動の平均的規模とそ

れを推進する組織とは変化させられるものか、意図的に変化させるとしたら何が必要にな

るのか、という疑問に答える。これは組織設計のうち 2 種間の移動に関わる。補章 2 の基

本的な問題意識は補章 1 と同様であり、改善活動のマネジメントのために特殊な組織構造

を採用する場合、それは単に組織図を書き換えるだけで可能となるのか否かについて考察

する。これは組織設計のうち特殊なものの（ライン内スタッフ制）採用の成否に関わる。 

以後、さらに詳しく議論をおこなう。 
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第 2 章 既存研究レビュー：イノベーションと調整問題 

  

前章で、改善活動が企業の競争力に対し影響をもちうること、そのため改善活動はしば

しばイノベーションとして扱われてきたことを確認した。ただし、そうした研究群は改善

活動のイノベーションとしてのインパクトに焦点を当ててきた一方で、なぜ改善活動が尽

きることがないのかといった点や、多数生じる改善活動の中には規模のバラツキが生まれ

ることはないのか14、もし多少でも個々の改善活動（改善プロジェクト）に性質の差異がみ

られるならば、その中でどのようなものに集中するかについて企業ごとに差異はないのか

という点、こうした差異に組織構造が影響する可能性もあるのではないかという点につい

ては疑問が残されたままであった。 

そして、他のイノベーションでは中心的論題の一つとなる調整問題への注意が改善活動

においてあまり注意を払われない傾向は、改善活動が小規模とされ資源獲得のための広範

囲な調整を必要とせず、作業集団のチームワークで完結するという既存研究の想定によっ

てもたらされていると指摘した。その上で本論文は、改善活動が既存研究の想定から逸脱

するときには、そこにはやはり調整問題とその解決手段としての組織設計の必要性が生じ

る可能性があると論じた。 

そこで第 2 章では、上記の議論を踏まえた上で、より詳しい既存研究レビューをおこな

っていく。はじめに既存研究が主に想定する改善活動の規模がどのようなものなのかにつ

いて、生産管理論の中の改善活動研究についての代表的な著書 2 冊のコンテンツ・アナリ

シスおよび近年の改善活動研究のレビュー論文の検討をおこなう。その後、改善活動研究・

（全社的）品質管理研究が改善活動を促進するためにどのようなマネジメントが必要であ

ると考えてきたのか、そこでは組織と調整についてどのような議論がなされてきたのかを

整理する。その上で、イノベーション論・公理的（公理系）設計論における製品開発・工

程開発・改善活動がそれぞれどのように扱われてきたのかについてレビューし、3 者の共通

点と相違点を探る。こうした各種イノベーションの共通点を踏まえ、イノベーションにお

ける調整の必要性と影響、これをイノベーションとしての改善活動に適用した場合に得ら

れる示唆について考察する。そこでは、経営組織論がイノベーションをどのようなものと

して扱ってきて、そのマネジメントのために何が必要と考えてきたのかを明らかにする。 

                                                   
14 ここで、規模への着目が強調される理由は、規模の大小によって資源動員の大小が左右され、それによ

って調整の必要性が左右されるという本論文第 1 章および武石ほか (2012) の論理を改善活動に適用する

という本稿の特徴ゆえである。 
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こうして、生産管理論・イノベーション論・経営組織論ととの複合領域として改善活動

をみた場合に、それぞれ一部分ずつ重複した既存研究レビューをおこないながら、過去に

議論された内容と、これまで議論されずに残っている論題とを概観していくことが本章の

目的である。 

 

 

2.1 既存研究が想定する改善活動の規模・性質 

 生産管理論の中の一分野として改善活動研究がおこなわれることがある（Glover et al., 

2014）。こうした研究群は、改善活動を成功させる要因について考察するという目的から、

個別具体的な改善活動事例の紹介を中心としたものが多い（Glover et al., 2014）。実際に、

Glover らの調査によれば、ProQuest のデータベースに存在していた 578 の改善活動につ

いての著作物から新聞記事や要約のみの会議録等を除外した 195 の出版物のうち、事例紹

介が実に 31%を占めていたという（Glover et al., 2014, p. 42）。近年、改善活動に関しての

出版物自体は急激に増加しているものの（Glover et al., 2014）、その内訳としては事例紹介

が多く、アカデミックな考察と実証までもが揃っている研究は Glover et al. (2011) などの

ごく一部に限られていた（Glover et al., 2014）。 

こうした状況は、改善活動に関しての実証的・理論的研究の余地がいまだに存在するこ

とを意味するとともに、個別企業の改善活動の事例を詳しくみることができることをも意

味する。すなわち、事例紹介が豊富であることによって、既存研究が取り上げてきた改善

活動の規模や性質がどのようなものか調べるという本章冒頭での課題が、各著作・論文の

コンテンツ・アナリシスをおこなうことにより達成可能となる。そこで、改善活動の研究

において主要な業績として触れられることが多く（Bessant, et al., 2001; 藤本, 1997; 

Glover et al., 2011など）、かつ事例紹介が豊富な今井正明の 2著作を以後取り上げていく。

その後、Glover や Farris らといった、近年の改善活動研究の被引用関係で中核となってい

る研究者たち（Gonzalez Aleu & Van Aken, 2016）の論文を検討していく。 

はじめに、今井 (1988) 『カイゼン：日本企業が国際競争で成功した経営ノウハウ』およ

びその後続書である今井 (2011) 『現場カイゼン：知恵と常識を使う低コストの現場づくり』

における改善活動事例を以下に概観してみる15。表 2にあるように今井 (1988) において 15

                                                   
15 どちらも英文書籍が初出であるが、日英の翻訳によって若干内容に差異がある上、英文→和文→英文第

2 版と内容が更新されている部分もあるため、ここでは和文書籍を参考にした。なお、和文書籍に近い原
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社の 18 事例（補遺におけるキヤノンのケーススタディを加えると 19 事例）が、今井 (2011) 

においてカイゼン・コンサルタントの回想や匿名企業を含む 20 社の 20 事例が取り扱われ

ている。 

 

表 2 今井正明の著作群における改善活動事例数と対象企業（出所：両著作に登場する企

業名を基に筆者作成） 

 

 

 

表 2 から分かるように、今井 (1988) においては日本企業が中心的に取り上げられていた

のに対して今井 (2011) では海外の事例がほとんどであるという特徴がある点には留意が

必要と考えられるが、事例数が数十個という規模であるため事例間の比較が可能である。

それでは、ここで取り上げられている個別事例の内容はどのようなものか、という点を明

らかにするため以後で改善活動の参加者・期間・投資額・経済効果についてみていく。こ

れら 4 つは今井 (1988) および今井 (2011) のどちらにおいても触れられることが多いた

め、様々な意味での「改善活動の規模」を測定する目的で特に着目した。ただし、ここで

は全社で多数回おこなわれた改善活動の総体と個別の改善活動とがどちらも「改善活動」

とされていることから、これを区別するために全体・個別の区分をつけている。 

 

                                                                                                                                                     
書は Imai (1986) および Imai (2012) である。 

カイゼン（今井, 1988） 現場カイゼン（今井, 2011）

事例数 18 20

企業数 15 20

研究対象企業名

（登場順）

日産自動車、富士ゼロック

ス、ペンテル、小松製作所、

日産化学、日立電子、アイシ

ン・エィ・ダブリュ、キヤノ

ン、トヨタ自動車、小松製作

所、小林コーセー、

NUMMI、新日本製鐵、リ

コー、フィリップス

MKエレクトロニクス、ウォルト・ディズニー・ワール

ド、あるプレス工場、東海神栄電子工業、カイゼン・

コンサルタント　デジレ・デミュルネアの回想2社、大

和実業、サンクリプス、エクセル・インダストリー、

レイランド・トラック、レブロ、シーメンス・オース

トカンプ・ベルギー、トレス・クルセス、井上病院、

マタラッツォ・オブ・モノリス・リオ・デ・ラ・プラ

タ、アルパルガタス、インフォテック、フィデリ

ティ・インベストメンツ、ルーカス・オートモーティ

ブ、ラ・ブエノス・アイレス
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表 3 今井正明の著作群における改善活動の規模（出所：今井 2 著作を基に筆者作成） 

 

 

 38 事例のうち、何らかの成果や必要となった費用、改善活動の数などの数字的なデータ

が取れるものは 24 事例であった。表 3 からみてとれるように、改善活動の数としてはアイ

シン・エィ・ダブリュやキヤノンにおいては年間 20～30 万回の改善活動がおこなわれてい

ることが分かる。こうした改善活動の規模は、総体としては数億円といった効果が見込め

るものの、個別では比較的小規模であるといえよう。次に、参加者についてみると、作業

会社名 全体/個別 参加者概要 期間 投資額 効果

日産自動車 全体（おびただしい） 管理者と作業者 低コスト
1作業につき作業時

間を0.6秒以上削減

富士ゼロックス 個別 － － － 顧客満足向上

富士ゼロックス 個別 管理者と作業者9人 18時間（会合18回） 廃材で治具製作 678500円コスト削減

小松製作所 全体（年平均4.2件） QCスタッフと作業者 － － －

日産化学 全体（年間987件）
作業者5～6人のグループ

多数
－ 162107円/件 638298円/件

日立電子 個別（7件） － － 0円 100000円コスト削減

アイシン・エィ・ダブリュ 全体（年間22万3986件） 作業者 － － －

キヤノン 全体（年間39万件） 作業者 提案承認後実施 641円/件 49487円/件

新日本製鐵 個別
作業者6人

（一部保全部門）
20時間 自分たちで手直し 熱効率5000/㌧向上

MKエレクトロニクス 個別 コンサルタントと作業者 － 治具を手作り 3%の不良率が0に

あるプレス工場 個別 管理者と作業者
2回の検査と1回のブ

レーンストーミング

電気回路変更＆毎日

の清掃
プレスの不具合修繕

コンサルタントの回想 個別 コンサルタント 2日 0円 書類の量1/3

コンサルタントの回想 個別 コンサルタントと作業者 指摘から1ヶ月 －
金型配送リードタイ

ム3日から2日へ

エクセル・インダストリー 全体 コンサルタントと従業員 1年間 － 生産性57%上昇

レイランド・トラック 全体 社長 9年間 － 品質欠陥1/7

レブロ 全体 作業者 5年間 －

欠勤率半減、年間提

案数0.15件→8件、

廃棄物半減、顧客か

らの不合格品90%

減、段取り時間半

減、スループット・

タイム30%減、在庫

40%減

シーメンス・オーストカンプ・ベ

ルギー
全体 社員の70% 数年間 －

設計と金型製造日数

120日→49日

トレス・クルセス 個別 管理者1名と作業者3名 4週間 －
ヒヤリ・レポートが

月158件→4件

井上病院 個別 院長とスタッフ － － ミスやクレーム減

マタラッツォ・オブ・モノリス・

リオ・デ・ラ・プラタ
個別 従業員 半年 －

作業時間22分短縮、

荷積みコスト35%減

アルパルガタス 個別 技術スタッフと作業者2名 3か月
3万4千アルゼンチン

ペソのコスト削減

フィデリティ・インベストメンツ 全体 － － －
顧客からのクレーム

75%減

ルーカス・オートモーティブ 全体 コンサルタントと作業者 1年間 レイアウト変更
9人必要な工程を3～

4人で可能に
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者（従業員）とその管理者となっているものがほとんどであり、コンサルタントと社長が

主に活躍するという例外が 2 つほどみられるのみである。そして、改善活動に要する期間

は数日から数週間であり、個別改善活動で 1 か月を超すものはアルパルガタスの 3 か月間

とマタラッツォ・オブ・モノリス・リオ・デ・ラ・プラタの半年間という 2 例のみである。

ただし、この 2 例はともに当該企業が初めて改善活動に取り組んだ事例であるので、例外

と考えてもよいかもしれない。 

 また、改善活動に使用した費用としては、手作り・自前といったものでコスト計算がさ

れないか 0 円であるものがほとんどである。しかも、費用が生じる場合も、キヤノンの平

均約 641 円のように低額である。例外としては、日産化学の 1 件当たりの平均改善活動費

用約 16 万円がある。これに対して、改善活動の効果は、品質改善や顧客満足といった金銭

評価しにくいものも多いが、日産自動車の作業時間 0.6 秒以上短縮を狙った作業改善やキヤ

ノンの 1 件当たり約 5 万円、日立電子の 10 万円、効果の高いものでも日産化学の 1 件当た

り約 64 万円、富士ゼロックスの 67 万 8500 円など基本的に数十万円を超えない（3 万 4 千

アルゼンチンペソを節約したアルパルガタスの事例も、2017 年での相場は 22 万円程度、

ドルペッグ制時代であれば 3 万 4 千ドル相当となる）。このように、今井 (1988) や今井 

(2011) をみるかぎり、全体としての改善活動の効果は経営にとって大きな金額となるが、

個別の改善活動は（どこからが小さいかという価値判断が必要となるが）比較的小規模な

ものが取り上げられているといえよう。とはいえ、今井正明の著作においても、個々の改

善活動の経済効果には微細な差異がみられる。 

 それでは、近年の改善活動研究の状況はどうであろうか。まず、改善活動の研究は近年

増加しつつあり、米国・中国・インドなどを中心に活発な研究領域となっている（Gonzalez 

Aleu & Van Aken, 2016）。このとき、Bessant などの理論研究に加え（Bessant , 1992; 

Bessant & Caffyn, 1997; Bessant et al., 2001 など）、Farris et al. (2009) や Glover et al. 

(2011) などの実証論文が最近の研究の中心となってきている（Gonzalez Aleu & Van Aken, 

2016）。後者の実証的研究は、個別の改善活動を「改善イベント（Kaizen events）」または

「改善プロジェクト16（Continuous improvement projects）」と呼称して、その成功要因に

ついて研究している（Farris et al., 2009; Glover et al., 2011; Gonzalez Aleu & Van Aken, 

2016）。そして、こうした研究群は、彼ら自身の研究が改善活動の実証的な分析としておそ

らく初であろうと自己評価している（Farris et al., 2009; Glover et al., 2011）。こうした研

                                                   
16 以後、本論文でも個別の改善活動のことを適宜改善プロジェクトと呼ぶ。 
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究では様々な産業の改善プロジェクトの実態が調査されているが、ここでの改善プロジェ

クトは（どのような産業においても）基本的に数日で終わるものであり、月に平均で 1 回

～16 回以上生まれ（なお、14 社中 5 社は月 5 回以上改善イベントが起こっている）、経営

層の支持のもと数名の作業者のチームによってなされるものであり、資源の使用よりは改

善プロジェクトのタスクの割り振りとチームワークが重要とされる（Farris et al., 2009; 

Glover et al., 2011; Glover et al., 2014）。 

 すなわち、今井 (1988) や今井 (2011) においてみられた状況は、近年の研究においても

あまり変わらないといえるだろう。これらの研究では、個々の改善プロジェクトは基本的

に小規模で、作業者のチームワークと経験によってなされるとしているのである。ただし、

今井正明の著作の中でも全てが完全に「等しい」規模であるとされているわけではない。

そこにおいて取り上げられている改善活動はどれも（製品開発等に比べると）比較的小規

模であるとはいっても、個々の改善プロジェクト同士を比較すると、その中には（微細で

はあるが）相対的な規模の大小（投資額 0 円から十数万円程度）があるといってよいだろ

う。 

このとき、日本企業において実際に改善活動を推進してきた実務家の回顧の一部には、

上記の想定に反して、改善プロジェクト間の相対的な規模の大小がときとして微細とはい

えないほどのものになる可能性を示唆するものがある。たとえば、トヨタ自動車の元副社

長池淵浩介氏は、ときには現場の作業者を動員しながら、またあるときはダイハツや川村

金属といった外部の組織に泊まり込みで出かけながら、様々な人を巻き込み、資源を動員

して生産準備や改善活動等を推進していったと回想している（松島・尾高, 2008）。また、

トヨタ自動車元理事の原田武彦氏も、改善活動を実現するために、ときには全社レベルで

の調整を必要とする資源動員をおこなうことがあったという（原田, 2013）。そして、改善

の中には他工程・他部署との調整が必要な比較的規模の多いものが含まれ、実際にこれを

おこなっていたのは「製造の技術員は現場の横糸になれ」との使命を大野耐一氏から与え

られた技術員室17だったというのである（原田, 2013）。 

こうした実務家の見方を取り入れるとすれば、多数のインクリメンタル・イノベーショ

ンの集合としての改善活動（Bessant, 1992; Varadarajan, 2009）の中にも、比較的規模の

小さなものから比較的大きなものまで存在する可能性があり、その中には資源の獲得等を

                                                   
17 技術員室は工場にデスクをもつ大卒・大学院修了レベルのエンジニア集団によって構成された組織。本

論文第 4 章・第 5 章にて詳細を解説。 
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めぐって大規模・全社的な調整問題が生じる状況も考えうるということである。こうした

潜在的な可能性の中で、既存研究は、研究対象を比較的小規模で発生数の多いものに絞っ

ていたという可能性もある18（図 2）。 

 

図 2 既存研究が主な対象とする改善活動（出所：筆者作成） 

 

もし仮に改善活動に上記のような潜在性があるとすれば、規模という点に限定したとし

ても、比較的19小規模中心、比較的大規模中心など企業ごとに異なる傾向性を持つこともあ

りうるかもしれない。そのため、この点については追加の文献レビューと実態調査が必要

であろう。そして、規模の増大には資源動員と関係者の説得が関係することを本論文第 1

章後半でみてきたように（武石ほか, 2012; Van de Ven, 1986）、規模が大きな改善活動があ

る場合には他のイノベーション活動と同様に調整問題が生じる可能性があり、それゆえ調

整機構としての組織的な要因が改善活動に影響を与える可能性がある。こうした視点に立

てば、第 1 章最後の疑問は以下のように読み替えることができるだろう。すなわち、実際

                                                   
18 こうした場合「多くは小規模であるがときおり大規模なものも存在する」という対数正規分布（の確率

密度関数）的な形状となる可能性がある（Cabral & Mata, 2003）。 
19 ここで、「比較的」とは、あくまでここでの区分が産業内の企業間比較に基づく相対的なものであること

を示す。仮に、実態調査の結果として、企業間の改善活動の規模別発生割合に差異がみられない場合には、

比較的小規模・比較的大規模といった区分は使用できないだろう。なお、数理モデルを用いる際には、い

くつかのモデル間において最頻値が 0 により近いものを比較的小規模、反対に最頻値が 0 からより遠いも

のを比較的大規模と呼称することができよう。 

 

規模

発
生

割
合

既存研究の主な対象
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の企業では潜在的に様々な規模の改善活動が発生しうるのか、その場合にはどのような調

整問題が生じ、経営にどのような影響があり、そうした影響をマネジメントするには何が

必要なのだろうか、という問いである。また、そもそも、一時点での現場の小さな改善が

時間経過とともに全社的な大規模なものになるといった現象はありうるのか（それともそ

れらは分離しているものなのか）、ありうるならばそうした現象の背後にある論理は何か、

という疑問も併せて考察する必要があろう。 

そこで、次節で改善活動研究における組織と調整の問題をみていき、その後イノベーシ

ョン論・経営組織論といった分野において同様にレビューをおこなう。 

 

 

2.2 改善活動研究における組織と調整 

生産管理論や経営工学といった分野から改善活動を研究する場合において、職場のチー

ムワーク・集団力学が重要な視点となってきた（野渡, 2012）。このとき、生産現場での改

善活動には作業者や組長・班長といった生産現場の作業者たちが深くかかわり（小池, 2000; 

福澤ほか, 2012）、そこでは作業者の参加の度合いの高いボトムアップ型の問題解決がおこ

なわれていたという（Koike, 1998）。なお、班長と組長は直接作業を担うことも多いため（福

澤ほか, 2012）、こうした生産現場のリーダーも作業集団の一員として捉えれば、改善活動

の中心となってきたのは作業者・作業集団だとされてきたということである20（野中, 1990）。

そして、こうした作業集団内のチームワークにおいて、リーダーとして認識される組織成

員は、直接作業経験が多いという特徴をもち、いわば作業に熟練しているか否かという周

囲からの認知・認識がフォロワーとリーダーとの間の（作業に熟練した人に従うという）

関係を構築する土台となっていた（野渡, 2012）。 

改善活動というタイプの問題解決活動は、小集団活動という組織的な側面があるとされ

ることも多い（Cole, 1979; Cole, 1985; 野中, 1990; 野渡, 2012）。小集団活動は、組織の在

り方を変えたという意味で、それ自体がイノベーションであるとされることもあるが（Cole, 

1985）、その特徴は、作業者が意思決定に参加すること、意思決定が分権的におこなわれる

こと、作業者の責任の度合いが増加することにある（Cole, 1985）。なお、1979 年時点にお

                                                   
20 とはいえ、改善活動が根付いていない企業においては、とりあえずトヨタ生産方式をやらせてみるとい

うトップダウン的なマネジメントが必要とされる（三枝, 2016）。これは、トヨタ生産方式による改善活動

の効果には多様な要素の相互作用が複雑に絡み合い、論理的に明確になりづらく、それゆえ現場の反対が

起こりやすいためであるという（三枝, 2016）。 
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いて、こうした小集団活動は従業員数 30 人以上の日系企業の約半分でおこなわれていたと

いう21（Cole, 1979）。近年の研究でも、こうした組織を採用することが従業員の職務満足

と企業の生産性の両方を向上させると報告されている（Neumann & Dul, 2010）。ここで述

べたような小集団活動は QC サークル（活動）と呼び変えられることもあるが（Cole, 1979; 

Cole, 1985）、近年、QC サークルの定義が改善活動一般を指してきている上に、小集団活

動は「小集団改善活動」と呼び直されてきていることから、大まかにこれらは改善活動を

おこなう組織という概念と一致していると考えてよいだろう（今井, 2011; QC サークル本

部編, 2012）。 

小集団改善活動・QC サークルでは、作業者が職場の意思決定に参加し（城戸, 1986）、

職場の身近な問題点・改善点を発見するところから活動が開始され、参加者は作業集団内

で調整・協力して改善活動をおこなっていく（城戸, 1986; 城戸, 1988）。こうした過程にお

いて、原則的には参加者全員が意見を出しながら問題の解決案を策定することが求められ

る（QC サークル本部編, 2012）。作業者からなる小集団改善活動参加者が主体的に設定し

た問題・課題は、最終的な実行段階まで作業者の手に基本的に委ねられる（城戸, 1986; 城

戸, 1988）。ここまでを要約すると以下の通りである。 

 改善活動の主役として作業者・作業集団とそのリーダーが注目されることがある 

 この場合のリーダーは作業の上手さによってフォロワーを惹きつける 

 改善活動は作業集団による小集団活動という形態を持つことがある 

 小集団改善活動では作業者たちが身近な問題を自主的に設定・解決案策定・実行する 

 

 こうした方法は、経営組織論的な意思決定の観点からいっても合理的な方法となってい

ると指摘する論者も存在している（Adler et al., 1997; 城戸, 1986; 城戸, 1988）。Adler ら

の議論に沿って、改善活動を経営組織論的に考察すると、以下のようになる（Adler et al., 

1997）。まず、改善活動が活発な企業に導入されていることが多いトヨタ生産方式・リーン

生産方式は、極端に少ない中間在庫によって各作業と工程を繋ぎ、組織の目標にたいして

の手段が一致していない「異常」が発生すると、すみやかにシステムが停止するという特

徴をもつ（Adler et al., 1997; 野中, 1990; 大野, 1978）。いわゆる「かんばん方式」の意義

                                                   
21 こうした活動が従業員満足を高めるとして、経営側もその重要性を認識しているが、日本やスウェーデ

ンでは定着する一方、アメリカではあまり定着しなかった。その理由として、日本とスウェーデンが歴史

的に労働者不足に悩まされ、労働者不足をチームワークで解決せざるを得ないと経営側が認識していたこ

とが大きいという（Cole, 1985）。 
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もこうした異常感知の迅速さにある（野中, 1990; 新郷, 1980）。組織の目的・手段関係に「異

常」が生じると、こうした状況を是正するために、組織行動・組織ルーティンに変更が要

請される（Feldman & Pentland, 2003; Weick & Quinn, 1999）。組織ルーティンの変化の

必要性が認知されると、具体的な組織ルーティンの遂行を担う作業者は作業（ルーティン・

ワーク）に対して改善・改良を求められる（Adler et al., 1997）。このとき、生産システム

の上位目標達成の手段となっている生産設備・作業手順のことは、日頃から生産設備を使

用している人間（すなわち作業者）が最もよく知っている（より多くの情報が集まる）（Von 

Hippel & Tyre, 1995）。そのため、作業者による意思決定が最も質が良く、彼らのリアルタ

イムな問題解決に優位性がある（Adler et al., 1997）。こうしたことから、作業者のコミッ

トメントを前提とした小集団的な問題解決が有効であり班長や組長がそれを統括する必要

がある22（Adler et al., 1997; Andries & Czarnitzki, 2014, 城戸, 1986）、というものである。 

上記の論理は、生産現場の作業者が普段から触れる機会の多い、生産工程の改良の場合

により良く当てはまるだろう。いくつかの実証的研究によっても、そうした問題解決が工

程イノベーションとしておこなわれる場合（Anand et al., 2009）、製品イノベーションとは

異なって、作業者等の組織階層下位者による参加型のイノベーションが効果的であること

が示されている（Andries & Czarnitzki, 2014）。反対に、製品のインクリメンタル・イノ

ベーションにおいては、作業者の参加はあまり有効でないとの結果も報告されている

（Andries & Czarnitzki, 2014）。無論、こうした参加の前提として、作業者のモティベー

ションが必要となる（Cole, 1979）。 

このとき、小集団活動における意思決定の間や、意思決定後の具体的な問題解決の実行

段階においてステークホルダー間の調整活動がおこなわれる。ただし、この場合の調整活

動とは、小集団のメンバー間でおこなわれる比較的規模の小さいものである（Adler et al., 

1997; Cole, 1979; 城戸, 1986）。小集団改善活動は、小集団を活動単位として展開されるも

のであって、そのメンバー全員が何らかの形で議題に参加し、メンバーが相互に協力・調

整し、影響を与えあいながら推進されていくとされる（QC サークル本部編, 2012）。 

これに加えて、資源を使用する権限も、一部作業者に移譲される必要があるとも論じら

れる。たとえば、米国企業において小集団活動で発案された品質・生産性についての改善

案は経営側の管理者に進言されるが、最終的にそれを実行するための資源を経営側が握っ

                                                   
22 特に、日本企業の場合には、現場の実状や問題を最も熟知しているのは経営トップや技術部門の人間で

はなく現場の作業者であることが多いため（藤本, 2003; 唐津, 1981）、こうした状況が生じやすいという

（城戸, 1988）。 
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ているため、作業者は主に本社にいる組織階層上位者に対して説得をおこなわなければい

けない（Lawler & Mohrman, 1985）。こうした事情があるため、小集団改善活動において

発案された改善案が実現されないこともありうる（Lawler & Mohrman, 1985）。アメリカ

における小集団改善活動は、旧来からの組織内の権限関係を変化させずに、作業者による

小集団を追加的に結成させる（組織形態・組織構造を並列する）という方式によっておこ

なわれたために、失敗につながったともいわれる（Cole, 1985; Lawler & Mohrman, 1985）。

これに対して日本では、小集団改善活動において QC サークルの活動者が資源を与えられ、

QC サークルが企業の技術者などを利用できるように経営側が支援をおこなう23（野中, 

1990; QC サークル本部, 2012）。 

すなわちここでは、 

 トヨタ生産方式・リーン生産方式によって「異常」の発見が容易になる 

 組織内の目的・手段関係に異常が生じると組織成員は作業を見直す 

 このとき作業について一番情報を持つのは実際に作業をおこなう作業者である 

 こうした前提から、作業者が問題解決するほうが効率がよいと考えられる 

 そのため、改善活動へのモティベーションを前提として、作業者の参加によって生じ

る小集団（活動）に改善活動を任せる方が有効である 

 ただし、小集団に資源が一部権限委譲されないと調整問題が発生して改善活動に失敗

する 

 

という議論が展開されているのである。 

 

 たしかに、改善活動が個々の作業者が扱う生産設備の情報だけで十分に問題解決可能で

あれば、その規模と組織設計はインクリメンタルで作業者による分権的組織という特徴を

持つことが予測されるかもしれない。しかし、こうした議論においては、改善活動におい

て小集団では解決できないほどの問題（作業者単独では収集不可能な情報を必要とする問

題）が生じた場合には、こうした論理が当てはまらないのではないかという考察はあまり

なされない。たとえば、改善活動が生産・製品の技術的な問題に影響する場合を考えると、

                                                   
23 坂爪 (2002) のように、改善活動が組織階層の上位者と関係する場合があるという指摘がなされる研究

も存在する。ただし、坂爪 (2002) は、組織の管理者層・経営トップ層が改善活動を支援するべきという

議論をおこなうため、上記の研究（Cole, 1985; Lawler & Mohrman, 1985）と基本は同型の規範論的議論

であると考えてもよいかもしれない。 
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単純に作業集団に権限委譲するだけでは不十分かもしれない。工場は一つの大きな人工物

であり、組織成員はこうした人工物によって行動を制限されているため、創造性の発揮の

ために人工物の設計変更をともなう場合がある（Dul & Ceylan, 2011; 三枝, 2016）。この

場合、人工物の配置を変更する際に人間工学的視点をはじめとした技術的な知識・情報が

必要となる（Dul & Ceylan, 2011）。 

これに関して、小池ほか (2001) は、職場において改善活動と工程設計とは共存しており

それぞれ作業者と本社技術者が分業し責任を分担すると指摘する。そして、技術的な問題

において本社が登場するほどではないものに関しては、工場内の技術者が参加する場合も

あるという。ただし、こうした議論では作業者と技術者との調整という観点が述べられは

するが、基本的には両者は分業関係にあるとされており、改善活動と工程設計とが完全に

分離されたものなのか、作業者が工程設計をおこなう場合や、技術者が作業改善を手伝う

場合などの状況は考えられないのか、考えられるとしたらそれはいかなる要因で分化する

のか、そうした曖昧な状況をめぐってステークホルダー間でいかなる調整がおこなわれる

のかといった点はあまり議論されない。 

一方で、小集団改善活動による品質向上（QC 活動）についての比較的新しい研究では、

部門横断的な水平方向での調整の必要性についても述べられることがある。たとえば、中

條 (2011) は QC 活動には「徹底した重点志向、ボトルネック技術の予測とブレークスルー

などが大切であり、これに成功するには、明確な目標を設定・共有した上で、その達成に

向けて複数の部門・担当者が協力し、各自の持つ強い面を活かせる体制を確立することが

必要（中條, 2011, p. 23）」であるといい、QC 活動の本格的な研究はこれからであると主張

する（中條, 2011）。そのため、今後は部門横断的な活動と、部門内のプロジェクトと、現

場での改善・QC といった複数の活動形態とを並行的に実践し、相互に連携させる方法を考

える必要があるという（中條, 2011）。こうした既存研究の状況をまとめると、 

 改善活動が人工物の変化をともなう場合には技術的な知識が必要となる 

 こうした場合には工場現場では作業者と技術者が役割分担するとされるが、分担があ

いまいな仕事の場合の調整はどうするのかといった点はあまり研究されない 

 改善活動が時に部門横断的におこなわれる必要があることは述べられるが、具体的な

マネジメントの在り方についてはこれからの研究課題とされた 

 

ということである。すなわち、改善活動を基本的に小規模で調整範囲の小さいものとみる
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既存研究での状況は、改善活動と組織・調整との関連を考察している研究群においてもみ

られる。このとき、工場において工程設計の変更と作業改善等が共存しているとされ、作

業者と技術者がそれぞれ役割分担するということも指摘されている。また、今後は部門横

断的な改善活動に着目する必要があるとの主張もみられる。 

 ただし、こうした研究群においては、ひとつの改善プロジェクトにおいて上記の役割分

担を変更するなどの状況や、改善プロジェクトごとの規模に合わせて実際の調整がいかに

おこなわれているのかという点はあまり研究されていない。そこで、次にイノベーション

論および（公理的・公理系）設計論をレビューし、製品開発・工程開発・改善活動の 3 者

の共通点と相違点を明らかにする。これによって、イノベーションをマネジメントする際

に一般的にどのような調整が必要となるのか、そのうち改善活動に共通する部分と改善活

動の特殊性が現れる部分の差はどこにあるのかという点を考察していく。 

 

 

2.3 イノベーション論における製品開発・工程開発・改善活動と調整問題 

企業がイノベーションを引き起こす際には（新）設計をともなう（藤本, 2009; 藤本, 2012; 

畑村, 2006）。たとえば、新しい製品、新しい工法、新しい組織などは全てイノベーション

として捉えられるが（Damanpour, 2014; Schumpeter, 1934）、これら全てにおいて設計と

いう活動が必要となっている（Simon, 1969; Suh, 1990; Suh, 2001）。このとき、設計とい

う活動には一般的な法則性があるとされる（Simon, 1969; Suh, 1990; Suh, 2001）。たとえ

ば、Suh は「良い設計」かどうかを判断する公理系が存在すると主張し（Suh, 1990; Suh, 

2001）、独立公理（必要機能24間、また必要機能と構造間で干渉が少ない方が良い）と情報

公理（同じ必要機能をより少ない情報で達成できるほうがよい）という基準を示した。改

善活動のように生産プロセスを簡易化する（工程を削減する）ことを目的のひとつとする

ようなイノベーションも（Utterback, 1994）、情報公理でみた場合に望ましい設計変更とな

る（Suh, 1990）。 

このとき、設計活動とは、市場や社会からの要求を実現するために、様々な制約条件の

下で人工物の構造パラメータを設定していく活動として表現できる25（Suh, 1990）。しかも、

こうした人工物は、特定の環境の下で特定の操作を与えられた場合に、何らかのサービス

                                                   
24 Functinal Requrement の訳であり、要求機能または必要機能と訳される（畑村, 2006; 中尾, 2009）。 
25 Suh はこうした設計活動を行列式（構造方程式）で表現し、対角行列または三角行列で表現可能な設計

以外は「悪い設計」であるとしている（Suh, 1990）。 
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を提供してくれるものであるため、アウトプット（𝑦）が特定の構造（𝑥）と環境（𝑒）の下

で特定の操作・インプット（𝑧）によって得られるものとして𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑒, 𝑧)の形で表現でき

るとされる（藤本, 2009）。ただし、𝑥𝑒𝑧の各パラメータは時間の影響を受ける（藤本, 2009）。

しかも、こうした時間の影響は、改善活動のようなタイプの設計問題の場合、特殊な形で

現れる可能性がある。これは、Suh などが考える製品設計や工程設計において設計時に想

定される環境と構造は切り離されているのに対し（Suh, 1990）、改善活動においては設計

の対象と（再）設計された人工物が置かれる環境とが、どちらも「同じ工場内」であると

いう特徴（Dul & Ceylan, 2011; 小池ほか, 2001）を持つためである。そのため、ある時期

（𝑡）において特定の環境（𝑒𝑡）を想定しておこなわれた改善活動は、改善活動が終了した

際（𝑡 + 1）にはもはや別の環境（𝑒𝑡+1）となってしまうだろう。その場合、𝑦 = 𝑓(𝑥𝑡, 𝑒𝑡+1, 𝑧𝑡)とい

うように𝑥𝑒𝑧の各値に不整合が生じてしまう。 

そのため、（環境変化の影響が無視できるほど小さい場合を除いて）アウトプット（𝑦）

もまた必ずしも事前の狙い通りとなるとは限らないだろう。その場合、工程内の人工物（機

械）の操作（作業）を微調整する必要があるかもしれない。すなわち、工程設計の変更に

合わせて作業設計の変更（作業改善）が追加的におこなわれる可能性・余地がある（Hayes 

& Wheelwright, 1979）。 

また、改善活動はすでに稼働している生産ラインにおいておこなわれることが多いが、

時として製品のモデルチェンジ等による生産準備が並行してなされる場合もある（松島・

尾高, 2008）。こうした場合には、人工物としての生産システムの上位目標（𝑦）に「新たな

製品の生産」が加えられ（𝑦→𝑦′）、上位目標を達成するための手段もまた変更を余儀なくさ

れると予測される（Simon, 1969）。 

こうした状況を想定すれば、工場の現場において改善活動が尽きない理由は「工程を削

減すること自体が工場という環境を変化させ、予期せぬ結果が生まれる余地があり、この

解決のためにさらに改善活動が必要となるため」および「生産ラインの上位目標に新たな

目標が（経営トップ等から）付け加えられる場合があるため」といえるかもしれない。こ

こでの議論を要約すると以下の通りである。 

 イノベーション創出活動としての製品開発・工程開発・改善活動はみな（新）設計を

ともなうという共通点がある 

 ただし、改善活動は環境と設計対象が一体であり、改善活動がおこなわれることによ

って、設計の前提として事前に想定された環境を変化させてしまう 
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 そのため、場合によってはインプット（作業）を変化させるなど追加の改善活動が必

要となる可能性がある 

 これに加えて、新たな製品の生産が要請されるなど生産ラインのアウトプットに変化

が求められる場合、生産システムの目的・手段関係全般に変更が要請される 

 これは第 1 章での最初の疑問に答えるものである 

 

 ただし、ここで示されている公理的設計（ないし公理系設計）は理念形であり（中尾, 2009）、

実際の企業における設計活動からいくつかの点を捨象したものである。たとえば、実際の

設計活動は組織的に進められるものであるから（Clark & Fujimoto, 1991）、設計解もまた

組織内での様々なやり取りの中で探し出される（藤本編, 2013）。そこで、こうした点を踏

まえた既存研究レビューを以後おこなっていく。 

 

実際の企業が引き起こすイノベーションについて考察した研究群は（ここではイノベー

ション論またはイノベーション研究と呼称する）、イノベーション（新設計）創出が組織的

な活動であると指摘してきた（Clark & Fujimoto, 1991; Myers & Marquis, 1969）。

Schumpeter (1934) の定義にもあるように、イノベーションは多様な要素の新結合である

から、多様な資源・アイデア・ヒトなどが出会う必要があり（Van de Ven, 1986）、イノベ

ーションの実現までの道のりでは多くのステークホルダーの説得・調整が必要となるとさ

れる（武石ほか, 2012）。このとき、組織を「意図的に調整された諸力の体系」とみれば

（Barnard, 1938）、上記の状況は組織化の過程に他ならない。企業における組織的なイノ

ベーション活動は、設計構造方程式の解を探しながら（藤本編, 2013）、試作製作などのた

めに適宜経営資源を費消して（Clark & Fujimoto, 1991）、次々に発生する組織的な問題解

決の連鎖の中で、様々な組織成員との関係構築を伴いながら進められていくものである

（Myers & Marquis, 1969）。 

そのため、イノベーションの実現にあたって組織内外の多様なアイデアや資源を活用す

る必要性から、組織内外への調整形態・組織設計に着目されることがある。たとえば、ネ

ットワークを多数もつコミュニケーション・スターが、イノベーション活動において情報

や技術を社内にもたらすゲートキーパーの役割を演じているとする研究もある（Allen et 

al., 1979）。こうしたネットワーク形態を基礎としつつ、組織内外の組織成員間を一つのコ

ンセプトに統合・調整する重量級プロダクトマネージャーが必要であるとする指摘もある
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（Clark & Fujimoto, 1991）。また、組織形態・組織構造とイノベーションとの間には何ら

かの関係があるとも考えられてきた（Ettlie et al., 1984; Henderson & Clark, 1990; 

Tushman & Anderson, 1986; Büschgens et al., 2013）。先行研究は、イノベーションがし

ばしば同じ企業によって引き起こされる理由を、イノベーションの種類と組織の在り方と

の適合性に求めてきたのである（Cefis & Orsenigo, 2001）。 

このとき、製品開発や一部の工程開発においては、多数の専門技術者による問題解決が

おこなわれてきた（Utterback, 1994）。そして、こうした大規模で組織的なイノベーション

活動における問題解決はルーティン化されることもあった（Clark & Fujimoto, 1991）。さ

らに、こうしたイノベーション活動におけるコミュニケーション経路は組織全体規模のも

のであり、かつ固定的であると指摘されてきた（Henderson & Clark, 1990）。換言すれば、

こうしたイノベーション活動においては、問題解決に当たって必要な調整範囲が初めから

広範囲・全社規模に定められていることもあったといえよう。 

しかし、すでに見てきたように、改善活動は基本的に小さいものとされるが、そこには

問題解決の連鎖を生む余地がありえ、それゆえ改善プロジェクトごとに必要な調整範囲が

異なる可能性もみてきた。すなわち、 

 イノベーション創出は組織的な問題解決の連鎖である 

 そのため調整形態・組織設計がイノベーションに影響するとされる 

 このとき、製品開発などの調整範囲は初めから大規模に設定されることが多い 

 一方、改善活動の調整範囲はほとんどの場合小さくて済むと考えられるが、改善プロ

ジェクトの性質によっては必要な調整範囲が変化する可能性がある 

 

というようにまとめることができる。こうした特徴を踏まえると、改善活動をめぐる調整

問題は、①狭い調整範囲で完結する改善活動に絞ってしまって他は無視する、②はじめか

ら大きな調整範囲まで扱えるようにする、③改善プロジェクトごとに調整範囲を変化させ

る、といったいくつかの方法で解決される可能性がある。このとき、調整問題は、ある組

織構造の下で解かれるため、組織設計の視点が必要となる。そこで以下にイノベーション

論における組織構造の概念を取り上げる。 

 

イノベーション論において、組織内でのコミュニケーションと意思決定という調整の在

り方が分権的であるか集権的であるかという違いが、インクリメンタル・イノベーション
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とラディカル・イノベーションとのどちらに対応しやすいかに影響するとの指摘がなされ

ることがある（Aoki, 1986; Romanelli & Tushman, 1994）。たとえば、Aoki (1986) と

Romanelli & Tushman (1994) の 2 研究は、インクリメンタルで連続的な変化の対応には

分権的で組織の下位階層に意思決定を任せるという組織が適しているのに対し、ラディカ

ルな変化には集権的で組織の上位階層が多くを決め他の組織成員はその決定に従うという

トップダウン型の組織が適しているという指摘を数理的に（Aoki, 1986）また実証的に

（Romanelli & Tushman, 1994）おこなっている。こうした見解と一致して、近年のイノ

ベーション研究においても、組織内の調整形態・調整手法がラディカル・イノベーション

とインクリメンタル・イノベーションの双方にそれぞれ影響を与えるという統計的な結果

が発表されている（Büschgens et al., 2013; Valle & Vázquez-Bustelo, 2009）。しかも、こ

うした影響は、インクリメンタル・イノベーションとラディカル・イノベーションとで別々

の性質をもつとされる。たとえば、製品開発においてコンカレント・エンジニアリング（開

発の早い段階から多機能部間の調整と問題解決とを密におこなうこと）は、インクリメン

タル・（製品）イノベーションの場合には開発リードタイム削減や品質向上への貢献がみら

れるのに対し、ラディカル・（製品）イノベーションに対してはコスト削減効果がみられる

のみであるという（Valle & Vázquez-Bustelo, 2009）。 

こうした視点から、イノベーション活動においてどのような組織を用いるかによって、

最終的に当該組織が創出するイノベーションの種類が変化すると指摘されることもある。

たとえば、分権的な組織（小集団活動）をもちいるからこそ、改善活動は必然的にインク

リメンタル・イノベーションにしかなりえないという指摘も存在する（野中, 1990）。野中 

(1990) によれば、イノベーションには知識創造が必要であるが、生産現場での知識創造は

「QC サークルなどの小集団活動を通じて問題を提起し、その改善点を提案する機会が与え

られる。顕在化された問題は作業者の問題解決努力によって解決されるのである（野中, 

1990, p. 240）」とされ、「しかしながら、このような作業者の経験的知識に基づいた知識創

造の方法は、経験を超える形而上学的な知の創造がおこなわれにくく、やる気になればな

るほど体験の範囲でのアイデアの提案とその実現が容易なインクリメンタル・イノベーシ

ョンにつながりやすいという限界をもつ（野中, 1990, p. 241）」という。生産活動は基本的

には経験科学であって、経験の範囲で考えることになるため、経験をこえた大きなアイデ

アにはつながらないというのである（野中, 1990）。 

上述のような、調整の在り方・組織形態とイノベーションとの関係性は、産業レベルの
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分析においても確認される26。技術変化がラディカルなものであるかインクリメンタルなも

のであるかによって、産業においてイノベーション創出の主役となる企業の組織形態に変

化がみられるという指摘が、先行研究によってなされているのである（Ettlie et al., 1984; 

Tushman & Anderson, 1986; Romanelli & Tushman, 1994）。たとえば、ラディカルなイ

ノベーションは集権的な新規参入企業によってなされることが多く（Tushman & 

Anderson, 1986; Breschi, Malerba, & Orsenigo, 2000）、一方インクリメンタル・イノベー

ションは分権制組織を採用した既存企業によってなされることが多いという特徴がみられ

る（Ettlie et al., 1984; Varadarajan, 2009）。イノベーションの中には新規参入企業が主役

となるものと、既存の企業が主役となるものとが存在することは以前から指摘されてきて

いたが（Schumpeter, 1947; Malerba & Orsenigo, 1996; Breschi et al., 2000）、これまで、

イノベーションの主役が新規参入者・既存企業のどちらになるかは産業ごとの技術体系に

依存していると考えられていた27（Breschi et al., 2000）。これに対して、Tushman & 

Anderson (1986) などは技術体系そのものではなく（技術決定論的でなく）、技術のインパ

クトと組織の在り方との（組織決定論的な）適合関係に着目しているといえよう。こうし

た、イノベーション活動に対する組織決定論的な見方は Henderson & Clark (1990) といっ

た後続研究や、Lawrence & Lorsch (1967) といった経営組織論の古典的研究にもみられる。 

このように、ラディカル・イノベーションが集権的でトップダウン型のコミュニケーシ

ョンと意思決定によっておこなわれ、反対にインクリメンタル・イノベーションは分権的

でボトムアップ型のコミュニケーションと意思決定によっておこなわれると指摘されてき

た。しかし、インクリメンタル・イノベーションを創出している企業が常に同じような調

整形態を採用しているのかといった疑問や、どの企業も同じようなイノベーションを創出

しているのかといった疑問は残されている。稀にしか生じないラディカル・イノベーショ

ンと繰り返し生じるインクリメンタル・イノベーションとの間でどこに集中するかという

技術・イノベーション戦略は考察されても（Varadarajan, 2009）、繰り返し生じるインク

リメンタル・イノベーションのうちどのようなものに集中するのか、全ての企業が同じ調

整形態・組織形態で同様に対応しているのかについては確認されることが少なかったので

                                                   
26 ただし、分析対象が企業レベルから産業レベルに変化した場合、企業内での詳細な調整の在り方よりは、

既存企業か新規参入企業か、大企業か小規模ベンチャーかといったように大まかな組織形態から分析する

場合が多い。 
27 なお、技術体系とイノベーションの主役企業が持つ性質との関係は、国ごとに若干の差異はみられるも

のの、概ねどの国の産業にも当てはまるとされる（Malerba & Orsenigo, 1996; Cefis & Orsenigo, 2001）。 
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ある28。 

本論文の第 1 章で確認したように、仮にインクリメンタル・イノベーションとしての改

善活動をめぐる様々な意味での規模には幅があるのだとしたら、その中でどのような規模

のものを中心的に扱うのか、そのためにどのような調整活動と組織設計をおこなうのかと

いう経営上の決定の余地があるはずであろう。 

こうした議論をまとめると以下の通りである。 

 インクリメンタル・イノベーションには比較的分権的な組織が適合するとされる 

 反対にラディカル・イノベーションには比較的集権的な組織が適合するとされる 

 そして、組織設計のいかんによって創出されるイノベーションの種類が変化する可能

性が指摘されてきた 

 これは産業におけるイノベーションの性質に対する技術決定論的な要素に対して組織

決定論的な要素の存在を示唆する 

 しかし、組織設計と創出されるイノベーションの性質には各企業で特色があるのか否

かについて、インクリメンタル・イノベーションを対象とした研究は、あまり進んで

いない 

 

こうした点について、組織的な要因がどのようにしてイノベーションに影響を与え、ど

のような組織設計がありうるのかについての、経営組織論における既存研究の見解を次節

以降で概観する。 

 

 

2.4 経営組織論とイノベーション概念 

経営組織論の分野では、しばしば企業が何らかの組織能力を持つとされ、そうした能力

の活用が経営戦略に資するとされてきた。たとえば、Teece et al. (1997) が主張するところ

によると、企業は独占レント、希少資源を保有することによるレント（リカード的レント）

のほかにイノベーションを引き起こすことによりシュンペーター的レントを得ることもで

きるとし、激動する競争環境の下ではシュンペーター的レントが企業の生き残りに必須で

あるという。Teece らはこうした組織能力をダイナミック・ケイパビリティと呼称している

                                                   
28 一方で、ラディカル・イノベーションに対するイノベーション戦略が企業ごとに異なり、その結果とし

て発生するイノベーションが変化するという可能性は、近年の日本企業の研究（および日米比較）におい

て述べられてきている（藤井, 2017; 清水, 2016）。 
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（Teece et al., 1997; Teece, 2007; Teece, 2014a; Teece, 2014b）。そして、イノベーション

は既存資源の新結合から起こるのであるから、Teece ら以前の戦略論の流派であったリソー

ス・ベースト・ビュー（RBV）が想定する希少資源保有による経済レント発生という視点

の上に、それらの資源の組み換え（新結合）による経済レントという視点を加える必要が

あるとしている。このような視点から、RBV の拡張としてダイナミック・ケイパビリティ

を位置づけているのである。ただし、事業環境の変化が緩やかであれば既存の資源からの

レントは担保されるわけであるから、ハイテク産業のように急速に変化している競争環境

において、適切なタイミングで環境変化に反応し、既存の資源を組み換え、調整・再配置

して素早く柔軟な製品イノベーションを生み出すダイナミック・ケイパビリティが必要で

あるというのである（Teece et al., 1997）。すなわち、イノベーションを引き起こす組織能

力であるダイナミック・ケイパビリティは、将来の見通しを前提にした資源の組み換え能

力を指すのである（Teece, 2007）。ダイナミック・ケイパビリティがどのような構造で成り

立っているのか、何によって担保されているのかといった疑問への明確な答えは出ていな

いが、すくなくともそのような組織能力の発揮には事業機会の発見とそれに合わせた資源

の組み換えという 2段階以上のプロセスが存在することは確認できよう（菊澤, 2014; Teece, 

2007）（図 3）。 

 

図 3 ダイナミック・ケイパビリティの発揮プロセス（出所：筆者作成） 

 

 このとき、経営資源の組み換えにはコストが発生すると考えられ、資源組み換えのコス

トと将来の期待利益等を比較考量して企業トップは経営判断をおこなうことになる（菊澤, 

2014）。ただし、企業にとっての事業機会や危機の察知能力が他社と比較して高い場合には、

 

事業機会・事業危機
の認識

経営資源の組み換え

経営の内部環境

経営の外部環境
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企業にとって現状維持（資源を組み替えない）する場合の主観的な機会損失が増加してい

くため、他企業よりも相対的に早期に事業変革に取り組むことになるとされる（菊澤, 2014）。

こうした説明は、図 3 の左側の円の持つ性質に着目したダイナミック・ケイパビリティの

分析であるが、Teece らの議論に従えば、図 3 の右側からこれを説明することもできるだろ

う。すなわち、資源の組み換えが他企業に比較して上手く、そのための必要コストが低け

れば、たとえ機会認識の能力が相対的に低くとも結果としてのダイナミック・ケイパビリ

ティは同程度となる（O’Reilly & Tushman, 2008）。こうした視点に立てば、本論文の問題

意識はダイナミック・ケイパビリティの一部を説明することにもなるだろう。そして、資

源の配分と資源をめぐる紛争の調停に必要なのは組織構造と調整であるため（March & 

Simon, 1958; Simon, 1947; 内野, 2006; Weick & Quinn, 1999）、以後、組織構造と調整、

そしてイノベーションとの関係について整理する。 

 これに関して、Weick と Quinn は、組織変革が経営組織論の分析対象となりうるとした

上で、Weick の組織化の概念等を使って分析枠組みを提示している（Weick & Quinn, 1999）。

Weick & Quinn (1999) によれば、組織は組織構造が固定化した状態である冷凍状態から解

凍され（unfreeze）、状態遷移が起き（transition）、再び冷凍される（refreeze）。こうした

変化は急激なものであるが、冷凍状態にあって組織の目的・手段関係に変化がなくとも細

かいインクリメンタルな修正をおこなうことができるという。そして Weick と Quinn によ

ればこうした変化はそれが急激なものであれ継続的なものであれ、理想的な組織は同様な

ものであるという（Weick & Quinn, 1999, p. 366）。そうした理想の組織とは、権限関係が

きちんと整理され、資源配分が明確であるにも関わらず、フレキシビリティと組織の下位

階層での即断即決も可能な自己組織化ができる組織である（Brown & Eisenhardt, 1997）。

実際に、自己組織化が可能な組織はコンピュータ産業において高い成果を上げていたとも

いわれる（Brown & Eisenhardt, 1997）。そして、こうした組織は総じてコミュニケーショ

ンが活発で、プロジェクト横断的な活動がおこなわれているという特徴を持つ（Weick & 

Quinn, 1999）。 

こうした理解は、Thompson (1965) といった経営組織論からイノベーションを考察した

早期の研究においてもみられる（岩尾・前川, 2016）。そこでは、現代（1960 年代当時）の

企業における組織成員が、あらかじめ設定された目標を達成するための手段として位置付

けられ、手段としての組織成員は経済合理性の下で管理され、その結果として職務専門化

と官僚制が採用されることで目的・手段関係の信頼性が担保されるが、その逆機能として
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組織内の資源を組み替えるようなイノベーションは抑制される、と議論される（Thompson, 

1965）。このとき、現代の官僚制組織がイノベーティブになるためにはプロジェクトマネジ

ャー制を採用するかベンチャーチーム制を採用するかの手段があるとされる（Hlavacek & 

Thompson, 1973）。ここでプロジェクトマネジャー制とは、新製品開発などのイノベーシ

ョン活動をおこなう際に、プロジェクトマネジャーが既存の縦割り組織の横串となって多

数の人員を動員するというものであるのに対して、ベンチャーチーム制とはプロジェクト

専任の少数精鋭チームを与えられて製品開発に従事することをいう。そして、ベンチャー

チームを採用すれば官僚制の度合いは減少し（職務細分化の度合い、職階、手続きの厳格

化の度合いが減少し）プロフェッショナルの活躍も期待できる（平均講読論文数、学会参

加数、専門家同士での評価が増加する）という。 

組織の権限関係を硬直化させないことによってイノベーションが促進されるという視点

は、野中 (1990) が述べる、ミドル・アップ・ダウン型のコミュニケーションと調整によっ

て知識創造とイノベーションがおこなわれるという主張にもみられる。2000 年代以降の研

究でも、権限の配分関係としての組織構造の視点が変革のために必要であるとされている

（Edmondson, 2012; 内野, 2006）。このとき、たとえば Edmondson (2012) などは、イノ

ベーション創出のために学習力と実行力を高めるには普段の有機的な組織作りを前提にし

て、プロジェクトごとに組織成員をチーム化（チーミング、Teaming）することが必要と指

摘している。こうした研究群にみられるのは、組織にとってイノベーションはヒト・モノ・

カネなどの資源の再配分・再配置をともなうものであるから、イノベーションのためには

過度な分業による組織の硬直を避けるべきであるというものである。そのための処方箋と

して、権限関係・権限配分・コミュニケーション形態・調整形態としての組織構造を変化

させたり（Hackman & Wageman, 1995）、組織内のコミュニケーションの在り方、調整の

在り方を有機的なものにしたりするという方法が考えられてきた。その上で、ひとつひと

つのイノベーション活動に合わせて調整範囲（チーム化の範囲）を変化させる必要がある

という（Edmondson, 2012）。 

すなわち、 

 1990 年以降、イノベーションを創出する能力であるダイナミック・ケイパビリティに

注目が集まってきた 

 このとき、イノベーション創出は組織内での資源の組み換えをともなう 

 そのため、組織内の権限・資源の配分がイノベーション創出に影響する 
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 それゆえ、組織構造（権限関係・権限配分・コミュニケーション形態・調整形態）を

変化させることでイノベーション創出を制御できる可能性がある 

 その上で、各イノベーション・プロジェクトの特性に合わせて調整範囲を変化させる

必要がある 

 

という指摘が既存研究においてみられるのである。 

こうした研究群はイノベーティブな活動の阻害要因を研究することで、阻害要因を乗り

越え、イノベーションを引き起こす方法を考えている。ただし、ここではなぜ変化が起こ

るのかという点については研究されていない。そこで、次に、組織内での変化の源泉につ

いて考察している議論を概観する。 

 

改善活動のようなイノベーションは、組織ルーティンを意識的に変化させる活動である

（藤本, 1997; Zollo & Winter, 2002）。これまで、トヨタ自動車を初めとする日系企業にお

いて複数の組織目標を同時に達成するための組織ルーティンの変化を支えるものとして、

改善能力や進化能力の存在が指摘されることがあった（Adler et al., 1999; 藤本, 1997; 

Hackman & Wageman, 1995）。一時点での、あらかじめ定められた手順による生産手法の

集合を静態的な組織ルーティンの束として捉えた場合、トヨタ自動車においてその効率化

をおこなう改善能力と、新たな組織ルーティンの発生・淘汰・保持をもたらす進化能力と

いうダイナミック・ケイパビリティの一部の存在が示唆されたのである（藤本, 1997）。し

かしながら、トヨタ自動車の進化能力が具体的に何によって担保されているのかについて

の研究は、藤本(1997)の段階では今後の課題とされたままであった。ここでは、マクロな組

織能力の存在についての示唆はおこなわれたが、それが組織内のミクロなレベルでいかな

る原理によって支えられているのかについては明らかにされなかったのである。こうした

限界に対して、組織ルーティンの変化についての組織内のミクロレベルの現象を定式化し

た Routine Dynamics という新分野（Feldman, 2000; Feldman & Pentland 2003）の成果

を利用できる可能性がある。 

Routine Dynamics を初期に理論化した Feldman & Pentland (2003)では、組織ルーティ

ンが「組織内で繰り返しおこなわれる相互依存関係にある行動のパターン（Feldman & 

Pentland, 2003, p. 96）」と定義された上で、ひとつの組織ルーティンを明示的側面と遂行

的側面の二側面で捉えるというアイデアが提示された。明示的側面とは行動をおこなう際
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に規範となるルールのことであり、遂行的側面とはそのルールに沿いながら現実に合わせ

て即興的に生み出される行動のことである。組織ルーティンを上記の 2 側面に分割して捉

えれば、組織成員が比較的安定したルールに基づいて行動し、同時に実際の行動が環境に

適合しながら生み出されることで多様性を持ち、よい結果をもたらした行動が新たにルー

ルとして採用されるという、2 側面間の影響関係を考えうる（Feldman, 2000; Feldman & 

Pentland, 2003）。すなわち、ルールが行動を生み出し、行動がルールに変更をもたらすと

いうフィードバック関係・ループ構造を考えることで、組織ルーティンの安定と変化を同

時に扱える理論枠組みが用意されたのである。そして、こうしたフィードバック関係が組

織ルーティンの変化の源泉と考えられている。 

Routine Dynamics は一つの組織ルーティンを明示的側面と遂行的側面に分けて考える

というアイデアを示したが、これは組織ルーティンをめぐる議論にコペルニクス的転回を

もたらしたとされる（D’Adderio, 2011）。このとき、明示的側面とは行動を生み出す頭の中

のプログラムのようなものであり、遂行的側面とは実際の行動そのものを指す。たとえば、

作業者が繰り返し組み立て作業をおこなう場合、作業者の頭の中にある作業手順が組織ル

ーティンの明示的側面であり、外から観察できる作業そのものが遂行的側面である。組織

ルーティンの明示的側面は遂行的側面を導き（私はこの順番で組み立て作業を行わねばな

らない）、行動についての説明を可能にし（私はこの組み立て作業をおこなっている）てい

て、反対に遂行的側面によって明示的側面は維持され、また変化もさせられる（Feldman & 

Pentland, 2003）（図 4）。たとえば、明示的側面によって導かれた実際の行動（遂行的側面）

はその時々の状況応じて多様性を持ちうるため（明示的側面と遂行的側面が一致するとは

限らないため）、組織成員にとって同じ行動であると認識するようなルーティンからも実際

には様々な行動が生まれ、その行動が「より好ましい」と判断されれば明示的側面に修正

が加えられるのである（Feldman, 2000）。 
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図 4  Routine Dynamicsによる組織ルーティン概念（Feldman (2000)および Feldman & 

Pentland (2003)を日本語訳し筆者作成） 

 

 Routine Dynamics は、組織ルーティンが変化する源泉について組織成員レベル（ミクロ

レベル）での理論的な整備をおこない、組織ルーティンの変化の源泉についていくつかの

知見をもたらした。これに加えて、組織ルーティンの変化の端緒が生じた際に、その実現

を阻害する要因についても若干の考察がおこなわれている。それは、組織構造についての

議論と同様に調整問題についてである。組織成員レベルでの組織ルーティンに変化が生じ

るとき、その定着には組織内での上位階層・下位階層といった階層間での調整問題が発生

するとされるのである。 

たとえば、下位階層の組織成員個人レベルでの変化をボトムアップ型のコミュニケーシ

ョンによって組織に定着させようとすると、それが上位階層の組織目標を満たさない場合

には上位者から拒否される（Feldman, 2000; Feldman & Pentland, 2003）。反対に、組織

階層の上位にある組織成員がトップダウンで組織ルーティンの変化を目指すと、今度はボ

トムに位置する組織成員の事情を反映できず、変化が受け入れられない状況が指摘された

（Pentland & Feldman, 2008）。このように、ボトムアップ型であれトップダウン型であれ、

組織ルーティンの変化には固有の問題があり、組織成員のレベルでおこった変化が組織全

体としては受け入れられない場合も多いとされた。いったん生じた明示的側面の変化は必

ずしも組織内で保持されるわけではなく、組織内の権力関係によって変化が拒否されるこ

ともあるというのである（Feldman & Pentland, 2003）。本論文ではこれを組織階層の垂直

方向の調整問題と表現する。 

 

明示的側面 遂行的側面

指示・説明・参照

実現・維持・修正
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図 5 組織ルーティンの 3 側面（出所：Iwao & Marinov (2018)29 を基に筆者作成） 

 

組織ルーティンは、近年、物質的側面（紙に書かれたルールや交通標識など）を加え、3

側面から捉えられる場合も多い（D’Adderio, 2011; Feldman et al., 2016）（図 5）。この場

合は、紙に書かれたルールを人間が認識し、そして行動に移すという段階が考えられる。

このとき、紙に書かれたルールは組織の上位階層からの命令の一種と考えられるが（Simon, 

1947）、組織成員がこれを意図的に無視するという状況が存在するとされる。組織成員は紙

に書かれた作業標準（standard operating procedure, SOP）という人工物を参考にして頭

の中に行動案を生成し（A1、A2、A3）、その案の中の一つを選んで実際の行動をおこなう

と考えられる（Simon, 1947）。そして、実際の行動はさらにその場その場で多様性を持ち

うるので、意図せずして全く違う行動（行動 B や C）をおこなうこともあるのである。こ

れにより、物質的に規定された行動案は組織成員の介入によって常に変化の幅を持ち続け

る。ところが、標準作業が変化することで（物質的側面）一度は作業者の作業が変化して

も（遂行的側面）、作業者はこれまで習熟してきた作業のほうが良いと考え（明示的側面）、

結果これまで通りの作業に戻してしまう（遂行的側面）場合があるのである（Iwao & 

Marinov, 2018; Koumakhov & Daoud, 2016）。作業者による組織ルーティン変化の無視は、

作業者の事情を考慮し組織ルーティンの 3 側面を一致させる調整が放棄されたことによる

                                                   
29 ここでの議論は、Iwao & Marinov (2018) の基となった実験型研究を参考にしている（Benchmarking

誌の 25 巻 4 号に 2018 年掲載予定）。こうした実験型研究は、東京大学ソーシャル ICT・GCL 育成プログ

ラムにおける GDWS・C プロジェクトとして実施された。 
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ものであった（Iwao & Marinov, 2018）。 

 これに加えて、水平方向の調整問題と表現できる問題も、主に組織の下位階層に権限委

譲したボトムアップ型の変化の場合に指摘できよう。一般に組織階層が下位になればなる

ほど、同一階層に存在する組織成員の人数も専門部署の数も増加するため（Lawrence & 

Lorsch, 1967; March & Simon, 1958; Simon, 1947）、ボトムアップ型の変化には組織階層

の水平方向での調整も必要になる。一人の組織成員の行動変化のような組織全体からみて

部分的な組織ルーティンの変化は、その部分と関係する他の部分との間で、逐次調整がお

こなわれる必要がある（Feldman & Pentland, 2003 ; Feldman et al., 2016; Koumakhov & 

Daoud, 2016）。Routine Dynamics 研究者の一人とされる D’Adderio が発見したように、

たとえば自動車の部品表作成においては、異なる専門部署間の水平的な調整の必要性と、

そうした調整の困難さがみられる（D’Adderio, 2008）。このとき、専門部署の組織成員との

調整は「世界観の対立・コンフリクト」を起こすとされ（D’Adderio , 2008）、専門化度合

が高まることによって部門間の調整の難易度が増加する（March & Simon, 1958）。 

しかも、自動車という製品は部品同士の相互干渉・相互依存の関係が強い「複雑な製品」

であるため（藤本, 2004; 藤本, 2012）、ある部品を一か所変えると別の部品や他部署等に影

響し、調整のために再度部品を変化させるとまた別の部品等との調整が必要になるという

連鎖反応が起こる（D’Adderio, 2008）。この連鎖を断ち切るために、彼女が観察した組織で

は、組織ルーティンの変化を抑制するためのマネジメントがおこなわれていた（D’Adderio, 

2008）。そして、自動車設計においてスタイリング・フリーズと呼ばれる設計確定段階は、

この製品機能安定という要請から用いられていたという。このように、組織内でのルーテ

ィンの変化が他の組織成員の仕事に影響する場合、その間での水平方向での調整の必要性

が生じ、部門間の頻繁な調整の負担が大きい場合、変化を制限させることもあるとされる。

ここまでの議論をまとめると以下のようになるだろう。 

 生産手法を変化させるようなイノベーションは組織ルーティンの変化をともなう 

 組織ルーティンを 2 つ以上の側面で捉えると、組織ルーティンが自発的に変化の始端

を生み出す論理が見いだせる 

 ただし、変化が実際に実現されるには組織内で垂直方向・水平方向の 2 つの方向で調

整がおこなわれる必要がある 

 このとき、調整のコストが大きいと判断されると、調整を放棄されることもある 

 調整が放棄されたとき、組織ルーティンの変化は無視・制限される 
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このような組織ルーティンの変化の際の調整という視点は、Routine Dynamics が近年重

要性を認識してきている分野であり（Koumakhov & Daoud, 2016）、今後のさらなる研究

が必要であるとされている（Feldman et al., 2016）。 

Routine Dynamics は、組織ルーティンの変化の源泉について考察するとともに、変化が

生まれそうになった場合に変化を妨げる可能性がある要因として調整問題についても考察

した。ただし、変化をめぐる調整問題は今後の研究が求められる分野であり、いまだ十分

な研究の蓄積がないとされる（Feldman et al., 2016; Koumakhov & Daoud, 2016）。すな

わち、組織構造とイノベーションとの関係についての議論はそもそもの組織内での変化の

源泉を明らかにしておらず、反対に変化の源泉について明らかにした Routine Dynamics

の議論は調整と組織構造への研究が今後の課題となっているという状況にあるのである。

そして、変化の源泉としての改善活動と、改善活動による（組織ルーティンの）変化を定

着させる調整の仕組みについての研究は、両者の繋ぎとなる可能性をもっているといえる

だろう。 

ここまでの議論で、イノベーションとしての改善活動がどのようなものと考えられ、そ

こにはいかなる調整問題が生じると考えられ、調整問題を解決する組織設計がどのような

ものと考えられてきたかについて明らかになった。これまでみてきたように、生産管理論・

イノベーション論・経営組織論はそれぞれ部分的に上記の問題に答えてきており、これを

統合することで本論文の疑問にも答えることができるかもしれない。そこで、次節で本章

の議論を総括し、次章以降で使用する分析枠組みの前提条件の整理をおこなう。そして、

続く第 3 章で分析枠組みを提示した後に、実際の企業の分析に入る。 

 

 

2.5 小括 

 本章ではじめにみてきたように、改善活動は規模と調整問題が小さいものとされ、実際

に既存研究において取り上げられる改善活動の事例も小規模で作業者中心のものが多かっ

た。そのためか、生産管理論の文脈では、改善活動の主役として作業者・作業集団とその

リーダーが注目されることが多く、作業者たちが身近な問題を自主的に設定・解決・実行

するという、小集団改善活動の効率性・有効性が指摘された。たとえば、トヨタ生産方式・

リーン生産方式によって作業の異常発見が迅速におこなわれると、作業について一番情報
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を持つ作業集団が問題解決する方が効率がよいというのである。ただし、改善活動におい

て資源使用や技術的知識の活用が必要になった場合には部門横断的な調整が必要になるた

め、いかにして技術者と作業者が調整するのかといった具体的なマネジメントについては

これからの研究課題とされた。 

これに関して、より広範なイノベーション論の文脈では、イノベーション創出活動とし

ての製品開発・工程開発・改善活動には設計という共通点があるとされた。同時に、改善

活動は環境と設計対象が一体であり、改善活動がおこなわれることによって、設計の前提

として事前に想定された環境を変化させてしまうという特徴があることが分かった。その

ため改善活動は大小様々な問題解決の連鎖を生む可能性があり、改善活動の余地が生まれ

続けていることの説明ができる可能性がある。このとき、製品開発といったイノベーショ

ン創出もまた組織的な問題解決の連鎖であるために調整形態・組織設計が必要とされるが、

製品開発などの場合の調整範囲は初めから大規模に設定されることが多かった。 

その一方で、全体としての改善活動の調整範囲は多くの場合小規模で完結すると考えら

れるが、個別の改善プロジェクトの中には大規模な調整範囲に影響するものもありうる。

たとえば、問題解決の連鎖の影響が、設備や製品設計といった人工物に影響し、技術者等

を巻き込まざるを得ない場合に、こうした大規模な調整が必要となる30。イノベーションの

規模と組織設計には適合関係があると考えられていることを踏まえ、組織決定論的な視点

に立つと、改善活動に対してどのような組織構造を用意するかによって組織から創出され

る改善活動の性質は異なる可能性もある。このとき、イノベーション創出は組織内での資

源の組み換えをともなうため、権限・資源の配分が組織構造の設計のカギとなる。その上

で、各改善プロジェクトの特性に合わせて調整範囲を変化させる企業が存在する可能性も

ある。これに関して、組織内外での調整活動は垂直方向・水平方向の 2 つの方向でおこな

われ、調整のコストが大きいと判断されると、調整が放棄されることもあるとされる。そ

のため、調整が放棄されたときにはそうした調整が必要な（イノベーションとしての）改

善活動は制限されると考えられる。 

 このように、イノベーションとしての改善活動は、問題解決の連鎖の結果として大規模

になる潜在性も秘めており、こうした潜在性の中でどのような規模のものまで扱うのか、

またどのような規模のものに集中するか、という点には企業に選択の余地がある。そして、

                                                   
30 こうした「問題解決の連鎖」と人工物の設計変更に伴う知識の要請という視点は、「一時点での現場の小

さな改善が時間経過とともに全社的な大規模なものになるといった現象はありうるのか？ありうるならば

そうした現象の背後にある論理は何か？」との疑問に答えるものでもある。 
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改善活動に対してどのような組織設計をおこなうかによって上記の選択結果は変化すると

考えられる。本章のレビューで明らかになったように、本論文で提示した疑問（「なぜ改善

活動は尽きることなく生まれ続けているのか？」「多数の改善活動が実施される中で、同一

産業の企業群が（常に）全ての改善成果を同様に共有するのか？」「それとも、企業内で創

出される改善活動には企業固有の傾向性があるのか？」「仮にそうした企業間の差異が存在

する場合、いかなる要因が上述の差異に影響するのか？」）には実は一貫した関係があった。

すなわち、一度なされた改善活動には次なる問題解決の余地が残るために、改善活動は尽

きないし、こうした中でどこまでの問題解決をおこなうかによって、創出される改善活動

の規模が企業特殊的なものになり、そこには調整問題が絡むために組織構造の設計という

要因が影響する可能性があるのである。 

先行研究レビューの論理の中には、①イノベーションがインクリメンタルで小規模であ

る場合には調整範囲は小さく、②調整範囲が小さいと変化の阻害要因である調整の必要性

も少なく、③それゆえインクリメンタルなイノベーションである改善活動もまた調整範囲

の小さい小集団によってなされる傾向にある、という 3 段論法的なものも多い。しかしな

がら、こうした 3 段論法的な関係は、改善活動がインクリメンタルで小規模なものである

という前提が崩れると、それに必要な組織構造などの関係も順次変化すると考えられる。 

そのため、こうした可能性を視野に入れて更なる議論を展開するには、前提となる改善

活動の実態把握が必要であろう。 
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第 3 章 分析枠組みと研究手法 

 

第 1 章では、既存研究が改善活動を次のようなイノベーションとしてみてきたことを明

らかにした。すなわち改善活動は、小規模で、工程イノベーションを主な対象とし、個々

独立した同様な性質・規模の活動の積み重ねであって、作業者・作業集団主導型のインク

リメンタル・イノベーションであると考えられることが多かったのである。改善活動が常

に上記の想定からはみ出ないのであれば、組織全体に調整問題が及ぶことはなく、したが

って組織全体の調整問題を前提にした組織設計等の視点も必要なくなる。他のイノベーシ

ョン活動では必要となる組織内外での資源獲得のための関係者・ステークホルダーの説

得・調整という視点も、そもそも規模が小さいイノベーションであって資源をそれほど必

要としないのであれば必要性が薄れる。その一方で、実務家の回想は必ずしもそうした想

定に限られたものではなかった。 

続く第 2 章においては、イノベーションは多様な要素の新結合であるがゆえに調整の必

要性があるが、インクリメンタル・イノベーションの場合は、分権的な組織を採用して組

織の下位階層に権限を委譲し、調整をそこで完結させてしまえばよいとする研究が存在し

てきたことを明らかにした。たとえば、生産管理論における改善活動研究で取り上げられ

る事例は小規模なものが中心であり、そこではどちらかというと作業者・作業集団による

分権的なチームワークに焦点が当てられていた。 

このとき、一部設備設計をともなうような大規模な改善プロジェクトの場合は、技術者

が積極的に関与するという分業関係が考えられてきたが、ひとつの改善プロジェクトの中

で作業者から技術者へとバトンタッチするような状況などは詳しく研究されていなかった。 

また、経営組織論の中の組織能力研究や組織構造研究は、組織内の調整という観点に着

目しながらイノベーションという研究領域に接近しており、また、組織ルーティン研究は

組織が変化を生み出す源泉を明らかにした上で、その阻害要因としての調整問題にとりか

かりつつあることを示した。経営組織論のなかでは、組織内の上位階層から下位階層へ向

けての垂直的な調整から、部門間の水平的な調整までもが考えられていた。 

ただし、会社全体としてどのような規模の改善活動に集中するのか、またどのような組

織を採用するのかという視点はいまだ研究が不十分であった。 

前章までのこうした議論を踏まえ、この第 3 章では本論文の研究目的に即した研究の枠

組みを提示する。研究の枠組みは、既存研究の状況を再確認するとともに、そうした再確
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認の上に立って、さらなる議論を展開するために用いられる。ここで示される分析枠組み

は、企業内で生み出される改善活動が、一度組織構造というフィルターを通して方向づけ

られながら、最終的に実現にまで至る（そのため結果もまた組織構造に影響される）とい

うものである。そのため、各企業が採用する組織構造はどのようなものかという疑問に加

え、各企業において総体として創出されている改善活動の性質（ここでは平均的規模・規

模別発生割合）はどのようなものかという疑問に答えるものである必要があろう。 

ここで提示する分析枠組みは、以後、本論文において取り上げる改善活動の実態調査の

分析およびコンピュータ・シミュレーション結果の解釈に必要なものであり、調査結果と

不可分である。そのため、本章の後半では、分析枠組みを用いていかに研究を進めていく

のかについて、研究手法の説明もおこなう。 

 

 

3.1 改善活動の規模と発生数 

 本論文の第 1 章でも確認したように、改善活動は、小規模な変化をもたらすインクリメ

ンタル・イノベーションであるとされることが多く（Bessant et al., 2001; Choi, 1995）、

多くがこの範疇に留まるとの意識から、改善活動は「インクリメンタルな工程イノベーシ

ョン」という枠組みを先に与えられてしまうこともあり（Anand et al., 2009）、議論に最初

から制約がかかる場合があった。また、こうした多数の個別改善プロジェクトはそれぞれ

独立しているとされ、他の改善活動や他の組織活動との相互依存性はあまり考えられない

（Boer & Gertsen, 2003）。こうした改善活動（個々の改善プロジェクト）は、R&D 活動

等の技術者が主導するイノベーション活動とは異なり、作業者・作業集団が主要な貢献者

となるという（Bessant & Caffyn, 1997; Bessant et al., 2001; Koike, 1998）。すなわち、

改善活動に関して問題解決・意思決定をおこなうのは主に作業者ないし作業集団であると

されてきたのである（Bessant et al., 2001; Koike, 1998）。 

このように、改善活動は「小規模な」「工程の」「個々独立した」「同質な」「作業者・作

業集団による」インクリメンタル・イノベーションであると考えられることが多かった。

その一方で、実務家は、改善活動の遂行にあたって多数のステークホルダーを巻き込む大

規模なプロジェクトと化したこともあったと回想している。実務家は、改善活動に関して

の既存研究の想定に必ずしも気を配っているわけではないため、ここで、あらためて既存

研究の整理の上での疑問を提示するならば以下のようになるだろう。 
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 改善活動は常に規模の小さなものに限られているのか？ 

 改善活動は常に工程イノベーションにのみ貢献しているのか？ 

 改善活動は他の改善活動や組織活動に影響を受けたり与えたりしないのか？ 

 改善活動の主要な貢献者は常に作業者・作業集団なのか？ 

 

 これらの疑問は全て様々な意味での改善活動の規模に関わるものであり（武石ほか, 

2012）、既存研究において取り上げられる改善活動の多くが小規模なものとされることが多

いという点は既に確認してきた通りである。ただし、実務家の回想では現実の改善活動の

規模は比較的大から小まで分布する（存在する）とされていることから（原田, 2013; 松島・

尾高, 2008）、仮に改善活動が規模別に何らかの確率分布に従って発生すると考えるならば、

少数の比較的大規模な改善と多数の比較的小規模な改善を伴うような分布に従うとするの

が自然かもしれない。こうした分布のひとつとして対数正規分布があり、実際に製造業に

おける投資規模の分布の形状を説明する理論的根拠も存在している31。そこで本論では、潜

在的な改善の機会の分布は対数正規分布あるいはそれに近い形の分布に従うものと仮定す

る（図 6）。 

 

図 6 潜在的な改善活動の出現可能性図（出所：筆者作成） 

 

                                                   
31 すなわち、企業における通常の投資活動と同じように、一定の収益率（をそれぞれ何乗するか）が正規

分布に従い、そうした収益率を乗じた結果としての収益が対数正規分布に従うというモデルである。一例

として、製造業の企業規模はこうした論理によって対数正規分布に従うとされる（Cabral & Mata, 2003）。 

 

規模

発
生

数
・
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なお、縦軸は発生数または発生割合であり（どちらも形状は同一になる）、現段階ではど

ちらとして扱うこともできるため、理論考察と実証分析とで適宜適切なものを用いる。こ

こで点線は、実際に創出された改善活動ではなくあくまで可能性（改善活動の機会・余地

の分布）を論じていることを示す。そして、改善活動の中には工程設計や製品設計に影響

するなどして、問題解決の連鎖を必要とするものも可能性として存在する。こうした問題

解決の連鎖のどこまでを扱うかは企業に選択の余地があり、どのような組織構造を採用す

るかに依存するという可能性については第 2章の研究レビューにおいて述べた通りである。

すなわち、第 2 章の議論を踏まえると、イノベーションとしての改善活動は必ずしも産業

ごとに全ての企業で同一とは限らず、一度組織構造というフィルターを通して創出される

と考えられよう32（図 7）。また、図 7 中の実線部分は、組織構造というフィルターを介し

て最終的に実現する改善の規模別分布を示しているが、その分布の 3つの形状については、

次節で詳しく述べる。 

 

図 7 本論文の分析枠組み概念図（出所：筆者作成） 

 

それでは、様々存在しうる改善活動のうち、各企業においてどのような規模の改善活動

が多くみられるのか、また各企業はそれぞれどのような組織構造を用いて改善活動に取り

組んでいるのだろうか。実際の企業活動の実態においても、それら 2 点に企業ごとの独自

性がみられるのだろうか。こうした問いに答えるために、本論文では、大まかに①改善活

動の規模と②改善活動をおこなう組織の在り方という 2 点について様々な企業の実態を調

                                                   
32 ここでは破線部分との比較のため、発生数を用いている。ここで、発生割合を用いると、破線と実線は

一致する場合がありうる（次節に詳述）。 

 改善活動の始端　　　　組織構造　　　　実現される改善活動

写像　　　　　　　写像

規模

発
生

数

破線：潜在的な改善活動の可能性
実線：顕在化する改善活動
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査していく。 

 

 

3.2 分析枠組み：改善活動分類図 

 改善活動が、既存研究の想定から逸脱して、製品の設計変更をともなったり、他の組織

活動に影響したり、投資額等の規模が大きかったりといった特徴を持つ場合、いずれにし

ても資源の獲得・動員に関係するため関係者・ステークホルダーの数が増え調整のために

費やす時間も増えると考えられる（武石ほか, 2012; Van de Ven, 1986）。すなわち、前節で

述べた改善活動の規模のバラツキは、調整の範囲と調整努力に費消した時間を用いればあ

る程度測定することができるだろう。また、改善活動をおこなう際の組織については、改

善活動を推進する上で関係する組織成員をピック・アップしてもらい、その中でどの組織

成員がどのように影響しているのか調査する必要があろう。 

 こうして調査された企業の事例は、改善活動の規模別発生割合と当該企業において改善

活動を推進する組織の在り方とを並列的に記述していくことで分類される。こうした分類

をおこなうことで、各事例間を比較することができると考える。まず、ここでいう改善活

動の規模という概念は、改善プロジェクトの投資額と経済効果といった指標を軸としなが

ら、個々の改善活動プロジェクトのステークホルダーの数やその間での調整の努力量とい

ったものにも注意を配ったものである。 

ここでは、前節で登場した図に実際に各企業で発生している改善活動の規模別発生数を

実線で記入している（図 8）。ここで、小規模中心型・大規模中心型・バランス型の 3 者は、

対数正規分布の最頻値の位置に差異をつけることによって得られる。このとき、3 者を規模

別発生数（実数値）で表現する場合には、3 者は企業ごとの資源制約・組織能力制約によっ

て積分値に差異がみられるかもしれないが、3 者を発生割合で表現した場合には、3 つの曲

線を積分した値は一致すると考えられる。そのため、ひとまず図 8 では𝑥 軸に一定の領域を

指定し、3 者の積分値（面積）を一定と想定した図を用いた。このとき、潜在的に発生する

可能性がある改善活動を破線で表現しており、破線に対し、任意の𝑥 座標の𝑦 値に 1 以下の

数値を乗じていくことで実線が得られる。ただし、3 つの改善活動の分布形は、上述した組

織構造によるスクリーニング効果により、潜在的な改善活動の機会の実現率が減少関数か

水平か増加関数かといったことで理論的に説明できよう。そして、𝑥 軸の全ての𝑦 値を一定

の数値で乗じるのか（バランス型）、原点𝑂 に近いほど 1 に近い値を乗じるのか（小規模中
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心）、逆に原点𝑂 に近いほど小さな値を乗じるのか（大規模中心）など様々な形状がありう

るだろう33（図 8）。 

 

図 8 改善活動の分類図（出所：筆者作成） 

 

 ここで、𝑥 軸が規模に関するものであることは既に述べた通りである。ここで、「規模」

として扱っている内容を具体的に示すと、投資金額・投資効果といった指標にステークホ

ルダーの数とその間での調整の努力量が含まれている。このとき、ステークホルダーの数

が増えて調整・説得に時間がかかればかかるほど調整に従事する従業員の賃金は投資とし

て増加していく。こうした調整を外製してしまう場合、すなわち外部の設備業者に全て任

せてしまうという場合には、設備投資額にこうしたコストは反映されるだろう。また、結

果的に得られる経済効果については、これをあらかじめ見積もった上で投資がおこなわれ

ると考えると、投資と経済効果には一定の相関があるかもしれない。そのため、これら 3

つの指標は多重共線性が高いと考えられる。そして、多重共線性が高いと考えられるから

こそ、これらを大まかに規模としてまとめることができよう。とはいえ、測定指標の正確

さについては次章において実証研究を基礎として詳しく議論することにして、ここではこ

れ以上立ち入らない。 

 𝑦 軸が発生数・発生割合を表す（破線を考慮しない場合は発生数・発生割合は一致する）

ことも既出の通りであるが、（主に発生割合の）具体的な計算方法としては、全体の経済的

                                                   
33 なお、以後の議論では、ここでの曲線の形状を大まかに模写したものを分類図として使用する。 
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インパクト（投資とそのリターンのうち測定ができたものを適宜用いることとする）の内、

𝑥 軸に対応する規模のものがどの程度占めているかをみていく。経済的なインパクトを重視

するために、割合の計算に発生数をそのまま用いる場合も、発生数に金額を掛けた総投資

額の数値を用いる場合もありえる。こうして用意された分類図において、たとえば小規模

な改善活動が中心的であるという既存研究の多くにみられる状況は、以下のようになる。 

 

図 9 小規模中心・作業者主導の改善活動（出所：筆者作成） 

 

 これに対して、たとえば本社の技術者がおこなう大規模な設備開発に近いものが時折発

生し、また作業者が中心となる小規模な改善活動もおこなわれている状況（小池ほか, 2001）

であって、ある企業がこれら双方を改善活動として捉えている場合は以下のようになる（図

10）。ただしこの場合、たとえ企業が大規模な設備開発を改善活動という名のもとでおこな

っていたとしても、これは「改善活動」という言葉の誤用であるという反論もありうる。

一企業において小規模で作業者中心の改善活動と本社技術者中心で大規模な改善活動が互

いに独立して存在している場合、独立した別個の活動にはそれぞれ別の名前を付けること

が可能であるため、議論の余地が存在する部分であると考えられる。 
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図 10 作業者中心型小規模改善活動と本社技術者中心型大規模改善活動の共存（出所：筆

者作成） 

 

 しかし、次のような場合であれば、既存企業の想定からの逸脱を改善活動の定義論で片

づけるだけでは済まされず、改善活動の実態に即してステレオタイプ的な見方を見直す必

要性に迫られるだろう。すなわち、作業者・作業集団の提案が改善活動の始端となること

に関しては先ほどと同様なのだが、時間経過とともに改善活動の一部が大規模なものにな

ってしまうような状況である。投資額が少なくてすむような改善活動から（Imai, 1986）、

設備の変更・設計・開発といったものまでを含む改善活動（新郷, 1977）までも（発生割合

は小さいとしても）作業者・作業集団が中心となっておこなう状況であり、作業者の代表

として班長・組長が設備業者や本社の技術部に対して意見するというような場合である

（Adler et al., 1997）。こうした場合、一時点では小さく見えた改善活動が、本社等の参加

の結果として次第に大規模なものへと変貌するため、言葉の定義論を展開すると「どの時

点から改善活動と呼ばないようにするのか」という厄介な問題をはらむことになる。この

ような場合、はじめは（研究者・実務家など）誰の目からも「（小規模で作業者が着手する）

改善活動」であったものが、時間経過とともに論者によっては改善活動と認めない性質の

ものへと変化することになる。この状況下では、実は大小さまざまな工程変化に短期・一

時点では区別が付けられても、長期・ダイナミックな視点では区別がつかないことになろ

う。 
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また、同じような状況は、中心となる組織が本社技術者であっても起こりうる。たとえ

ば、改善活動に取り組み始めたばかりの企業において、当初は優秀な本社技術者がこれを

おこない、徐々に作業者・作業集団にも参加してもらおうと考えているという場合であっ

て、現状では小規模なものから大規模な改善活動まで本社から派遣された優秀な技術者が

一手に引き受けているといった状況である（田中, 2005）。このとき、改善活動の着手段階

においては、こうした技術者にも一つ一つの活動の規模が最終的にどのようなものになる

か判断がつかないかもしれない。 

これらの状況では、同様に開始した改善活動が、あるものは必要に応じて大規模になり、

またあるものは小規模なまま実現にまで至ったというように、規模に差はあれども活動と

しての区別が難しくなる。このように、観察時間の長短など観察者側の要因によって観察

対象が歪められてしまう可能性を考えれば、工場等の現場において改善活動と呼ばれてい

る活動を事前に区別することなく長期に観察する必要があろう。 

 

 小規模中心・大規模中心といった例の中間として、バランス型も考えられるかもしれな

い（図 11）。ここでは、規模の小さい改善活動から、規模の大きい改善活動まで満遍なくお

こなっていると想定されている。そのため、潜在的な改善活動の可能性（改善の機会）の

分布と近い形である「より正規分布に近い対数正規分布」となることが予想される（図 11）。

なお、ここまでの例において、全体としての規模や資源使用量は同一と仮定している。そ

のため、大規模な改善活動に資源をより使用すると、小規模な改善活動が少なくなるとい

うようになっている。そのため、もし使用できる資源が無限にあれば、小規模から大規模

まですべての改善活動を実現できることになる。 
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図 11 小規模から大規模まで渾然一体となったバランス型の改善活動（出所：筆者作成） 

 

 ここまでの分析枠組みでは、規模を中心的に扱ってきた。しかし、第 2 章および本章の

冒頭でも確認してきたように、改善活動の規模は組織構造というフィルターを通して決定

されるものである可能性があるため、組織構造への着目も必要であろう。すなわち、改善

活動の始端が生じると、問題解決の連鎖をどこまでまで扱うかによって組織内外での調整

範囲が変化するという写像関係にあり、さらに、そうして特定の組織構造によって扱われ

た改善活動は結果的に特定の規模の改善活動を生み出す（2 段階目の写像関係にある）。こ

うした関係から、特定の企業が採用している組織構造が、当該企業が創出する改善活動の

規模に対して何らかの傾向性をもたらす可能性がある。 

このとき、改善活動を主に担う組織成員としては、既存研究レビューを踏まえ、分権的

なコミュニケーションによる作業者・作業集団34（小集団活動）といった企業内の現場の集

団から、本社の技術者が積極的に改善活動にコミットする可能性まで考慮される。これら

両者をつなぐ中間的な組織もありうるだろう。このとき、先行研究において小集団でおこ

なわれる改善活動では、資源や権限がどこに配置されているのかという点が重要となって

                                                   
34 なお、ここでは工長・組長（foreman、supervisor）も作業集団の長として作業者・作業集団に含めて

いる。ただし、彼らは管理者的な仕事もおこなうため、作業集団とすることには議論の余地があろう。こ

の論文においては以下の点を考慮して上記の扱いとした。第一に、工長・組長は労働組合員であり作業者

側に立つことを期待されている。第二に、彼らの仕事の多くは生産現場で完結する。第三に、正規従業員

として採用されると、組長までの昇進はほぼ確実に見込めるため、組長には仕事の経験が長い（熟練度に

よって作業者のリーダーと認識される）作業者としての側面がある。 
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いたことを踏まえ（Hackman & Wageman, 1995）、改善活動を推進するにあたって必要な

資源・権限が現場作業者・本社技術者・その他中間的組織のどこにあるのかについても調

査をおこなう。 

そのため、企業ごとに、改善活動の主役（と経営トップから認識され、かつ資源配分さ

れている者）となる組織成員が誰で、どのような組織構造を採用しているかについて調査

する必要があろう。改善活動を推進するのが現場の作業者・作業集団であれば、本論文の

文献レビュー部分でもみて取ったように、分権的な組織構造と調整の形態を採用している

とみる。一方、改善活動を主導する（主役となっている）のが本社技術者であれば、本社

が中心となった比較的集権的な組織を用いているとするが、これについては若干議論の余

地があるだろう。本社の技術部門が中心となっているという場合、本社の経営トップが率

先して本社の技術者を用いて現場に出向いて改善活動をおこなうという場合もあれば、単

に「本社の技術者たちに権限を委譲している」というある意味で本社内での分権制を採っ

ている場合もあるためである。ただし、いずれにせよ現場の作業者からすれば、本社は現

場のトップである工場のさらに上位階層であるから、「比較的」集権的といえるかもしれな

い。このような事情から、本社技術者・技術部門が主導する場合には、以後は集権的とい

う表現よりも技術者主導型という表現を用いる35。 

また、実務家の回想の中で、改善の中には他工程・他部署などの多様なステークホルダ

ー間での調整が必要なものがあるとされ、これをおこなっていたのは「製造の技術員は現

場の横糸になれ」との使命を大野耐一氏から与えられた技術員室という組織だったとされ

ていることから（原田, 2013）、製造現場の技術者であって調整役であるという中間的な組

織の存在もここでは考えている。こうした中間的な組織は、次章の調査によって具体的に

どのような機能をもった組織であるのか確認され、組織の実態把握に合わせて名称も変化

させることとする。そのため、中間的な組織というのは分析枠組みを提示する段階での、

暫定的な仮称である。 

また、改善活動の途中で技術的な問題が発生し、ある時点で本社の技術者にバトンタッ

チするといった状況もありうるだろう。当初は簡単な作業改善であると考えられていたた

めに作業者が中心的に取り組んでいたものが、実はエルゴノミクス（人間工学36）の視点で

                                                   
35 作業者・作業集団中心の組織については分権的な組織として扱うことに問題はないと考えられるが、本

社技術者主導という言葉への対比として整合性を取るため、以後は作業者・作業集団中心型という用語を

優先して用い、必要に応じて分権的・分権制という言葉を使用する。 
36 作業のしやすさへの考慮をおこなう活動のことである。近年では広く従業員の健康や幸福といったもの
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の考慮をおこなうために設備の複雑な配置や配線等を変化させる必要が生じ、さらにその

ために新しい設備が要求され、本社の技術者が中心的に活躍する場合などである（Dul & 

Ceylan, 2011）。このように、ひとつの改善活動の始端から完結までに様々なタイプの組織

成員が関わる場合があり、状況に応じてその中でのリーダーシップを発揮する組織成員が

変化するということもあるだろう。その場合、単純な分類よりも詳細な記述が必要かもし

れない。 

こうしたことを踏まえ、改善活動のために用いられる組織構造は作業者中心型・技術者

中心型・中間型の 3 分類を基礎としつつも、各企業の状況に応じて詳しい描写を追加して

いくこととする。こうした目的から、改善活動の規模と組織を同時に比較する分類表は下

記のようなものにする。 

 

表 4 改善活動の分類表（出所：筆者作成） 

 

 

 こうして提示された分類表に各企業の（改善プロジェクトの積み重ねとしての）総体と

しての改善活動をプロットしていくと、それらの間での比較が可能となるだろう。こうし

た分類をおこなうことで、特定の分類の企業が別の分類へと変化をするためには何が必要

なのか考察する余地も考えられるかもしれない。 

 

 

3.4 研究手法 

 この章で提示した分析枠組みを用いて、実際の企業の調査をおこなう場合、改善活動の

実態、改善活動の規模感（規模別発生割合）、そして中心となる組織などについて詳細に研

究を進めていく必要がある。すなわち、改善活動の実態がどのようなもので、いかに（How）

                                                                                                                                                     
と経営目標とを同時達成させる活動と定義されてきている（Dul & Ceylan, 2011）。 

改善活動の規模 改善活動を担う組織

A社 ― ―

B社 ― ―

C社 ― ―

… ― ―
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遂行されているのかについて明らかにし、有効なマネジメント法を模索することが本論文

の目的である。そのため、ここまでで提示した分析枠組みを用いつつ新たに提示する命題

の根拠を提示していく。このように、本研究は実証的な研究としての側面を一部もっては

いるものの、基本的な研究姿勢と究極的な研究目標は、既存研究の想定するインクリメン

タル・イノベーションとしての改善活動に対して実態調査を踏まえた新たな仮説を提示す

ることにある。そのため、仮説構築型の研究志向をもった研究をおこなうということでも

ある。 

このような立場に立ったとき、事例研究は How の分析をおこなうのに最適であり（Yin, 

1994）、仮説構築型の研究に適し（Eisenhardt, 1989）、かつ他の研究方法においては困難

な体系的で詳細な分析が可能であるとされる（Sridharan et al., 2005）。さらに、近年では

生産管理の分野において、事例研究が実証と理論構築の両者に寄与するとの認識が高まっ

てもいる（Barratt et al., 2011; Tracey & Neuhaus, 2013）。これらを踏まえ、本論文では

事例研究による仮説構築的な研究方法を基本的に採用する。事例研究について研究をおこ

なっている Robert K. Yin によれば、「なぜ」と「どのように」という問いに答えるには実

験、歴史分析、事例研究といった方法が適しているのに対し「どのくらい」という問いに

対しては統計分析が適しているという適性がそれぞれ存在する37。そのため、何を研究の目

的にするのかを前提にした上で、それぞれの研究手法の適性を比較考量し、目的に合わせ

た最適な研究戦略を選択する必要がある。 

                                                   
37 Yin の研究方法論研究の代表業績である Yin, Robert K. (1994) Case Study Research: Design and 

Methods. 2nd Ed. New York, NY: Sage Publications.（ロバート K・イン (1996) 『ケーススタディの方

法』近藤公彦訳、千倉書房、1996 年。）によると、Robert K. Yin は学部時代に歴史学を専攻し、大学院で

実験心理学を学んだ社会心理学者であり、Yin の博士論文は表情認知に関するものだった。そこでは、実

験室実験的な研究に加えてケーススタディが用いられたが、その博士論文執筆過程で、彼は「経験的研究

が進歩するのは論理をともなった場合だけであり、機械的な努力は意味をなさない（イン, 1996, p. 4）」と

気付くにいたった。すなわち機械的に統計的な分析をするのではなく、ある仮定からどんな仮説が設定で

き、その仮説を検証する（あるいは反証する）にはどのような分析手法が望ましいのか明らかにした上で

分析をおこなうべきだと考えたわけである。 
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表 5 研究戦略の考え方（出所：Yin (1994) をもとに筆者作成） 

 

 

 表 5 にあるように「なぜ」「どのように」という問いに答えるためには実験、歴史分析、

事例研究が適しているとされる。因果関係の推測のためには組織内で人がどのように活動

しているか（歴史の場合は「いた」か）を明らかにする必要があるからというのがその理

由である。とはいえ、行動への制御の必要性や現在への焦点といった点で 3 手法は異なる。

実験を用いる場合、ある変数以外が研究対象に影響しないように制御をおこなう（たとえ

ば物理実験であれば、物体の運動に空気抵抗が影響しないように実験空間を真空にする）

必要がある。また歴史分析の場合、現在はどうなっているのかという視点は得られにくい。 

 本稿は、事例研究をベースとしつつも、研究戦略として必要に応じて仮想実験としての

コンピュータ・シミュレーションを採用したり、定量分析をおこなったり、社内資料・公

開資料の分析をおこなったり、歴史的な観点からオーラル・ヒストリーの分析を試みる。

そのため、表 5 において現れる研究手法の全てを用いたものとなっている38。 

また、事例研究による分析をおこなう場合でも、事例の対象と数によって事例研究をさ

らに分類することができる（Yin, 1994）。すなわち、事例が 1 企業内の部分なのか全体なの

か、事例の数が単一なのか複数なのかという 2 軸のマトリックスで表現できる分類があり

うるのである（表 6）。単一事例と複数事例とのどちらを用いた方がよいのかについて、た

とえばケースが既存理論への決定的反論である場合、極端でユニークかつ希少な事例であ

る場合、新事実を発見するようなケースである場合には単一事例が適しているとされる

（Yin, 1994）。それに対し、比較が目的である場合には複数事例が必要となる。また、分析

単位はいくらでも分割・結合することができ、一社単独事例を個別のプロジェクトごとの

複数事例に分割したり、複数の事例を統合して一社全体の記述をしたりすることもありう

る（Yin, 1994）（表 6）。 

                                                   
38 これにより、副次的な効果を得られるかもしれない。ある論理を補強する証拠が事例分析と数理的・統

計的分析というように複数存在すれば、調査結果の信頼性が高まるという効果である（Corley, 2012; 佐藤, 

2008; Yin, 1981; Yin, 1994）。 

リサーチ戦略 リサーチ問題のタイプ 行動事象に対する制御の必要性 現在事象への焦点

実験 どのように　なぜ　どれくらい あり あり

定量調査 だれが　なにを　どこで　どれくらい なし あり

資料分析 だれが　なにを　どこで　どれくらい なし あり/なし

歴史分析 どのように　なぜ なし なし

事例研究 どのように　なぜ なし あり
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表 6 ケーススタディの４タイプ（出所：イン (1996) 近藤訳 p. 53） 

 

 

 そのため、全体的なケースにするのか、一社を部分に分けて複数の分析単位で事例研究

をおこなうのかは研究の目的による。本論文の研究においては、続く第 4 章では、企業間

の比較が目的となるため一社内の一つ一つの改善活動の事例は取り上げず、全体複数事例

の比較をおこなうことになる。第 5 章では既存研究の想定の再検討という反証事例となる

ため、一社単独事例を取り上げるが、章の中で改善活動ごとに複数事例に分割し、その間

での比較を可能にしている。それ以後は、一社内の複数工場を単位とした複数部分比較事

例、工場を対象としつつ企業全体の在り方を比較した全体比較事例など、目的に合わせて

事例研究の研究対象レベルを変化させている。また、すでに述べたとおり、研究目的に照

らして事例研究と統計分析、またコンピュータ・シミュレーションなどを組み合わせ、複

数の論拠を用いながら議論を進めていくという三角測量法的・混合法的な方法（佐藤, 2008）

を用いている。 

 ここまで、本論文の研究手法についての全体的・大局的視点を述べたが、各章における

より詳しい調査設計や調査対象などについては、以後の各章で述べていくこととする。 

 

 

3.5 小括 

 イノベーションとしての改善活動は、潜在的には様々な規模がありうるという前章まで

の議論を踏まえ、この章では改善活動の始端が組織構造というフィルターを経て実現に至

るという論理に沿った分析枠組みを提示した。そこでは、改善活動の規模について小規模

中心・大規模中心・バランス型の 3 分類、および改善活動の組織について作業者中心・技

術者中心・中間型の 3 分類が考えられた。こうした分類を基礎として、以後、実際の企業

の事例等を分析していく。ここでの分析枠組みは、研究（手法）戦略という考えに則り、

様々な研究手法を目的に合わせて使い分けながら、以後の章で利用される。  

単一ケース設計 複数ケース設計

全体的（単一分析単位） タイプ１ タイプ３

部分的（複数分析単位） タイプ２ タイプ４
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第 4 章 日本の自動車産業における改善活動の実態39 

  

 第 3 章において、改善活動をイノベーションとして捉えたとき、改善活動にあたって各

企業がどのような組織設計をするのかによって、最終的に当該組織から創出される改善活

動の平均規模（規模別発生割合）に変化が生まれる可能性を論じた。すなわち、改善活動

が既存研究の想定よりは広い活動でありうるとしても、その中でどのような（規模や主導

する組織という点での）性質のものに集中するのかは、企業ごとに選択の余地があること

を第 3 章までで確認してきた。 

ただし、第 3 章までの議論は、あくまで可能性を論じたのみに留まっており、以後の議

論は実際の企業を観察しながら進めていく必要があるだろう。そこで第 4 章では、本論文

で確認された改善活動の広がりに対して、各企業がどのようなアプローチで取り組んでい

るのか、どのような規模のものにどのような組織構造・調整形態で取り組んでいるのか、

という疑問に対して実態調査をおこなう。 

調査対象として日本の自動車産業が選択され、一定の基準で選択された 4 社に対し①改

善活動を主導するのがどのような組織階層のメンバーか、②どのような規模の改善活動が

多いか、について確認していった。これに加えて、③年次投資予算のような改善活動に必

要な資源は誰が保持しているのか、について半構造化インタビュー調査と調査票調査をお

こなう。これらの項目は、組織内調整の在り方を左右する要因であることが既存研究等に

よって指摘されているため、本論文の問題意識に合致していると考えられる。 

本章での分析結果を先取りすると、改善活動には「大規模中心で本社技術者中心」「小規

模中心で作業者・作業集団中心」「バランス型で調整役の技術者を設置（中間型）」という 3

種類が大まかにみられることがインタビュー調査と質問票調査の 2 つによって確かめられ

た。 

 

 

4.1 分析手法：比較事例分析と質問票調査 

本稿は、企業における実際の改善活動がどのような実態をもつかについて明らかにする

ことを目的の一つとする。第 3 章でも述べたように、事例研究による詳細な企業実態の解

                                                   
39 本章および第 6 章の一部は、岩尾 (forthcoming) 「インクリメンタル・イノベーションと組織設計：日

本の自動車産業における改善活動の実態とコンピュータ・シミュレーション」『組織科学』として掲載予定。 
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明が実証・理論構築の両者に寄与すると再評価されていることを踏まえ（Barratt et al., 

2011; Eisenhardt et al., 2016）、本稿は初めに事例研究をおこなう。第 3 章のレビューに照

らすと、ここでの疑問は会社レベルの改善活動の実態がどう異なるのかであるので、企業

を対象とする全体事例の複数比較をおこなう必要があるだろう。研究対象としては、日本

の自動車産業を選択した。これは、日本という国家を一種の統制変数としていることと、

日本の自動車産業に属する代表的な企業群が改善活動が活発であるとされている（Womack 

et al, 1990）ことを理由とする。対象企業として売上規模上位 8 社以内の企業のうち許可が

得られた 3 社、およびそれらの内 1 つの企業の関連会社という 4 つを調査した。前 3 社の

年間生産台数の合計は国内 60%超となり、内 1 社の関連会社を含めた調査対象 4 社の国内

シェアは約 65%となる（2014 年 12 月 31 日時点）。そのため、日本の自動車産業に対し、

研究対象はある程度の代表性を持つといえるかもしれない。 

なお、事例の対象は各企業の完成車製造工場（車体・成形・塗装・組立の直接部門と品

質管理・工務の間接部門からなる）であり、各工場の生産台数はおおむね 4 社とも 20 万台

程度である。これによって、工場の規模といった統制変数にも一定の考慮をした。なお、

各事例は複数人のインタビューノートを結合することにより解釈の偏りを正した（Miles & 

Huberman, 1984）。また、対象企業に対しインタビュー結果の中間的な分析およびその妥

当性について確認した。調査は、それぞれの企業の工場見学、および改善活動実施までの

過程・規模・組織と予算配分の在り方という 3 点について約 2 時間ずつ半構造化インタビ

ューをおこなった（表 7）。 

 

表 7 第 5 章インタビュー調査概要（出所：筆者作成） 

 

 

事例では、各企業が改善活動の規模と組織に関してそれぞれの特徴を持って取り組んで

いることが分かる。ただし、これはあくまでインタビューの結果であり、解釈の誤りの可

能性は残る。そこで、事例の結果をより確実なものとするため、2016 年 11 月および 2017

調査対象者の職階 A社（2回訪問） B社（1回訪問） C社（1回訪問） D社（2回訪問）

経営層レベル 1名 1名 1名 1名

部長レベル 1名 4名 2名 1名

課長レベル 3名 3名 2名 1名

工長以下現場レベル 1名 1名 0名 3名

訪問日時（順番は各社とは非対応）：2014年2月13日、12月5日、2015年7月3日、2016年5月17日、6月24日、11月23日
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年 6 月には、各企業に対し改善活動の規模と組織について確認する質問票を送付した。質

問票の概要は本章の末尾に Appendix を付している通りであるが、上記の 4 社に対して①改

善活動の規模別発生割合について実数値または百分率で答えてもらい、②改善活動に対し

現場作業者と本社技術者とが果たす役割の大きさをそれぞれ 5 点尺度で回答してもらい、

さらに③D 社にみるような工場が本籍となる調整役の技術者（中間型の組織）が存在する

かについて質問するものである。 

なお、質問票の回答者は基本的に工場長かその代理人を指名しており、各企業の本社に

送付・依頼している。ただし、こうした質問票もまた①回答者の主観が入り込む上、②回

答の仕方（たとえば百分率で答える回答者と概数で答える回答者が存在するなど）によっ

ても影響を受けるという特徴から、結果を単純に 4 社比較するといったことはできないと

考えられる。そのため、あくまでも事例を評価するための補助として使用する。 

 

 

4.2 比較事例分析 

 以下の 4 社の事例は、インタビュー調査の結果を改善活動の規模とそれをおこなう組織

という 2 点に着目して要約したものである。ここで、規模とは経済的なインパクトを差し、

改善活動の利益と消費した費用（コスト）の両者を含めたものである。また、組織につい

ては、改善活動をおこなう際の組織成員の在り方（公式組織の形態を含む）と、経営資源

のひとつである予算を誰が持つかに着目している。この結果、改善活動として一括りにさ

れてきた活動が、実際には各社で異なった特徴を持つものであることが分かる。特に、事

例においてインタビュワーの主観的な回答として現れた各社の特徴が、質問票調査におい

て再確認され、さらに各社の規模別改善活動発生割合データに対して規模での重み付け処

理を施すことで、明確な区別として再現される。具体的には、各社が取り組む改善活動の

規模は小規模中心・大規模中心・バランス型という 3 タイプが存在し、改善活動に取り組

む組織もまた作業者中心・本社技術部門中心・中間型という 3 タイプ存在することがわか

る。このとき、規模別発生割合と組織の両方で特徴的な存在である D 社には、調整役とし

ての技術者が存在し、彼らが改善活動の予算を持つという特徴がある。 

 

A 社の事例：小規模中心・作業者中心型の改善活動 

A 社における改善活動は作業改善や設備レイアウトの変更、ちょっとしたカラクリの導入
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といった、調整範囲が作業現場内でほぼ完結する、予算数万円～数十万円程度の改善が中

心であるという。小規模な改善活動のきっかけは作業者や班長らの「気づき」によること

が多いとされる。たとえば「歩行のムダ」が何秒あるとか、ある種の作業がやりにくいと

いった具合である。ムダが認識されると、作業者→班長→組長→工長という経路で伝達さ

れ、組長・工長は改善の予算を握っているため、予算内で十分な効果が期待できるかにつ

いて彼らが検討していく。そして、予算内で十分な効果が出るようであれば、改善が実施

される。 

設計変更をともなう改善については、現在ほとんどおこなわれていない。これは「でき

ない」というより「する必要がなくなった」というほうが正しいという。数年前までは設

計が良くないために作業がしにくかったり、改善が進まなかったりといったことが多かっ

たため、近年はモデルチェンジにともなう設計の段階で必ず設計部と現場の組長・工長が

チームで仕事をし、エルゴノミクス等について意見を吸い上げている。なお、一件当たり

数千万円の予算が必要となる大規模な改善については、事業部の計画に合わせて改善効果

を生産技術部が計算しながら、生産技術部が持つ予算を使用しておこなわれるが、頻繁で

はないという。改善活動においてこうした技術的な問題を解決・調整するための組織とし

て、工場技術員・技術員室というものが存在していたが、2000 年代初頭から徐々にその有

効性について異議が唱えられるようになり、2010 年前後に廃止され、2017 年に再度復活し

ている。ただし、工場技術員の数はおおまかに工場全体で 25 名程度、このうち大卒者は 5

名程度である。 

A 社自動車工場は、近年、生産準備・工場設備拡張のために総額 1000 億円超規模の投資

をおこなっており、これは A 社全体の設備投資額の大部分を占める。とはいえ、こうした

投資は例年から考えても異例であり、基本的には古い設備を大切に使うという考えをもっ

ている。こうした状況の背景には、各社各工場によって「この工場は先端技術を最初に立

ち上げるパイロットラインである」「この工場は見学通路など設備投資をふんだんにおこな

ってお客様に見せるためにある」などというように異なる位置づけを与えられているから

であるという。 

A 社自動車工場についてみてみると「着実に儲かるライン」を目指して小規模な改善活動

を中心におこなっている。こうしたことから、A 社自動車工場の改善活動の方針は「地に足

が着いた改善」である。また、生産技術部門であっても、大規模な設備開発ができる能力

は保持しつつも、比較的お金がかからない「地に足がついた生技」の開発を主軸にするこ
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とが多い。これには、A 社自動車工場は比較的安価な 2 車種の生産を主に担ってきたため

に、良いものを安く作る工場であり続けないと生き残っていけないという事情がある。ま

た、A 社自動車工場は歴史的に生産変動を吸収するという役割も担ってきた。 

なお、工場では製造部長という副工場長級の役職が 1 人で数千人の部下をみることにな

る。プレスから組立までを部長級が見ることになり、他社・他工場と比べても職階が一段

階フラットになっているため、どうやったら全体最適になるかといったテーマにトップダ

ウンで取り組みやすいというメリットもある。たとえば、プレス課とボデー課をみてみる

と、プレス課は大量にプレスして運搬したいと考えるのに対し、ボデー課はできれば 1 個

ずつ引っ張り生産をしたいと思っている。2 つの課が対等な力を持っていると話がまとまら

ないので、製造部長権限で両課を合併し車体課とすることで、より全体の生産効率を考え

た改善活動がおこなえるようになったという例がある。 

A 社自動車工場の特徴としては、狭い工場敷地面積にラインが敷き詰められていることが

挙げられる。狭い場所でなんとか生産を成り立たせるということで、500 ほどの工程をそれ

ぞれ 1 分超のタクトタイムでこなしており、生産リードタイムがおよそ 9 時間、面積 1 平

米あたり毎年約 1 台の自動車を生産できている。面積効率という指標を考えると、A 社自

動車工場は世界的に見てもかなり高い可能性があるという。面積が小さく工程数が少ない

工場に、能力増強の圧力が何度も去来したため、ことあるごとに改善活動をおこない、2 工

程を 1 工程にするなどの努力と知恵のつまったラインであるという。 

A 社自動車工場における改善活動は、「プロジェクトを立ち上げるといった性格のもので

はなく、日常の一部といえる（O 氏）」という。たとえば、YK 活動（Y：作業がやりづらい、

K：気づかい）によって作業者がやりにくいと考えている作業を洗い出すということは毎日

おこなわれており、これが課長・組長・工長といった職制に伝達される。その際に、作業

者がおおまかな改善案を提案することも多い。なお、2017 年 4 月の YK 洗出しシート提案

の実績値は 5000件であった。こうした提案には喫緊の課題から順にA～Cの評価がなされ、

工長などの職制が責任をもって取り組み、他部署とのやり取りもおこなう。この際、改善

に用いる設備は、生産技術部門や設備業者に頼るよりも、製造部で作ってしまうことが多

い。YK活動以外にも、全工程の作業順序をビデオで撮影しており、組長がこれを確認する

ということもおこなわれている。この際、作業者によって作業順序が違う工程があると判

明すると、どちらの順序が作りやすいのか作業者間で議論してもらい、改善活動につなげ

る。 
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地に足がついた改善活動の一つとして、プレス機に 4 工程あるうち、後工程を待つ時間

を段取り替えに使用することで、段取り替えを 90 秒で可能にしたというものがある。この

とき、作業者がプレス機に近づくと上方の画面に 1 カウントが表示され、カウントが 1 以

上の場合には自動段替えは始まらないという安全装置も同時に開発された。こうしたこと

によって、稼働中の約 20～500 トンのプレス機に作業者が近づく作業を極力削減し、生産

性の向上と危険性の抑制を両立できているという。 

プレス工程での改善活動はこれだけにとどまらず、ボデー課まで一貫して運搬の無人化

を実現したというものもある。これまで、無人化のためには人手による検査の存在がネッ

クになっていたが、改善活動によって品質が向上してきたことにより、検査が不要となっ

た。一部のプレス機では、積み込みが自動でなされ、運搬も AGV がおこなう。プレス課と

ボデー課が分かれていたころには、どちらが運搬のムダを負担するのかについて押し問答

がおこなわれていたが、課の統合によってこうしたことはあまりおこらなくなった。 

こうした作業の無人化は、「作業の標準化ができているからこそ安価に達成できるもので

ある（O 氏）」と A 社自動車工場元製造部長は振り返る。高度なセンサ等がなくとも無人で

作業ができるには、作業順序やワーク（部品）の位置などが一定であるという前提が必要

である。そのため、まずは人間が作業して誰もが同じ時間で同じように作業できるまで改

善してから（前提が実現できてから）、自動化をおこなうという。お金がかかる設備を作ら

ないといけないとなると、生産技術部門等も反対することがあるが、まず改善から初めて

安価な設備で自動化できるとなると、そういった部門も乗ってきやすい。 

なお、現場の改善活動等による意見は生産技術部門に伝えられることがあり、これらを

参考に生産技術部門が独自に設備開発をすることもある。たとえば、従前の溶接作業にお

いて前工程の溶接箇所を人が確認する必要があったが、こうした検査を可能にするカメラ

を生産技術部門が開発したということがあった。このカメラにみるように「省人化できる

技術」であれば、A 社全体で開発しようという文化が存在している。省人化が進むとともに

属人的な工程が削減され、生産変動に対して作業者の増減によって対応できる「少人化」

実現の段階では、工程がなるべく小さくなり作業者が工程間の掛け持ちをできるようにな

ることが必要となる。たとえば、先述のプレス工程から 5 個ずつワークが自動運搬される

仕組みも、ドア工程の部品置き場のスペースの必要性を減少させる効果を持ち、工程が詰

まることで少人化につながった。ドアを作る工程はどうしても他の工程から独立した「島

工程」になってしまうため、こうした改善活動が必要となってきたという。 
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工程数の削減に関しては、2006 年から 2017 年まで現状および今年取り組む課題などに

ついて年度の計画が設定され、2006 年時から一貫して、ボデー製造における「工程 3 島、

物流 3 島」という大目標の実現に向けて日々改善がおこなわれている。大目標を設定し、

その後は小さい改善の積み重ねによって「あるべき姿」に近づくということである。ドア

工程では、パレットを使わないために定位置への部品運搬が可能となり、同じ位置に部品

がくるため自動化ができるという関係にある。いまではドアのプレス加工から組み付けま

で一度も作業者の手を介する必要がなくなった。こうしたことは、最初から計画していた

わけではなく、大目標のもと改善をおこなっていたら、他の部分にも使えるということに

なり、さらに追加の改善活動をおこなっていたら結果として今のような姿になったという。

こうした改善活動の投資額の概数をみると、ほとんどが 30 万円以下の規模であり、ざっく

りと見積もって年間約 3000 回前後の改善活動のうち、30 万円以上が必要で稟議にかける

ほどの規模の投資は 10 件あるかないかであるという。 

 この事例では、小規模な改善活動が現場主導でおこなわれているといい、大規模な改善

活動は頻繁ではない。なお、改善活動に使用できる予算は現場の組長・工長レベルに配分

されている。また、設計部との調整はモデルチェンジごとにおこなわれるが、本社生産技

術部との調整は頻繁ではない。 

 

 インタビュー調査にあわせて、A 社に対して追加でおこなった質問票調査の結果をみてみ

ると下記のようになる。まず、1 年間になされる改善活動の数は工場所属の従業員 1 人あた

り約 1 件である。また、こうして引き起こされる改善活動をヒストグラムで表現してみる

と、1 年間で発生するほとんどの改善活動が小規模なものに集中していることが分かる（小

数点以下 3 桁で四捨五入）。すなわち、ここでは投資額が 100 万円以内のものにほぼすべて

が収まるが、10万円から100万円規模のものでも30万円以下のものが多数である（図12）。 
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図 12 A 社自動車工場での改善活動の実態（出所：筆者作成） 

  

このとき、改善活動に貢献する組織成員を 5 点尺度で評価すると作業者が最も高いと回

答されており、さらに改善活動を進めるために必要な資金等は 30 万円以下であれば現場の

作業集団が自由に使用できるという。ここで、普段の改善活動を主に支えているとされる

組織成員の種類と数についてみてみると次のようになる。まず、現場側のリーダーとされ

るのは班長・組長・工長の 3 者であり、これは工場全体の 15.72%を占める。本社の技術者

は 0%となっているが、これをもって A 社では本社の技術者は改善活動に関与しないと解釈

するのは間違いであるという。これは、オフィスの場所や人事制度上は工場に本社の技術

者は存在していないが、そもそも本社が工場と物理的に近いため、特段の組織を設けずと

も本社技術者が頻繁に生産現場を訪問する体制ができているためである。こうした点に留

意が必要ではあるが、現場と工場技術員（工場技術者）そして本社技術者がそれぞれ工場

全体に対してどれくらい存在するかを図で表現すると以下の図 13 のようになる。 
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図 13 A 社自動車工場の改善活動を担う組織成員の概況（出所：筆者作成） 

 

 ただし、A 社の鋳造部品工場における改善活動はこれとは異なる。鋳造部品は同じような

作りの部品を数千万個という規模で生産しているといい、こうした製品では製品当たり 1

円のコスト削減が数千万円から数億の利益貢献になりやすいという。そのため、そうした

一見（製品当たりでみると）小さな改善活動のために多額の投資をおこなうこともいとわ

ないというのである。下記が A 社鋳造工場における改善活動の実態である（図 14）。 
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図 14  A 社鋳造部品工場での改善活動の実態（出所：筆者作成） 

 

 ここから見て取れるように、A 社の鋳造部品工場での改善活動は、比較的大規模なものが

多い。このように、製造する製品の特性によって改善活動の平均規模が変化する可能性が

あるということである。一方、A 社の事例だけでは「同一製品を生産する複数企業の工場で

の改善活動の性質は全て同じなのか」という点は分からない。 

 そこで以後では自動車製造工場を対象として B 社・C 社・D 社の事例を比較していく。 

 

 

B・C 社の事例：大規模中心・技術者中心の改善活動 

 B 社における改善活動は大規模な設備開発をともなう工場の改革と呼べるものが主役で

あるという。とはいえ、QC サークルや改善提案といった制度も用意してあり、作業者が改

善効果に応じて報奨金をもらえる。まずは作業者からアイデアが出るように努めており、

中には効果の高い改善提案もあるので、このシステムは現在も継続しているという。改善

活動に関しての予算は基本的に本社の生産技術部が握っているが、年度の予算を計上する

ときに製造部門と互いの意見を集約して改善予算を決め、双方の意見や希望が入るように

している。現場作業者からの改善は書式化したものを担当者→作業長→係長→課長という

ように決済していき、提案内容のレベルによっては予算を獲得できずに留まる場所がある。
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なお、製造部門にも技術的な組織を設けるということで、技術者の一部を移管しようとし

たことがあったが、これには種々の困難が伴い実現されなかった。そのため、現状は従来

の生産技術と製造は完全に分かれた状態になっている。 

 C 社における改善活動も大規模な設備開発をともなうものが多い。無論、B 社同様に QC

サークルや改善提案についても力を入れている。改善活動に使用する予算は、工程開発を

担当する生産技術部門が基本的に握っているが、時期によって設備中心に投資をするか作

業改善などの小規模な改善活動を中心とするかといったように変化がみられる。B 社・C 社

ともに、技術者が工場を訪れることはあるが、生産立ち上げ時など時期によって毎日のよ

うに常駐している状態のこともあれば、数か月まったく訪問しないこともある。いずれに

せよ技術者の人事上の本籍は本社である。 

 この事例では、改善活動という活動がおこなわれてはいるものの、現場の作業者がおこ

なうものと本社の技術者がおこなうものが分離しており、技術者による大規模な改善活動

の貢献度が大きい。年度の予算を申請するときや、改善案が職制を通じて組織の上位まで

上がってきたときには、調整がおこなわれる。そのため調整はおこなわれるものの頻繁と

はいいがたいという。 

 

 ここで、質問票への回答があった C 社の結果をみてみると以下のようになる40。まず、C

社自動車製造工場における改善活動の頻度は従業員 1 人当たり年間約 0.31 回であり、A 社

自動車工場の 3 分の 1 以下である。また、1 年間で発生する個々の改善活動の規模について

は、全体からみて小規模なものが多いものの、10万円以上 100万円以内のものも全体の 13%

程度存在し、さらに A 社自動車工場においてはみられなかった 100 万円を超え 1000 万円

以内の規模になる改善活動も 1%、さらに 1000 万円を超えて 1 億円以内の改善活動も 1%

存在している。以下が、金額ベースでみた改善活動の規模別発生割合を表すヒストグラム

である（図 15）。 

                                                   
40 なお、C 社は売上高で B 社の数倍であり、本論文の研究全体への影響という意味ではここでは C 社のデ

ータが取れていればある程度比較事例研究の意味があるといえるかもしれない。B 社については様々な理

由からデータの入手に制限がかかるが、C 社とおおむね同様であるとのインタビュー結果が存在している。 
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図 15  C 社自動車工場での改善活動の実態（出所：筆者作成） 

 

 なお、投資額でなく調整時間でみた場合、数週間で終了する改善活動は存在せず、1 か月

程度かかるものが 49%、3 か月程度かかるものも 49%、それ以上の期間がかかるものが 2%

となっており、既存研究の考える改善プロジェクトの期間を大きく超過していることも特

徴的である。これは、C 社が改善活動に必要な設備を内製する志向が強いことも関係してい

る。こうした調整時間もまた（労務費を必要とするため）広義には投資の一部であると解

釈すれば、C 社の改善活動を比較的大規模なものが多くなっているといえるかもしれない

（この点は、本節後半におこなうように、原データに重み付け処理を施すとより明確にな

る）。また、改善活動への貢献度は工場技術者（9 割は本社所属の派遣者。残り 1 割は作業

者のうち改善活動に長けた者を名称変更している）、本社の技術者、作業者の順として評価

されており、本社技術者に対して予算が配分される。ここで、C 社において改善活動を担う

組織は以下のようになる（図 16）。 

85% 

13% 

1% 1% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

投資額 

件数 



- 79 - 

 

 

図 16  C 社自動車工場の改善活動を担う組織成員の概況（出所：筆者作成） 

 

 

D 社の事例：（規模）バランス型・（資源配分）中間型の改善活動 

 これまで、小規模な改善活動が比較的多い A 社と、A 社に比べると大規模な改善活動も

みられる B 社と C 社の事例をみてきた。そこで次に、多数の小規模な改善活動をおこない

ながら比較的大規模な改善活動も同時並行しておこなっている D社の事例を取り上げる。 

 

D 社における改善活動は小規模な改善活動から、大規模な設備開発まで渾然一体として

同時におこなわれているという。改善活動に使用する予算は、技術員室という、工場の作

業現場内にプレハブのオフィスを持つ技術者が部分的に握っている。予算額は各工場で年

間数千万円から数億円の規模である。これ以上の規模となると、生産技術部が予算を握っ

ているため、生産技術部と技術的な議論をして、設備の必要性を説いて予算を獲得するこ

とになる。改善活動は、現場の作業者や作業集団のアイデアから始動することも多いが、

技術的な問題が起きたり、予算が必要だったりということになると技術員室に所属するス

タッフに相談がなされる。技術員室は車体・成形・塗装・組立といった工場内の各部門の

下に位置しており、作業現場を日々巡回しているため、現場の作業者等もこういった相談

を気軽にできるという。なお、技術員室のスタッフは理系大学院修了者が多数を占め、人

3.85% 

0.38% 
3.46% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

現場リーダー 工場技術者 本社技術者 

組織成員種別 

各成員数÷工場従業員総数 



- 80 - 

 

事上の本籍は基本的に 1 工場から移転しない。作業者等によって出されたアイデアは、こ

のスタッフたちへ情報が集積され、改善効果やその時々の経営方針、技術的な視点等を考

慮して実現されていく。このような状況を、D 社の工場技術員であった M 氏は「実務家の

印象では、少なくとも D 社において改善とほかの設備投資案件や他の収益向上活動とに明

確な区別とか分かれ目は無い。設備導入時に小さな作業改善をともなうことも、作業改善

から設備導入にまで発展することもある」と表現している。 

 

 こうした状況は、質問票調査においても確認される。まず、改善活動の発生件数は、ア

イデアベースであれば従業員 1 人当たり年間約 24.1 件となり、A 社よりも 24 倍以上（C

社と比較するとさらにその 3 倍以上）多いことになる。この内訳としては、従業員が毎月 2

回ノルマとして提出する改善提案がほとんどを占めている。また、ここでの提案は原則と

して実施済みのものであるので、これだけの数が毎年実施されているということもできる。

ただし、数名から十数名が同じ改善提案を書いてくる場合もあれば、実際にはほとんどな

されていないものや、整理整頓レベルの意味にとぼしいものが多数紛れ込んでいるといい、

実際に利益につながっているものはこのうち 20～30分の 1程度ではないかと回答者は見積

もっている。 

D 社自動車工場における改善活動の規模別発生割合は 10 万円以下のものが約 83%、100

万円以下のものが約 16.5%、1000万円以下のものが約 0.4%、1億円以内のものが約 0.008%、

1 億円以上のものは基本的には存在しないが数年に一度のモデルチェンジと何らかのプロ

ジェクトが重なった場合には 1 件程度発生する場合もあるという状況である（図 17）。A 社

に比べると大規模な改善活動にも手を広げているが、B・C 社に比べると、100 万円以下の

改善活動でほとんど 100%となっている点、1000 万円を超えるものは存在するが極端に少

ない点を考慮すると、A 社と B・C 社とのバランス型であると考えてよいかもしれない。 
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図 17  D 社自動車工場での改善活動の実態41（出所：筆者作成） 

 

 インタビュー結果でもみてきたように、D 社自動車工場においては、小規模な改善から

大規模な改善活動までが渾然一体となって発生している。なお、改善活動の予算は基本的

に現場の技術者である工場技術員という組織成員が持ち、現場にはあまり予算が配分され

ていない。ただし、こうした技術者は基本的に人事上工場に一生涯所属することが期待さ

れ、工場のために働いているという側面が強い。このとき、現場の作業集団の中で改善活

動に積極的に関わるのは班長レベルであり、彼らが工場全体の 20%を占めるのに対し、前

述の工場の技術者である技術員室のメンバー（工場技術員）が全体の 5%、本社から派遣さ

れてきた技術者が 1%となっている（図 18）。なお、5 点尺度で改善活動への寄与度を評価

すると、数を稼ぐという意味では作業者が 5、工場技術員が 2、本社技術者が 1 と評価され、

金額を稼ぐという意味では本社技術者 5、工場技術員 4、作業者が 1 と評価されている。 

                                                   
41 なお、D社のみ小数点以下 2 桁の数値まで計算しているのは、他企業は基本的に百分率または大まかな

概数での回答であったのに対して、D社はより詳細なデータであったことによる。 
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図 18 D 社自動車工場の改善活動を担う組織成員の概況（出所：筆者作成） 

 

 

自動車製造工場 3 類型比較 

 このように、A 社・B 社・C 社・D 社という日本の自動車産業各社における自動車製造工

場の改善活動には、それぞれ特徴的な性質がある。A 社にみたように、同一企業内の異なる

産業に属する工場において改善活動の規模別発生割合に差が存在することは、既存研究に

おいても部分的に示唆されてきた通りであるが、こうした差異が同一産業の異なる企業間

でも見て取れたということである。これに加え、企業内で日々改善活動を推進する組織に

ついてもまた、全体に占める組織成員の比率という点で企業ごとに特徴があった。ここで、

ここまで登場した A 社、B 社および C 社、D 社という 4 社 3 類型を確認するため、ここま

での事例研究において登場した図に一部修正を加えながら比較していく42。 

ここまでの議論では、各社の規模別改善活動の発生数をそのままヒストグラムにしてい

た43。ここで、改善活動の投資額と経済効果にはある程度の相関があると考えられるため、

                                                   
42 ただし、ここでの回答はすべて各企業の代表者の主観に左右されている部分が残る。また、特に組織設

計については、一見同じような「工場技術者」であっても、その教育レベルや人事制度上の扱いには差異

があることはこれまで事例の中で触れてきた通りである。そのため、正確な比較のためには、事例をその

まま用いた方がよいかもしれない。 
43 そのため、全ての企業において小規模な改善活動が圧倒的に多いというヒストグラムになっていた。実

際に、本章 Appendix の質問票にはここでいう 3 つの類型を示して選択するという形式の調査をおこなっ
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改善活動の経済的なインパクトは改善活動の発生数に対して規模で重み付けされるべきで

あろう。すなわち、1 万円の改善活動を 10 回おこなう場合と 10 万円の改善活動を 1 回お

こなう場合に、数では前者が多いが、経済効果はどちらも同じというような状況を考慮す

る必要があるということである。そのため、ここまでで登場したデータに対して、10 万円

以下の改善活動を 1 として、100 万円以下を 10 で、1000 万円以下を 100 で、1 億円以下

を 1000 で乗じることにする。また、これまで組織構造と改善活動の規模別発生割合との関

係について論じてきたことから、平均規模を基準に昇順に（左から右へと）並べ、各社の

組織構造もこれに対応するように並べ替える。 

こうした結果得られるのが下の図 19 である。 

 

図 19 日本の自動車メーカーの 3 類型（出所：筆者作成） 

                                                                                                                                                     
ていたが、全ての企業が、改善活動の規模別発生数は次のようなようなものであると答えている。 
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 ここで見て取れるのは、A 社が小規模な改善活動に終始しているのに対して、C 社では大

規模な改善活動から得る経済効果が大きいということである。もちろん、発生数でみれば C

社もまた小規模なものが中心になるが、投資額を考慮した金額的な割合（発生割合の一種）

でみれば C 社は大規模な改善活動が中心であるということである。そして、D 社はそのバ

ランス型であり、3 類型の中ではもっとも正規分布に近い（対数正規分布としても中間的）

形状の改善活動発生状況であるといえよう。これに加えて、1 年間における従業員一人当た

りの改善活動の頻度にしても、A 社と C 社とでは A 社が 3 倍以上多いことは個別事例の中

でも確認してきた通りである。また D 社では、有効な改善活動と、数を稼ぐための改善活

動という 2 つの側面から、前者を採用する場合は A 社と C 社の中間となること、後者を採

用すれば 3 企業の中でも圧倒的な数となることが調査票から明らかになっていた。そのた

め、（有効な）改善活動の頻度もまた、D 社は A 社と C 社の中間にあるということもできる。

なお、B 社は基本的に C 社と変化がないことがインタビュー結果から確認された。こうし

たことを踏まえると、4 社でおこなわれている改善活動の規模と頻度は、比較的小規模中心

の A 社と、大規模中心の B・C 社と、そのバランス型の D 社といった特徴があるといえる

だろう。 

 上の図 19 からは、こうした改善活動の規模感の差異に加え、採用している組織の在り方

にも差異があることが分かる。まず、A 社では現場の作業集団の中で改善活動のリーダー役

を担う組織成員の割合が多い。それに対して C 社では本社の技術者の中から改善活動に参

加している割合が多くなっている。また、D 社では現場のリーダー、本社の技術者がそれ

ぞれ改善活動に参加しつつ、それらの中間的な工場の技術者が他社よりも高い割合で存在

している。もちろん、個別事例のインタビューの中でも見て取れたように、改善活動は工

場の組織全体が関わるものであるという論理からすれば、特定の組織成員の比率は関係が

ないという主張も成り立ち得る。しかしながら、個別の事例でも見てきたように、予算配

分もまた作業者中心、技術者中心、中間型という 3 類型が存在しているため、会社として

改善活動を「主に」誰に担わせたいと考えているかという点には、各社の独自性があると

いえよう。 

 以上の点を踏まえると、表 8 のようにまとめることができるだろう。 
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表 8 4 社比較事例結果概要（出所：筆者作成） 

 

 

 

4.3 ディスカッション 

本稿の事例研究では、A 社の事例からみてとれるように、同一企業であっても生産品目が

異なれば改善活動の性質も異なることが判明した。これは、第 2 章のレビューでみた技術

決定論的な視点を支持するものであるといえよう。その一方で、同一産業で同一品目を生

産する同一国の企業であっても、企業ごとに改善活動の性質に差異があることもまた判明

した。 

ここで取り上げた日本の自動車産業 4 社の（自動車）完成車工場間において、改善活動

というイノベーションの一種の規模別発生割合と、それを遂行するための調整形態・組織

構造に差異があることを確認した。すなわち、作業者が中心となって小規模な改善活動に

連続的に取り組んでいる企業や、改善活動に取り組みながらも大規模な設備開発等により

注力する企業などが存在していることが分かった。このとき、改善活動に用いる資源は作

業者に配分されていたり、本社技術者に配分されていたりする。そのため、資源の配分方

法によっては、アイデアが作業者の中から生まれてきても、アイデアを実現するのに必要

な資源を獲得できないこともあるという。また、小規模で不確実性の低い改善活動と、設

備開発等の大規模な改善活動とが互いに影響し合いながら渾然一体となっている企業も存

在した。そのような企業では、本社の技術者と工場の作業者の間の橋渡しをする調整役の

技術者（技術員室・工場技術員）が存在しており、こうした技術者が資源の一部を保有し

ていた。 

 このように、改善活動が様々な組織形態・組織構造（Mintzberg, 1980）によって取り組

まれ、どのような規模に集中するかについても大小様々な選択肢がある。そして、改善活

動という一種のイノベーション活動においては、他のイノベーションと同じくアイデアの

改善活動の規模 改善活動を担う組織

A社 小規模中心 作業者中心

B社 比較的大規模中心 技術者中心

C社 比較的大規模中心 技術者中心

D社 バランス型 中間型
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創出と資源の獲得・調整という 2 段階のマネジメントが必要である可能性がある。このと

き、どのような規模の改善活動が中心となるかという点と、資源保有・資源配分のあり方

の間には事例において一定の関係が存在するようにみえた。すなわち、資源保有者が本社

の技術者である場合には大規模な設備開発等が中心となり、反対に資源保有者が工場の現

場の作業者である場合には小規模な作業改善等が中心となるといった関係性が見て取れる

のである。 

 また、A 社自動車工場の事例にみるように、第 2 章で述べた「問題解決の連鎖という改

善活動の性質」も確認された。A 社自動車工場においては、ある時点で生み出された改善活

動の結果を踏まえて（ドア工程の改善。無人化）、次なる問題解決の可能性が考えられた（大

島化）。そこには、予期しない良い結果をさらに伸ばそうとする方向と、予期しない悪い結

果を是正しようという方向の 2 つが存在するが、いずれにせよ改善活動の結果として工場

という環境が変化することの影響は問題解決の連鎖という形で表出していた。 

 ここでは、改善活動が問題解決の連鎖をともなうという点の確認と、各企業における改

善活動の平均的な規模には各社で特徴があるという点の確認、および改善活動の平均的な

規模と組織構造との間に一定の関係性が存在することの確認がおこなわれた。ただし、本

章の議論は組織構造と改善活動の規模別発生割合との間での関係がありそうだという可能

性を指摘したに過ぎない。そのため、ここで得られた示唆をより詳しく議論するには、さ

らなる調査が必要であろう。たとえば、改善活動をめぐる問題解決の連鎖が、実際の組織

でいかにして取り扱われているのか、そこにどのような組織がどのような状況で関わるの

か、こうした組織構造の機能は何かといった点は第 4 章では十分には議論されていない。 

 こうした点を十分に議論するために、たとえば本章の事例において小規模な改善活動か

ら大規模な改善活動まで満遍なくおこなっていた（バランス型の）D 社のような企業にお

いて規模の異なる個別の改善プロジェクトを複数個並べてみるといった調査をおこなう必

要があるだろう。 

 

 

4.4 小括 

改善活動の規模や調整形態といったものに様々な可能性があるとして、実際の企業がそ

の中でどのような性質のものを選択するのかは、（第 2 章での考察と同様）企業ごとに決定

する余地があった。本章の調査では、日本の自動車企業 4 社では小規模・作業者中心、大
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規模・技術者中心、バランス型・工場技術員設置という 3 つのタイプが大まかに見られた

のである。そして、改善活動の規模のうちどのようなものに集中しているのかという点と、

どのような組織成員が中心となっているのか、またどのような組織成員に資源が配分され

ているのかという点との間に一定の関係があるようにもみえる。 

また、事例においては、第 2 章で考察された問題解決の連鎖という改善活動の性質もみ

て取れた。改善活動に問題解決の連鎖という特徴が現れる場合があるならば、一時点にお

いていかなる論者が観察しても小規模な改善活動と認識するようなタイプの変化が、こう

した問題解決の連鎖を通じて最終的に大規模なものになることもありうる。この可能性は

第 3 章において既に述べられたものではあるが、第 4 章の A 社の事例において一部支持さ

れたといってもよいかもしれない。無論、続く第 5 章においてもこの点はより詳しく検討

される必要がある。 

とはいえ、本章の主な目的は議論の前提としての実態把握にあったため、依然として改

善活動の性質のより詳しい考察や、組織構造の機能といった点はいまだ十分に調査され尽

くしていない。こうした点は、続く第 5 章および第 6 章において研究される。 
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第 4 章 Appendix（質問票原文） 

 

 ここでは、参考資料として今回用いた質問票の原文を掲載する。これは、データ収集の

実態を開示することにより、質問票回答の解釈に客観性を担保することを目的とする。た

だし、実際の質問票には下記のようなお願いの書面と問い合わせ先が分離して封入されて

いる。 

 

「謹啓 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

また、平素より大変お世話になっております。 

大変唐突で申し訳ございませんが、このたび工場での改善活動等の実態につきまして下

記の通り調査を行いたく、お伺いのお手紙を差し上げております次第です。企業の皆さま

にもお役に立てるような研究成果を目指して参ります所存でありますので、何卒ご一考頂

けましたら幸甚にございます。 

お忙しい中、誠に恐縮でございますが、何卒ご高配を賜れますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

謹白」 

 

 ただし、今回の質問票には下記のような疑問が呈される状況も想定され得るため、以下

にこの質問票の目的と各質問項目の妥当性について若干の補足をおこないたい。 

 まず、今回の質問票は題名が「工場収益向上活動についての質問票」となっており、「工

場の改善活動についての質問票」となっていないことに注意が必要である。これは、「改善

活動」といった場合に、同じ企業であっても作業改善をイメージする方から設備設計まで

イメージされる方まで、回答者によって解釈に隔たりが生じる可能性があったためである。

こうした解釈の隔たりが生じる可能性は、パイロット・スタディーにご協力いただいたト

ヨタ自動車株式会社高岡工場車体部村井信彰氏よりご指摘を受けたものである（ただし今

回の匿名調査にトヨタ自動車株式会社が含まれているとは限らない）。その後、改善活動を

収益向上活動と呼ぶのが工場では近年一般的であるとの声を受けこうした名称を使用する

こととなった。 

ここで、収益向上活動として質問票の中で解説している内容は、QCDF を向上させるた
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めにおこなう活動、すなわち作業改善・工程改善、カラクリの作成、設備の内製、設備購

入、工場のレイアウト変更、設計・部品変更を全て「収益向上活動」として一括したもの

である。これは改善活動についての QC サークル本部編 (2012) の定義や藤本 (1997) の見

解と一致したものとなっているため、実務的にも研究上もこれを改善活動として扱う一定

の意味はあろう。 

しかしながら、結局のところ、こうした質問票においては、様々な規模の収益向上活動

を「改善活動」として捉えてもらうよう誘導している側面も若干あるかもしれない。上述

の活動を全て一括した上での回答を求めているため、回答者が上述の活動を本来それぞれ

別々と考えている場合であっても、別々と考えていないかのような回答になる可能性もあ

る。また、回答者は基本的に工場長レベルであり会社の見解を示していただくことを目的

としたが、回答者がだれなのかによっても回答にバラツキが生じる。 

こうした限界も存在するが、それでも本論文のこれまでの議論に即した上で、事例研究

を補足するという役割は、依然として存在すると考える。 

次ページより質問票本文を添付する。 

 

  



- 90 - 

 

貴工場名                 

 

以下の設問では、作業改善・工程改善、カラクリの作成、設備の内製、設備購入、工場

のレイアウト変更、設計・部品変更（いわゆるバリューアナリシス・バリューエンジニア

リング、VA/VE）などによって原価低減・品質向上・生産期間や納期の短縮・（品種・生産

量の）フレキシビリティ向上等を求める活動を全て「収益向上活動」として一括してお尋

ねいたします。 

 

Q1：この設問では、貴工場（車体・成形・塗装・組立で構成）で行われている収益向上活

動の規模別発生数・従業員の貢献度につきまして１年間における概数をお教えください。 

 

１－１ 貴工場において一年間で行われる収益向上活動の数（改善提案数、プロジェク

ト案件数）は、投資額別でみた場合どのような割合になりますか（概数で結構です）。な

お、１プロジェクトで１０台の機械を導入した場合も「１プロジェクト」として考えて

頂けましたら幸いです。 

0～10 万円 10～100 万円 100～1000 万円 1000万～1 億円 1 億円以上 

      ％       ％       ％       ％       ％ 

 

 １－２ 貴工場において一年間で行われる全ての収益向上活動のプロジェクト数を、実

現までに必要な調整努力（打ち合わせやミーティングに必要な時間の総計、予算獲得や

他部門との交渉のために必要な時間）によって分類した場合、それぞれどのような割合

になりますか。 

1 日～数日以内 1 週間程度 1 か月程度 ３か月程度 ３か月以上 

      ％       ％       ％       ％       ％ 
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 １－２ 貴工場において行われる収益向上活動に従事する従業員につきまして、工場の

作業者（技能員）、本社の生産技術部門（技術員）、工場に常駐するエンジニア（技術員）

の３者がそれぞれどの程度貢献しているか（貢献度の大きさ）についてお教えください。 

        あまりない                     非常に大きい 

作業者     １      ２      ３      ４      ５ 

本社技術員   １      ２      ３      ４      ５ 

工場技術員   １      ２      ３      ４      ５ 

 また、工場に常駐するエンジニア（技術員）は人事上の本籍は工場と本社のどちらに所

属していますか。    工場 □      本社 □ 

 工場に常駐するエンジニア（技術員）は１工場全体で何名程度ですか。    名程度。 

 

 

Q2：次のうち、貴工場での収益向上活動の規模別発生数を図示したもののうち、一番近い

と思われる図を○でお囲みください。 

□ 図１ 

 

 図１の説明：大規模なものも存在するが、作業改善などの小規模なものが非常に多い。 

 

□ 図２ 
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 図２の説明：小規模なものも存在するが、設備・生産技術開発などの大規模なプロジェ

クト（生産革新）の利益向上に果たす役割が比較的大きい。 

 

□ 図３ 

 

 図３の説明：小規模な改善活動と大規模な生産革新とが渾然一体となっている。 

 

 問２の図に関して、規模を投資額で測った場合と、調整期間で測った場合とで（別々に

測った場合）は異なった図を選択することになりますか。 

            異なる □   異ならない □ 

 

 

Q3：ひとつ前の設問でお答えいただいた貴社での収益向上活動の発生数は鋳造、鍛造、機

械加工、プレス、成形、組立などの各工程で差異がありますか。（例：鋳造・プレスでは大

規模な機械開発が中心だが組立では作業改善が中心など） 

    基本的には変わらない                  まったく異なる 

     １      ２      ３      ４      ５ 

４または５を選択された場合、どんな変化がありますか。 

 

 

 

                                    となる。 

 

 

 

 

規模

発
生
数

大

多
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Q4：貴工場において収益向上活動おこなうにあたり必要となる資金等の配分についてお教

えください（すべて１年間当たりでお答えください）。 

 

 ４－１ 現場のうち１つの組内（一般作業者、班長、チームリーダー、組長、グループ

リーダー）で収益向上活動のために自由に使える金額（課長以上の決済が基本的に必要

でない金額）をお教えください（１案件あたり）。（全て組長→工長→課長と職制を通じ

て予算を獲得しなければならない場合は 0 円とお答えください） 

0 円 10 万円まで可能 100 万円まで可能 1000 万円まで可能 

□ □ □ □ 

 

どれにも当てはまらない □ 理由：          

 

 ４－２ 一つの工場（工場長以下）当たりで収益向上活動のために自由に使える金額（本

社との交渉が基本的に必要でない金額）をお教えください（１案件あたり）。 

0 円 1000 万円程度 数千万円程度 1 億円以上 

□ □ □ □ 

 

どれにも当てはまらない □ 理由：          

 

 ４－３ 本社（生産技術部等）が収益向上活動のために使える金額をお教えください。 

工場に任せているた

め 0 円 

数千万円程度 数億円万円程度 10 億円以上 

□ □ □ □ 

 

どれにも当てはまらない □ 理由：          

 

 

アンケートはこれで終了です。ご協力頂き、誠にありがとうございました。 
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第 5 章 イノベーションとしての改善活動の再評価：トヨタ自動車の事例44 

  

前章までで、日本の自動車産業に属する自動車工場であっても、各企業における改善活

動の規模別発生割合には特徴があり、これが各企業の組織構造と関係している可能性もみ

てとれた。ただし、第 4 章では、日本の自動車産業の実態把握が主な関心となっており、

個々の改善プロジェクト間にいかにして規模のバラツキが出るのかといった点は詳しく論

じられていない。 

改善活動は、既存研究において「小規模な」「生産工程の」「他の改善活動やその他の組

織的活動から独立した」「作業者・作業集団による」インクリメンタル・イノベーションで

あると理解されることが多かった。これに対して、本論文第 4 章は、改善活動の規模と組

織は多様でありえることを実態調査によって示した。一方で、こうした一種のステレオタ

イプ的なイメージで捉えられることの多い改善活動が、いかなる場合に大規模化し、その

ときどのように組織成員同士が関わり合うのかといった点は明らかでない。 

これに加え、上述のイメージのうち改善活動が「生産工程の」「他の改善活動やその他の

組織的活動から独立した」イノベーションであるという部分が実態に即しているかどうか

については明らかになっていないため、「問題解決の連鎖」としての改善活動のうちいくつ

かが、時間経過とともに（現場を超えた組織成員との関わりを生じさせることで）規模を

増大化させる論理について、現実を踏まえた再確認は不十分である。そのため、工場現場

における改善活動の長期観察調査の結果を踏まえ、以後こうした点を考察していく必要が

あろう。そこで本章では、以下のような未解答の疑問に答えていくことを目標とする。 

それは、「改善活動は常に工程イノベーションに限られるのか？仮に製品設計にまで影響

する場合は、その規模はどのようなものになるのか？」「改善活動は多数の独立した改善プ

ロジェクトの集合であって、改善プロジェクト間での相互作用は存在しないのか？」「（改

善が常に作業者・作業集団中心となるとは限らないとして）作業者と技術者は単なる分業

関係にあるのか？技術者などに途中からバトンタッチする状況もあるのか？」「こうした組

織成員同士の関わりが、一時点において小規模であった改善活動の規模を増大化させるこ

とがあるのか？」といったものである。 

 本論文でこれまでレビューしてきたように、先行研究の想定からの逸脱がある場合、改

                                                   
44 この章は Iwao (2017) を日本語訳したものを大幅に変更し、さらに博士論文全体の流れに沿って適宜文

章を加筆修正したものである。 
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善活動というイノベーションをめぐるステークホルダーの数と種類は増大していき、規模

が拡大し、それにともなって調整の必要性も増すと考えられる。たとえば、規模がステー

クホルダーの数を指す場合、規模が増大すればステークホルダーの数が増大することと同

義であるし、規模が投資金額を指す場合であっても、金額が大きくなるにつれて財務部門

などとの折衝も多くなり、いずれにせよステークホルダーの数は増加すると考えられる。

また、改善活動という名で総体として捉えられる活動群を構成する個別多数の改善プロジ

ェクト間や、生産管理や製品開発や工程設計などの他の組織的活動との間に相互に影響が

あるのだとすれば、関係するプロジェクト全体のステークホルダーの間での調整が必要と

なるだろう。こうした多様なステークホルダー間の調整が必要となった場合には、調整を

取り仕切る組織成員は必ずしも作業者ではない可能性もあるし、その場合、必ずしも作業

者・作業集団が中心となるイノベーションとはならないかもしれない。 

こうした疑問に対して、この章では、約一か月間の参加型の参与観察によって、一定期

間に観察された全ての改善活動について、事例の作成と事例から得られたデータに対して

スピアマンの順位相関係数を用いた分析をおこなった。これにより、実際には改善活動は

時として大きな変化と化し、生産工程の変化に留まらず、製品設計側に対し変更を求めた

り、他部署や他企業との協働が必要とされたりする場合があるということがわかった。し

たがって、改善活動のような一見小さな変化であっても、問題解決の連鎖の中で技術や予

算などの資源を動員する必要のある問題が生じた場合には全社的な調整が必要となり、調

整機構としての組織設計が必要となる。このように、問題解決の連鎖としての改善活動の

性質は一社内において詳細に観察され、そこには「組織的な」問題解決の連鎖を組織成員

間の調整活動によってこなしていく姿がみられた。 

そして、こうした改善活動をめぐっては、ときに調整役としての技術者が中心となる場

合があった。こうした技術者は、人事制度上も物理的にも工場の「生産ライン」「職制上の

ライン組織」のそばにおり、ライン・アンド・スタッフ組織でいうライン（職制）の作業

者のために技術的な課題を解決するという「スタッフ」である。そこで、こうした組織は

「ライン内スタッフ」と本論文によって名付けられ、調整機構としての上記の組織構造

（Mintzberg, 1980）が機能するメカニズムについても述べられる。すなわち、前章におい

て中間型の組織とされたものの機能が明らかになり、その機能を表現すべく「ライン内ス

タッフ」という呼称が与えられたのである。 

次節より詳細を論じる。 
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5.1 既存研究による改善活動観の再確認と分析の手法 

本論文で繰り返し述べてきたように、イノベーションとしての改善活動に関する先行研

究の想定は、（改善活動は）小規模なものであり（Bessant et al., 2001; Choi, 1995）、生産

方法を変化させる工程イノベーションに属するものであって（Anand et al., 2009; Bhuiyan 

& Baghel, 2005）、さらに、総体としての改善活動は性質・規模が同質で互いに独立した（他

の活動との相互影響がない）個々の改善プロジェクトの集合体であって（Anand et al., 

2009）、作業者・作業集団によって担われることが多い（Bessant & Caffyn, 1997; Bessant 

et al., 2001; Koike, 1998）というタイプのインクリメンタル・イノベーションであるとい

うものである。本章の目的は、こうした既存研究の想定がはたして現実に即しているのか

について明らかにすることにある。 

本章の目的に照らすと、「既存研究の想定は常に正しいのだろうか？」という問いは、こ

れから述べるような小さな問い（サブ・クエスチョン）に分割し、一定期間工場の現場に

おける個々の改善活動を観察し、それぞれの小さな問いについて個別に応えていくという

研究の方法がありうるだろう。なお、研究の対象は個々の改善プロジェクトであり、単一

企業の複数の改善プロジェクトをみていく。分割された問いは次のようなものである。 

Q1：この改善プロジェクトの規模はどのくらいか？ 

Q2：この改善プロジェクトにおいていくつの部門や企業が関係したのか？ 

Q3：この改善プロジェクトにおいて誰が主要な貢献者となっていたのか？ 

Q4：この改善プロジェクトでは他の改善プロジェクトとの調整が必要だったり、関係性が

あったりしたものはあったのか？あったとしたらどの改善プロジェクトと関係があったの

か？ 

 上記 4 つの問いは、以下にみるように、改善活動についての既存研究の想定と論理的に

関係している（図 20）。 
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図 20 改善活動の実態についてのサブ・クエスチョン関連図（出所：筆者作成） 

 

 ただし、イノベーションとしての改善活動の規模をどのようにして測定するかという問

題は依然として残る。本章では、イノベーションの規模の測定指標として、先行研究によ

って使用されてきた改善活動に必要な投資額と経済効果という指標に加え（Boer & 

Gertsen, 2003; Imai, 1986; 今井, 1988）、実現までに必要な利害関係者の数と調整の量と

を用いる（Thompson, 1965）。本論文の先行研究レビューでも明らかになったように、改

善活動において様々な利害関係者間での調整が必要となる可能性があり、そのためには、

ある改善プロジェクトをどこまでの調整範囲まで広げるかについての意思決定と、ステー

クホルダー間の利害を調整する問題解決が必要となる可能性があるためである。 

 そこで、以下では、こうした調整問題についての量的な指標として、調整範囲・調整量

という 2 指標を使用して分析をおこなっていく。調整範囲・調整量は、投資額・経済効果

と同じく、ここではイノベーションの規模を示す指標のひとつであるということである。

具体的には、調整範囲とは改善活動一個一個（すなわち個別改善プロジェクト）に関係す

る組織内外の部門数であり、生産現場からみたステークホルダーの数を指す。そのため、

同じ工場の車体部と成形部では「2」とカウントされ、車体部 1 名と本社生産技術部 2 名で

あっても（仮に生産技術部での所属が明確に違うのでない限り）同じく「2」とカウントさ

れる45。また、調整量は人・時（人・工）の考え方を用い、純粋に調整に使ったと思われる

ミーティングの時間、交渉の時間などをカウントしている。すなわち、ミーティングや交

                                                   
45 こうした測定は、事例研究においてなるべく量的な指標を測定し、できれば統計分析を同時におこなう

ことで事例から主観を排除したいという考え方に基づいている（Yin, 1981; Corley, 2012 など）。ただし、

測定はここで述べるように完璧なものではない。たとえば、認識される部署の数は会社に詳しければ詳し

いほど増加するかもしれない。外部の参加者には同じような名刺であっても内部の人には細かい違いが分

かったりするという具合である。ただし、この章での研究では、筆者が約一か月間にわたって実際にトヨ

タ自動車の 1 社員的な立場で改善活動に参加することで、こうした社内事情を理解する素地はできたと考

える。また、この章の結果は 2016 年 6 月 24 日にトヨタ自動車高岡工場車体部主任の確認を受けているた

め、ある程度の正確さは担保されているものと考える。 

 

(1)小規模で規模にバラツキがない

(2)工程イノベーションに分類可能

(3)独立した活動の積み重ね・集合

(4)作業者・作業集団がおこなう

Q1:イノベーションの規模

Q2:関係した部署・組織の数

Q3:主要な貢献者

Q4:活動プロジェクト間の関連

Q1

Q2

Q3

Q4

(1)

(2)

(3)

(4)

既存研究の改善活動観　　　サブ・クエスチョン 
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渉 1 回につき、使用した時間×人数によって全体として使用した時間を計算し、これを調整

量として用いている。たとえば、5 つの異なる部署からの参加者がそれぞれ 1 名ずつの代表

者で 1 回だけ 30 分間のミーティングをしたら改善活動が実現された場合、調整範囲は 5 部

門、調整量は 2.5 人時である。 

 ただし、こうした調整時間は基本的には観察がなされただけしか測定されず、参与観察

の外で調整されている時間であったり、またデスクで一人沈思黙考しアイデア出しするな

ど調整とは言いづらいが内製コストではある時間だったりといったものは測定できていな

い。とはいえ、他の条件が一定だとすれば、今回測定されている調整時間以外で典型的に

は残業時間などとして調整時間が消費されていた場合も、おおむねその調整量の順位は今

回の観察の結果とそう変化しないと考えられる。なお、改善活動の事例の始まりと終わり

については、ある作業や工程において改善の必要性が誰かから認識され会社内で話題とな

った時点が始端、そして改善案が提案され実現され、経済効果が計算されたら終点である、

とする。 

 これらを踏まえ、各改善プロジェクトの事例における Q1～4 への回答が下記の表 9 のよ

うに集計されていくことになる。 

 

表 9 個別改善活動サブ・クエスチョン回答表（出所：筆者作成） 

 

 

5.2 研究対象 

本稿は、改善活動の実態調査をおこなうために、複数の改善活動の比較事例分析を実施

するが、分析対象としてはトヨタ自動車高岡工場が選択された。この事例選択には以下の

事例番号 Q1 Q2 Q3 Q4

事例１ - - - -

事例２ - - - -

事例３ - - - -

事例４ - - - -

事例５ - - - -

事例６ - - - -

事例７ - - - -

Q1：この改善プロジェクトの規模はどのくらいか？

Q2：この改善プロジェクトにおいていくつの部門や企業が関係したのか？

Q3：この改善プロジェクトにおいて誰が主要な貢献者となっていたのか？

Q4：この改善プロジェクトでは他の改善プロジェクトとの調整が必要だったり、関係性があったりしたものはあっ

たのか？あったとしたらどの改善プロジェクトと関係があったのか？
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ような理由がある。まず、トヨタ自動車高岡工場が Womack et al. (1990) などによって改

善活動が活発で生産性が高い企業（トヨタ自動車）の例として研究されることが多かった

ことが挙げられる。また、トヨタ自動車高岡工場は車体部・塗装部・成形部・組立部・工

務部という、自動車製造工場のオーソドックスな組織編成をしているため、特殊な事情を

考慮する必要が少ない。また、前章でみた D 社と類似した組織を採用している。さらに、

高岡工場はトヨタ自動車の他の工場と比べても、累積生産台数が一位であるという特徴が

あり（『高岡工場この四半世紀の歩み』）、トヨタ自動車を代表する工場であるという点も、

事例選択の参考となった。 

この章での研究にあたっては、一定期間での全ての改善活動に触れる必要があるため、

筆者による参加型の参与観察という手法が選択された。そのため、トヨタ自動車高岡工場

車体部技術員室において、2013 年 8 月 26 日～9 月 21 日までの期間に筆者が工場技術員と

しての業務に参加し、そこで観察した全ての改善活動について、改善活動の概要を記録す

るという参与観察の手法が採用された。ただし、参与観察終了時点において改善プロジェ

クトが途中段階であったものについては、適宜訪問インタビュー調査や電信・電話などで

の確認によって終了までのデータが計算されている。これに加え 2014 年 1 月 31 日、2 月

13 日、2014 年 8 月 29 日、2016 年 6 月 24 日にそれおぞれ 2 時間ずつの高岡工場車体部技

術員室主任へのインタビュー調査、2014 年 2 月 20 日にトヨタ自動車元社長（現相談役）

渡辺捷昭氏への 2 時間のインタビュー調査をおこない、参与観察結果の解釈の妥当性を確

認した。なお、ここでのインタビュー調査はいずれも非構造化インタビューの手法を用い

ている。 

 こうして収集された参与観察のデータは、改善の必要性を組織成員が認識した段階を始

点、効果測定が行われた段階を終点として１事例にまとめ、これを改善プロジェクトの調

整量でみた場合の小さいものから大きいものへ昇順で並べた。 

 

 

5.3 トヨタ自動車における改善活動の比較事例分析 

 以下では、総体としての改善活動を構成する 7 つの改善プロジェクトの詳細を研究して

いく。はじめに、事例の前提知識となる改善活動に関係する組織や人々について解説し、

次に、個別の事例について詳細を記す。 
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 改善活動をめぐる組織の概要 

トヨタ自動車の工場生産現場における改善活動の影響が及ぶ可能性がある範囲は、大き

く分ければ①工場内②工場外だが社内③社外という 3 種類を考えることができる。なお、

ここでいう工場とは、工場長の下に管理される生産拠点の 1 単位をいう。本社工場、元町

工場、高岡工場、田原工場等々といった具合である。工場の基本形態は車体部、成形部、

塗装部、組立部の四つのラインと、工務部、品質管理部という二つのスタッフ部門で成り

立つ。もちろんエンジン専門工場である上郷工場や、半導体専門工場である下山工場とい

ったものも存在するが、自動車産業における最終組立工場としての基本形はこうした組織

の構成であるという46。高岡工場において、改善活動に関係する現在の組織内外の状況は以

下のようになっている（図 21）。この図を基本として、調整範囲が計算される。以後、図に

みられる各々の組織成員について解説していく。 

 

図 21 改善活動をめぐる組織内外の状況（出所：筆者作成） 

 

                                                   
46 この形態が自動車産業において基本形とされるのは、容積が大きい割に付加価値が比較的低いとされる

車体と成形部品とを仮に別々に一か所で製造しようとすると（車体専門工場・成形工場を作ると）、運搬費

用が量産効果に比べて高くつくため経済効果が小さいため、一か所で作る必要性が薄いからである（2014

年 1月 31日インタビュー）。 
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 工場長は本社の取締役クラス（本社の専務・常務を兼ねる）であり、その下に位置する

部長は基幹職一級と呼ばれ、関連会社取締役級の扱いを受ける。課長は主にラインの正常

な稼働と生産能率（生産基準時間÷生産実働時間で計算される指標）の管理を主な業務とし、

主に大卒の正課長と主に現場出身の副課長47の 2 人で仕事を分担する。ラインの課の下には

工程があり、これは工長が管理する。工長の下には直接作業、改善、保全という三つの作

業に従事する作業者を統括する組長がおり、組長は改善と作業標準改定を職掌とする。組

長の下には 15 名ほどの作業者がおり、それぞれ作業者を 5 名ずつにまとめる班長が存在す

る。班長は課業時間の半分をライン入りすることが望ましいとされているが（野村, 1989b）、

年産台数の変化によってライン入り時間の割合は変化する（福澤ほか, 2012）。班長に求め

られるのは作業標準を忠実に守ることと、改善を促進していくことである。人事について

は班長よりは組長、工長がおこなうため、班長の役割は管理ではなく現場作業のベテラン

としての立ち居振る舞いをこなすことである。一般作業者は区分Aと呼ばれる直接作業者、

区分 B と呼ばれる改善工、区分 C と呼ばれる保全工に分けられ、この間でのローテーショ

ンは頻繁である。それぞれの区分ごとに班長組長が存在し、三つの区分を束ねて工長が存

在しているというのが概略的な現場組織の説明となる。まとめると、トヨタ自動車には直

接作業者や保全といった一般的な作業者のほかに、改善工という改善専従作業者がいる点

は注目すべきであるが、これ以外にも「標準作業を確実にこなせる作業者」が班長という

職制を与えられていること、そして技術員室の存在が特殊な点であろう。このように生産

に関する機能がほぼ担保されている組織編成の中で、技術員室という一見余分な組織が存

在していることは注目に値するかもしれない。 

技術員室は、工場技術員48という改善専従者と位置付けられるスタッフが集まっている物

理的な部屋であり同時に組織名でもある。工場技術員は、生産現場に物理的にも組織図上

も近い位置に存在している（ほぼ理系大学院修了者で占められる）技術者である。彼らは

本社の技術者でもなければ、工場の中のスタッフ部門である工務部の技術者でもない。工

場技術員は、工場の QCD(T)F（品質、コスト、納期、生産リードタイム・中間在庫量、フ

レキシビリティ）に対して責任を持ち、現場の作業者たちの改善活動に対して技術的なア

ドバイスをおこない、また他部署との調整が必要となった際に調整役となる「調整役の技

                                                   
47 なお社内での呼称はどちらも課長であり、職務区分もタッグを組んだ課長同士の性格・性向による。な

お、課長については生産技術部などからの出向者も多い。 
48 なお、ここで技術員というのは厳密には技術員区分で採用された従業員（大卒、高専卒が中心）という

意味であるため、本社生産技術部門の技術員と区分するため以後「工場」技術員と呼称する。 



- 102 - 

 

術者」である。そのため、工場技術員・技術員室は通常の組織論でいうライン・アンド・

スタッフ的な組織ではない。トヨタ自動車元社長で現相談役の渡辺捷昭氏によれば、工場

技術員の仕事は「改善のために現場に役立つ知識と知恵をもって、目線は下から現場に近

づき、現場を巻き込んでいくこと」であるとされる49。各部には課と技術員室が横並びで存

在するが、技術員室長は次長級であり、課長より職階は上位となる。技術員室にはさらに 1

ボデー課、2 ボデー課、プレス課といったようにグループが作られ、グループの長はグルー

プ長（GM）と呼ばれて、職階上は課長と同ランクである。 

 工場技術員はあくまでラインの部の下に置かれ、ラインの課と並列して存在し、個々の

技術員には持ち場となるラインの課が与えられている。技術的知識を吸収するために本社

生産技術部とのローテーションもおこなわれるが、あくまで本籍は工場のままであり、大

学院修了後、生産技術部や生産調査室とのローテーションを経験しながら基本的には工場

内で出世していくことになる50。このため感覚として「工場の人間」であるという意識が芽

生えるようなキャリア設計がなされている。工場技術員のオフィスも、工務部などのよう

に建屋があるわけではなく、車体・成形・塗装・組立工場のそれぞれの建屋の中に「ハウ

ス」とよばれる部屋が与えられている。ハウスには机とパソコン、電話、簡単な応接室が

あり、ラインの課長の机も部長の机も同じ大部屋内に存在している。工場技術員の仕事は

デスクでは完結せず、工場内を歩きながらおこなわれることが多い。筆者が観察していた

期間でも、常にデスクの 1～2 割程度しか埋まっておらず、デスクが完全に埋まるのは朝礼

と昼休み、終礼くらいであった。このように、組織図上も物理的にも、仕事のやり方から

みても、工場技術員はライン・アンド・スタッフ的なスタッフ部門ではなく、ラインのそ

ばについている「ライン内スタッフ」と表現したほうがよいと考えられる。 

 トヨタ自動車における改善活動では、上述の組織成員が関係して遂行されている。そこ

で、以後具体的な改善プロジェクトの事例を取り上げていく。 

 

事例１ フタ物工程ドア組付け作業改善 

 高岡工場車体部フタ物工程におけるドア組付け作業は、部品（工場内ではワークと呼称）

を部品置き場（工場内ではパレット、シューターと呼称）から取り出し、コンベアや治具

の前までそれを運び、部品のセット口に部品を置いて作業開始ボタンを押すという手順で

                                                   
49 2013 年 2 月 20 日インタビュー調査による。 
50 もちろん、適性などの判断を経て、生産技術部や生産調査室、設計部（トヨタ内では技術部）に転籍に

なる場合もあるが、それは比較的レアケースである。 
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おこなわれる。一連の作業は作業標準によって手順が定められている。 

 この作業における改善の始点は一般の直接作業者が作業開始ボタンの前で 1 秒間何もせ

ずに待つ時間があることを指摘したことであった。作業者はこれを「手待ちのムダ」であ

ると組長に伝え、作業者と組長は改善案について話し合った（1 人・時）。組長はコンベア

横のセンサ位置を変更すれば手待ち時間が消滅することを発見し、センサを移動させても

安全上の問題がないか作業者に確認した後、保全工に依頼してセンサ位置を変更した（0.5

人・時）。組長は作業標準を書き換え、この改善によって費用 0 円で 14 万円の原価改善効

果が見込めるとした（2013 年 8 月 30 日）51。 

 この事例においては、投資額は 0 円で、調整範囲は 1 部署、調整量は 1.5 人・時であっ

た。改善活動は直接作業者によって開始され、現場の組長が最終的に承認することで実現

した。ただし、この改善プロジェクトは、ハイブリット・ハリアーの立ち上げ時期に重な

っていたこともあり、さらなる改善を目指して事例 2 へとつながった。なお、調整範囲・

調整量が計算されたポイントは事例において 2 か所存在し、それぞれの変化は以下の通り

である（図 22）。また、事例のまとめは表 10 である。 

                                                   
51 なお、改善効果の計算は基本的には削減された作業時間に基づいて計算される。当時、工務部より改善

効果は 5200 円／時間（台当たり）として計算するように指示があり、これに生産台数をかけることで改善

効果が計算される。この場合は 5200 円÷3600×10 万台＝14 万円／年間である。 
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図 22 事例 1 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 10 事例 1 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

事例２ フタ物工程小規模設備導入・ドア組付け作業改善 

 このようにして改善されたドア組付け作業だったが、このとき高岡工場ではハイブリッ

ド・ハリアーの立ち上げをおこなっており、それによって生産量増加が見込まれたためタ

クトタイム（自動車 1 台をつくるのに必要な時間）にはさらなる短縮への圧力があった。

しかも、生産車種が増加するため、部品点数増加も同時に考慮せねばならない。すなわち、

作業時間短縮とフレキシビリティ確保の同時達成が求められていたのである。 
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 このことは課長・工長を通じて、現場の組長・班長にも伝わっていた（2013 年 9 月 2 日）。

これを受けて、直接作業者に頼った改善だけでは限界があると考えた組長は、改善工に応

援を依頼し、改善工と作業者と組長が議論した結果、部品をセット口に置いたあとの作業

開始ボタンまでの移動が「歩行のムダ」であるという意見に達した52。組長は「作業開始ボ

タンの位置を部品置き場の近くに移動させ、部品を取りに行く段階でボタンを押す」とい

うアイデアを出し、それについて保全工に相談した。こうしたディスカッションには 2 人・

時が費消された。その後、保全工はこの変化には配線の変更にともなう技術と予算（経費）

が必要だと判断し、車体部など部単位の技術スタッフである工場（製造）技術員に相談し

た。工場技術員は作業開始ボタンの移動コストの回収は難しいと判断し、作業開始ボタン

とひもスイッチ（ひもを引っ張ることでオン／オフが切り替わるスイッチ）を天井から配

線で繋ぎ、部品置き場の近くに設置するという案を提案した（0.5 人・時）。これは作業者

からも受け入れられ、費用 3 万円で 29 万円の原価改善効果が見込まれた上、タクトタイム

の変動にも対応できるようになった。 

 この事例では、3 万円の投資額が使用され、関係部署は 1 ボデー課と技術員室の 2 つであ

り（調整範囲）、調整量は 2.5 人・時であった（表 11）。改善の始点は課長で、組長が改善

プロジェクトを進めるうちに保全工と技術員室に適宜相談した。最終的な改善活動の終点

は作業者による承認である（図 23）。この改善案によってハイブリット・ハリアーの受け入

れは進み、この成功を受けて車種立ち上げ時のタクトタイム変動に柔軟に対応する「変種

変量ライン」という工場の経営方針が打ち立てられた。 

                                                   
52 「歩行のムダ（運搬のムダ）」とは部品を移動させる時間のような付加価値を生まない時間を無駄として

認識することをいう（大野, 1978）。逆に付加価値を生む時間のことは正味作業時間（藤本, 2003）や基本

変換（河野, 2007）といわれる。 
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図 23 事例 2 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 11 事例 2 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

事例３ フタ物工程中規模設備導入・ドア組付け作業改善 

 上記の改善によってハイブリッド・ハリアーの生産立ち上げへの対応は可能となったも

のの、高岡工場では「変種変量ライン」化という標語の下、高フレキシビリティ達成によ

る本社への価値提供という目標が工場レベルで設定されていた。そのため、フタ物工程で

は更なる改善が求められていた。そんな中、ハイブリッド・ハリアーの立ち上げメンバー

（工場内ではトライ班と呼称）である工場技術員 1 名が、当該作業において①部品置き場
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のスペースが足りなくなる、②生産量増加によって部品の運搬工数が増加する、という問

題が発生することを発見し、車体部技術員室にてその旨を報告した（2013 年 9 月 11 日）。

そのころ、工場自主研という改善プロジェクトが立ち上がっており、そのメンバーだった

別の工場技術員が、この問題を取り上げることになった。 

 工場自主研にはドア組立て作業現場の改善工、組長の他、品質物流課の班長などが参加

していて、ミーティングではおよそ 4 人・時の時間が費消された。目下の問題は部品置き

場が足りないことであり、これは運搬回数を増やすことで対応するという案が現場から出

た。ところが工場技術員が計算したところ、運搬回数の増加は約 173 万円の原価圧迫効果

が生じた。そのため、工場技術員は運搬回数を抑えつつスペースも確保する改善をおこな

う必要があると考えた。直接作業者は「ここの作業は歩行が多くて疲れる」ため歩行のや

り方を変更する改善案を提示した（0.5 人・時）。工場技術員はこれに依拠しながら、部品

置き場を使用頻度順に並べ替えて、さらに部品入れ（工場内ではシューターと呼称）を大

型化すれば歩行のムダもなくなり運搬も増加しないとしてこれを直接作業者と組長に伝え

た。 

 具体的なレイアウト変更には工場の図面が書いてある Auto CAD のデータを参照する必

要があり、組長はこれを工場技術員に任せた。工場技術員は Auto CAD データを用いて設

備業者との交渉にあたり（1 人・時）、約 30 万円の投資で 216 万円の原価改善効果が見込

まれた（表 12）。調整範囲は、1 ボデー課と工場技術員と設備業者の 3 部署であり、5.5 人・

時の調整量が費消された（図 24）。改善の始まりは工場のトップであり、技術員室が主にこ

の改善プロジェクトを担った。改善案の原案は直接作業者の意見を反映して修正され、最

終的に新しい設備が導入された（図 24）。「変種変量ライン化」の方針は、ここで活躍した

工場技術員たちにより、事例 6 へと発展していった（表 12）。 
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図 24 事例 3 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 12 事例 3 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

事例４ フタ物工程ドア設計変更・ドア設置作業改善 

 ボデー課の作業の中には、完成したドアをボデーに設置するというものが存在している。

その作業において、直接作業者はボルトとナットとネイル・ガンを持ってボデーに近づき、

ボデーとドアの接合部にそれらを打ち付ける。ボルトとナットの数は車体の数と同じく 5

種類存在し、「必要なボルトとナットを間違いそうになる」という作業者の不満を生んでい
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た。そのため作業者はボルトとナットの持ち方を変えるなど作業改善に取り組んでいた。

ちょうどそのころ、工場技術員が別の改善の調査に訪れており、作業者は技術員にこの作

業を変更しようと考えている旨を話した（2013 年 8 月）。工場技術員は、当該作業がボル

トのつけ間違いによる品質不良の原因になりうると考え、むしろボルトとナットの種類を

減らす方がよいと考え、これを作業者に伝えた（1 人・時）。ただし、ボルトとナットの種

類を減らして共通部品化するには、強度、長さ、太さなどを調整しても問題が発生しない

かについて設計部門と折衝する必要があった。工場技術員は度重なる設計部門との調整を

経て（4 人・時）ボルトを 2 種類にまで共通化し、さらに調達部門とも調整し（2 人・時）、

共通化部品の大量購入によって部品費を削減することもできた。一連の改善は現場の直接

作業者に受け入れられ、さらに別の 2 工程にも取り入れられることで、330 万円の原価改善

効果と品質向上効果が見込まれた（表 13）。この改善活動では投資額は 0 円であり、調整範

囲は 1 ボデー課、技術員室、設計部門、調達部門という 4 部署に及んだ（表 13）。このとき、

製品設計にわずかな変更を与えている（表 13）。トータルの調整量は 7 人・時であった（表

13）。 

 この改善事例では、改善の始点は工場技術員と会話をした直接作業者であり、工場技術

員が設計部門や調達部門との折衝をおこない、最終的に直接作業者によって受け入れられ

た（図 25）。 



- 110 - 

 

 

図 25 事例 4 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 13 事例 4 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

事例５ プレス課・ボデー課作業用具変更による品質改善 

 高岡工場品質管理部の検査工は、100 台に 1 台ほどの割合で塗装の不具合が存在すること

を発見し、同技術員室にその旨を相談した（2 人・時）。品質管理部技術員室の工場技術員

は、化学的な分析をおこなった結果、塗装前のボデーの洗浄が不十分で不純物が混じって

いることを発見し、早速組立部技術員室と塗装部技術員室に洗浄方法見直しの必要性を伝

達した（2013 年 8 月）。塗装部の直接作業者は技術員室からの要請を受けて洗浄時間を調
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4部署（トヨタ内）

設計部での設計変更含む

作業者、工場技術員、

設計部技術者、

調達部門

―



- 111 - 

 

節する等したが、不良率は一定の数値から下がらなかった。そこで再度、直接作業者から

塗装部技術員室の工場技術員に問題が伝えられた。ここまでで再度 2 人・時が費消された。 

工場技術員は成分分析を行い、油や埃は充分に洗浄されているが A という業務用マーカ

ーの塗料が洗浄しきれていないことを発見した。そして、A は前工程である車体部の作業者

が、ボデーに日付を書き込んだり、作業箇所に丸印をつけたりするために使用しているこ

とが分かった。さっそく塗装部の工場技術員は車体部の工場技術員、他工場の工場技術員、

マーカー製造業者を集めてミーティングをおこなった。2 時間にわたる技術的な議論と、実

験をおこなった結果、市販のマーカーB を使用することで当分は問題が解決できるとの結論

に達し、A の製造業者には B を参考にした新製品のアイデアが伝えられた（10 人・時）。

車体部の工場技術員はマーカーの変更を現場の組長に伝え、受け入れられた（2013 年 8 月

13 日）。これによって費用は事実上 0 円で手直し時間 300 時間が短縮され、156 万円の減

価改善と品質改善が同時に達成された。 

この事例では、調整範囲は 6 部署であり（品質管理部、組立部、塗装部、1 ボデー課、技

術員室、マーカー製造業者）、調整量は 14 人・時であった（表 14）。品質管理部の技術者か

ら始まった改善活動は、組立部と塗装部とを巻き込み、さらに車体部まで含めたミーティ

ングがおこなわれた（図 26）。これらの部門間でやり取りしていたのはそれぞれの部署の工

場技術員だった（図 26・表 14）。そして、最終的に現場の組長が改善案を受け入れた。 
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図 26 事例 5 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 14 事例 5 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

事例６ フタ物工程大規模設備導入・組付け作業改善（スライドパズル方式） 

 フタ物工程の中にはフード（ボンネット）を組み立てる作業が存在する。基本的な作業

は、10 個の部品置き場からボンネットの内側の部品を運ぶ作業者とボンネットの外側の部

品を運ぶ作業者が、それぞれ部品を運搬して機械にセットするというものである（図 27）。

ただし、フードは部品が大きいために、1 ラインあたりの車種がこれ以上増加すると、部品
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置き場のスペース不足が直ちに問題になる。このとき工場全体で「変種変量ライン化」の

標語で表現される（生産車種増加の）フレキシビリティ向上を目指していたため、車体部

長はフード組付け作業の改善を技術員室長（部内の工場技術員の長）に指示した（2013 年

4 月）。 

 

 

図 27 フタ物工程大規模設備導入・フード組付け作業改善前（出所：筆者作成） 

 

 そのころ、現場の組長もフード組付け作業改善案を現場の作業者たちと話し合っていた

が、なかなかアイデアが浮かばなかった（1 人・時）。工場技術員らは同様の問題を田原工

場が上手く解決したとの情報を、生産調査室帰りの工場技術員から得て、田原工場に向か

った。田原工場の工場技術員は AGV（Automatic Guided Vehicle、無人搬送車）という運

搬ロボットを活用している様子を実地で説明したが、高岡工場の工場技術員は「AGV のム

ダ使いが多い」との意見をだし（6 人・時）、これを持ち帰って現場の組長を巻き込んで工

場自主研で話し合った（5 人・時）。その結果、運搬ロボットが部品を作業者の手前まで持

ってくる案が組長からでて、工場技術員らはそれを実現するために運搬ロボットがパズル

のように並んで部品を運ぶ「スライドパズル方式」を考案した（図 28）。 

作業開始ボタン 部品セット口
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図 28 フタ物工程大規模設備導入・フード組付け作業改善後（出所：筆者作成） 

 

しかし、これが実現されると運搬ロボットのバッテリー交換という新たな作業を現場が

行わねばならないため反発が出た。そこで工場技術員はロボット製造業者に対して技術的

なアドバイスを与え、自動で充電できる運搬ロボットが開発され、導入された（3 人・時）

（図 29）。費用は 2000 万円で、この改善の結果、2007 年には 1 ライン 2 車種の生産が限

界だったものを、最大 8 車種まで生産可能（今回は 6 車種）にし、同時に原価改善効果は

年当たり 2000 万円程度見込まれた（表 15）。 

 この改善案では、調整範囲は 1 ボデー課、技術員室、田原工場、AGV 製造業者という 4

部署であり、調整量は 15 人・時であった（表 15）。この改善案は成功し、以後さらに「変

種変量ライン化」を推進することになった（事例 7）（表 15）。 



- 115 - 

 

 

図 29 事例 6 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 15 事例 6 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

事例７ サイドメンバ工程大規模設備導入・自動化 

 サイドメンバは車の側面の部品であり全部品中最大規模の大きさを誇る。これまでは、

作業者が機械によって表示される部品番号を見て、人手で回転式の部品置き場からサイド

メンバを取り出し、機械まで運ばれていた（図 30）。 

 

0

5

10

15

20

累積調整範囲

（部署数）

1 3 3 4

ポイント１ ポイント２ ポイント３ ポイント４

部署

0

5

10

15

20

累積調整量

（人・時）

1 7 12 15

ポイント１ ポイント２ ポイント３ ポイント４

人・時

Case Q1 Q2 Q3 Q4

事例６

調整量15人・時、

2000万円の投資、

年間約2000万円コスト減

4部署（トヨタ自動車内

とAGV製造業者）

作業者、工場技術員、

AGV製造業者
事例7に影響



- 116 - 

 

 

図 30 サイドメンバ工程大規模設備導入・自動化前（出所：筆者作成） 

 

作業者はこれを何とかもっと楽な方法で運ぶ方法はないか改善案を考えていたが、それ

と同時に、ある工場技術員は、高岡工場変種変量ライン化のボトルネックは最大の部品が

円状の部品置き場に置いてあるこの作業場であると考えていた（2013 年 9 月 4 日）。この

部品置き場は、円形という最もスペースを取る図形である上に、部品が大きいことでその

半径が大きくなるからである。この工場技術員はハイブリッド・ハリアー立上げのメンバ

ーからハリアー用のスペースの確保を依頼されたこともあり、早速ハイブリッド・ハリア

ー立上げの予算を生産技術部の技術者から獲得し、ロボット製造業者との調整を経て、必

要なロボットを入手した。一連の交渉は 10 人・時を費消した。ロボットには大きな力があ

るために 100 キロ近い重量のある部品であっても持ち上げることができ、円形の部品置き

場を回転させる必要はなくなった。そのため、工場技術員は四角く詰まった部品置き場を

考案した。 

これにより、作業者が部品を運ぶ距離は短くなったが、作業者は部品のセットの際に部

品を持ち上げるために腕力が必要で大変だとして、梃子のようなものを使用できないか提

案した（1 人・時）。そこで工場技術員は安価なクレーンを天井から垂らすことで部品を無

重力化する案をだした。こうして作業は変化したが、今度は品質物流課が運搬のタイミン

グが分からなくなるという問題がでたため、調整の結果、工場技術員は品質物流課のため

手押し車
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に作業指示盤を新規に製作するよう設備業者に依頼した（6 人・時）（図 31）。 

 

図 31 サイドメンバ工程大規模設備導入・自動化後（出所：筆者作成） 

 

一連の改善によって年間 2000 万円の減価改善効果と、フレキシビリティ確保と、中間在

庫の圧縮効果（生産リードタイム短縮）が同時に見込まれた（表 16）。この事例においては、

5200 万円の投資がおこなわれ、調整範囲は 6 部署（1 ボデー課、技術員室、品質物流課、

生産技術部、2 設備業者）、調整量は 17 人・時であった（表 16）。改善活動の始点は工場技

術員とかかわりをもっていた直接作業者であったが、具体的な改善案は工場技術員によっ

て考えられ、彼らによって生産技術部や設備業者との調整がおこなわれ、新しい設備が導

入された（図 32）。 

作業ロボット

コンベア

個人用クレーン

牽引車（エレカ）

作業指示盤
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図 32 事例 7 における調整範囲・調整量の変化（出所：筆者作成） 

 

表 16 事例 7 サブ・クエスチョン回答（出所：筆者作成） 

 

 

 

5.4 ディスカッション 

 第 5 章の目的は改善活動をより詳細に観察することで、改善活動の総体を構成する個々

の改善プロジェクト間の規模にバラツキを生じさせる原因を探ることにあった。これによ

って、既存研究が主に扱ってきた小規模な改善活動だけでなく、小規模から大規模まで一

貫して扱うことのできる改善活動観を提示することを目指してきた。 
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 各事例のサマリーをみてみると、イノベーションの規模の変化の仕方も一定ではなく、

最終的に生産現場の作業者たちの承認によって実現されることが多いものの、改善活動の

始点から終点までの推移の仕方もまた一定ではない（表 17）。これに加えて、本章の冒頭で

述べたサブ・クエスチョンへの回答をまとめた表 17 を見てみると、イノベーションとして

の改善活動の実態についての既存研究の想定が常に正しいのかについて、規模以外の面で

も見ていくことができよう。まず、Q2 を見てみると事例 4 では製品の小設計変更がおこな

われており、設計活動という他の組織活動に影響を与えている。すなわち、一部工程イノ

ベーションのみとは限らないのである。また、Q2 と Q3 とをみていくと、改善活動には実

に多様な参加者が存在しており、現場の作業者・作業集団で全ての改善活動が終了するわ

けではない。さらに、Q4 にみるように、改善活動という名前で捉えられる（なお 7 事例の

うち事例1;2;3;6;7はTPS推進者協議会改善活動発表会と呼ばれるイベントにて発表されて

いるため、改善活動との名前がトヨタ自動車によってつけられている）ものを構成する個々

の改善プロジェクト間でも影響関係が見て取れる（図 33）。 



- 120 - 

 

表 17 改善活動サブ・クエスチョン回答結果まとめ（出所：筆者作成） 

 

 

 このような改善活動において、主導した組織がどのようなものであったかというと、各

事例で詳しく述べたように既存研究の想定する分権的な作業者のチームワークによるもの

の存在するが（事例 1;2）、工場技術員がリーダーシップを取っていると考えられるものや

（事例 3;4;5;6）、本社の生産技術部が関わるものもある（事例 7）。そして、こうした改善

活動は、あるものは「変種変量ライン化」という工場全体レベルの方針の策定へとつなが

り、それによって次の改善の方向づけがなされることもある。すなわち、個別の改善プロ

ジェクトは常に独立とも限らないのである。 

Case Q1 Q2 Q3 Q4

事例１
1.5人・時消費、０円投

資、14万円コスト削減
高岡工場1部署 直接作業者と組長 事例2に影響

事例２

調整量2.5人・時、3万円

の投資、29万円のコスト

削減効果

高岡工場内2部署 作業者と工場技術員 事例3に影響

事例３

調整量5.5人・時、

30万円の投資、

216万円のコスト削減

3部署

（高岡工場と設備業者）

作業者、工場技術員、

設備業者
事例6に影響

事例４

調整量7人・時、

0万円の投資、

330万円のコスト削減

4部署（トヨタ内）

設計部での設計変更含む

作業者、工場技術員、

設計部技術者、

調達部門

―

事例５

調整量14人・時、

0万円の投資、

156万円のコスト削減

6部署（高岡工場内と

マーカー製造業者）

作業者、工場技術員、

マーカー製造業者
―

事例６

調整量15人・時、

2000万円の投資、

年間約2000万円コスト減

4部署（トヨタ自動車内

とAGV製造業者）

作業者、工場技術員、

AGV製造業者
事例7に影響

事例７

調整量17人・時、

5200万円の投資、

年間約2000万円コスト減

6部署（トヨタ自動車内

と設備業者）

作業者、工場技術員、

生産技術部、設備業者
―
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図 33 個別改善プロジェクト間の関わり（出所：筆者作成） 

 

 そして、改善が積み重なることで、（生産車種の増減に対して生産コスト上のフレキシビ

リティを担保するという）変種変量ラインというような新たな生産方針・生産手法が生ま

れることで、これがトヨタ生産方式に組み込まれ、ある種のラディカル・イノベーション

的な側面を持つようになる可能性もあるかもしれない。実際に、トヨタ自動車では「変種

変量ライン化」は他の工場の模範となりつつあり、今後大きな（一種のラディカル・イノ

ベーション的な側面も持つ）トレンドとなる可能性もある（2016 年 6 月 24 日インタビュ

ー）。ここでみたように、改善活動をめぐる問題解決は、他部門に問題解決のヒントがある

場合もあるし（事例 5; 6）、ひとつの改善活動が設計部門のように生産現場と物理的・組織

的に離れた場所での問題解決を必要とする場合もあるし（事例 4）、改善活動による問題解

決の結果が経営層から評価され、より付加価値の高い活動になるべく広範な意味づけをな

されてさらなる問題解決を必要とする場合もある。 

こうしたことによって、改善活動がどのような影響を生み出すかは物理的な設備設置状

況などの偶然と、経営層が特定の改善活動にどのような意味づけをおこなうかという偶然

に左右される。そのため、個々の改善プロジェクトの事情に合わせて規模もまたバラツキ

が生まれてしまう。たとえば、投資額やコスト削減効果といった指標は 0 円（ただし、調

整に時間がかかっているので、その分の調整時間は賃率×時間であるから企業としては 0 円

のコストではなかろう）や数万円台から数千万円台という規模にまでバラツキがあり、数

百倍から数千倍のバラツキがある。また、利害関係者の数も、数倍のバラツキがあり、調
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整量も最大 10 倍程度のバラツキが存在している（表 18）。ここでみられる改善活動のうち

いくつかは、投資額とコスト削減効果という面で、既存研究が主に扱ってきた規模感とは

相違するものである。 

 

表 18 イノベーションの規模の比較要約（出所：筆者作成） 

 

 

 このとき、調査によって得られたデータを、事例の数（＝サンプル数）が少ないことか

らスピアマンの順位相関係数を用いて分析してみると（表 19）、5%水準で統計的に有意な

のは調整努力についての指標間と、コスト削減効果に対しての調整量という 2 つのみであ

った。このことは、利害関係者の数と調整量という指標がイノベーションの有効性を決定

するという考えに（Van de Ven, 1986; 武石ほか, 2012）一定の根拠を与えてくれるといえ

る。 

 

表 19 事例のスピアマンの順位相関係数（出所：筆者作成） 

 

 

このとき、こうした改善活動をめぐる調整・問題解決に当たり、工場技術員という組織

成員が現場の改善活動の相談役・調整役・リーダー役の 3 者の役割を演じながら関わって

累積調整範囲 累積調整量 投資額 コスト削減効果

事例１ 1 1.5 ¥0 ¥140,000

事例２ 2 2.5 ¥30,000 ¥290,000

事例３ 3 5.5 ¥300,000 ¥2,160,000

事例４ 4 7 ¥0 ¥3,300,000

事例５ 6 14 ¥0 ¥1,560,000

事例６ 4 15 ¥20,000,000 ¥20,000,000

事例７ 6 17 ¥52,000,000 ¥20,000,000

累積調整範囲 累積調整量 投資額 コスト削減効果

累積調整範囲 1

累積調整量 0.909 * 1

投資額 0.283 0.593 1

コスト削減効果 0.679 0.883 * 0.692 1

N = 7 * p < .05. 
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いたことが分かる。工場技術員とは、原価改善から新車種立ち上げまで、工場内での仕事

の変化を支援する大学院修了者中心の技術スタッフ集団であり、品質、コスト、生産リー

ドタイム（中間・完成在庫量）、フレキシビリティ（QCDF）など広義の改善に関して責任

を持つことは既に述べた。以下、事例から抽出される改善活動のパターンを記述する。ま

ず、事例 1 にみるように、変化の影響がひとつの作業にしか及ばず技術的にも高度でない

小規模の改善であれば、現場に作業の変更の権限が委譲された形で進められる。ここでは

技術的に高度な知識が要求されないため、現場はこのタイプの変化がどこに影響するか（た

とえば作業の安全性）について予測がつき、必要な調整ができる。しかし、事例 2 と事例 3

のような、設備を変化させるタイプの改善になると、現場は技術スタッフである工場技術

員に専門家としての意見を求める。結果、工場技術員に改善活動の情報が集まり、工場技

術員は技術的知識を動員して改善案を修正していく。工場技術員には上述の改善を支援す

る専門家としての側面がある一方で（事例 2;3）、改善の影響が組織内・組織外の広範囲に

及ぶと判断した場合（事例 4～7）には影響が生じたステークホルダーとの調整者に姿を変

える。工場技術員は改善の専門家という側面と、改善をめぐる調整者という側面を状況に

応じて使い分けているのである。 

工場技術員が改善の専門家と調整者の二側面を使いわけつつ改善を支援しているとして、

次になぜそれが可能になるのかという新たな疑問にこたえねばならないだろう。そして、

その答えを工場技術員の組織形態に求めることができるかもしれない。工場技術員は組織

図上ひとつの工場内のライン部門である部（車体部、成形部、塗装部、組立部など）内に

位置している上に、日々の業務は工場現場に物理的に近い場所でおこなわれる。そのため、

通常のライン・アンド・スタッフ的な組織と区別し、ライン「内」スタッフと表現できる

かもしれない。つまり、ライン内スタッフという組織形態は、①組織図上でも物理的にも

現場（ライン組織）の近くに②技術的知識を持つスタッフを設置した組織形態・組織構造

である。このとき、この二つの要因が改善という組織変化・イノベーションをめぐる調整

を可能にし、同時にボトムアップ型・トップダウン型の変化にともなう組織内のコンフリ

クトを引き起こさせない効果を持つ可能性があるのである。 

（組織形態・組織構造上の）ライン内スタッフは組織的にも物理的にも現場に近いスタ

ッフであるため、当然、現場との接触が増え、頻繁なコミュニケーションがおこなわれる。

このとき、現場は改善にあたって専門知識が必要になると、それらを持つライン内スタッ

フに相談をする。彼らが技術を持つがゆえに、ライン内スタッフにはイノベーションの種
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がどこでどのように生まれているかについての情報が自然に集まってくる。そして、技術

的な知識をもつ専門家は、その知識が必要となるような高度な意思決定ができるため

（Simon, 1947）、専門家であるライン内スタッフもまた、集まった情報をもとにして他（多）

部門・他（多）部署との調整が必要な変化を見つけ出すことができる。ライン内スタッフ

は、影響範囲が大きな改善において、変種変量ライン化というような会社としての組織目

標と照らし合わせながら調整者として調整をおこなうが、そこで調整相手となるのは同じ

くライン内・外の技術者である。技術的な専門用語は専門家同士のコミュニケーションを

円滑化させる（March & Simon, 1958）ことを踏まえると、技術者同士だからこそ必要な

調整が一定の時間内でおこなわれうる。そうして他部門との調整を終えて、修正済みの改

善案は再びそれぞれの現場のライン内スタッフによってそれぞれの現場職制（ライン）に

伝えられる。 

このとき改善活動というボトムアップ型の変化と考えられていたものにトップダウン型

の変化の要素が入り込むことになるが、現場は調整済みの改善案をコンフリクトなく受け

入れる。なぜならば、現場からすればあくまでボトムアップ型の改善に、専門家による修

正が入っただけで、これを変化の強制とは捉えないからである。すなわち、ライン内スタ

ッフが改善に関する技術的な専門家として現場から一種の権威を与えられているため、コ

ンフリクトを意識せずに意思決定前提が変化させられるのである（Barnard, 1938）。技術

や専門知識を持つということは、その分野に関しては他者の意思決定前提を変化させる力

を持ちうるのである（Simon, 1947）。 

このように、技術や知識は、 

 情報を集まりやすくする機能を持ち 

 影響範囲についての技術的な判断を可能にし 

 技術者同士の円滑なコミュニケーションを担保し 

 権威受容によってコンフリクトを起こさせずに現場の意思決定前提を変更できる 

という機能を同時に持ちうる。そして、そのような技術的知識をもったスタッフが現場に

近いがゆえに、これまで述べた調整が実際に効果的におこなわれるのである。 

本章は、トヨタ自動車を例にとって、改善活動の実態が先行研究の想定と常に一致する

のかについて調査した。その結果、イノベーションとしての改善活動は既存研究の想定す

る小さな領域にとどまるものではなく、一部はそこからの逸脱があるものであることが分

かった。そして、そうした逸脱は改善活動のステークホルダーの数を増大させるがゆえに
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調整問題を生じさせることも分かる。さらに、そうした調整問題が「なぜ」「いかにして」

解かれるかという研究課題に対して、ライン内スタッフという組織形態の存在によって、

工場技術員が改善の専門家と調整者という側面を使い分けながらそれを解決しているから

であるという解答を導き出した。こうした一連の議論は、本論文第 1 章から第 3 章までの

理論考察および第 4 章の実証結果と整合的な結果であったといえよう。少なくともトヨタ

自動車においては、規模の大きな改善活動から規模の小さな改善活動まで、現場の作業者

のアイデア等も参考にしつつ、ときに規模が変化し、ときに関係する組織成員の所属が現

場から本社まで満遍なく広がるという特徴があった。そうした広がりを調整するのがライ

ン内スタッフであった。 

 

 

5.5 小括と本章の限界 

本章でみてきたように、個々の改善プロジェクトは、作業や工程のどの部分に着目され

るかは比較的偶発的に決まる。そして、作業や工程が変更される物理的な環境がどのよう

なものかによって、設備や製品や他部門での作業など生産システム全体のどの部分に影響

が生じるかに変化がある。こうした偶発性ゆえに、ひとつの改善プロジェクトにどこまで

の資源動員と調整範囲が必要かにはバラツキが生じていた。 

既存研究は、改善活動を小規模で独立した工程のインクリメンタル・イノベーションで

あって作業者・作業集団がその主役であるとしてきた。こうした視点は、第１章でも述べ

たように、大規模なイノベーション活動に対して改善活動やインクリメンタル・イノベー

ションもまた重要であるという主張をするという研究史の性格からいっても半ば必然的に

生まれてきたものであった。しかし、トヨタ自動車における改善活動について実態調査の

結果として、改善活動は必ずしも先行研究の想定と合致するとは限らず、ときには小規模

製品イノベーションとして製品設計を変更することさえあるため、規模にはバラツキがあ

ってステークホルダーの数が増えることもあると論じた。 

改善活動のこうした性質ゆえに、トヨタ自動車においては改善活動の始端が生じると、

それをどこまでのステークホルダーの規模にするのか、規模を決定したあとはいかに調整

するのかという問題が生じており、イノベーションとしての改善活動もまた調整問題とい

うマネジメントの視点が必要となっていることが判明した。こうした調整問題を解決する

ためのひとつの方法として、ライン内スタッフという組織形態・組織構造の概念を提示し
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た。具体的には、ライン組織の中にスタッフが存在することで、ライン組織がスタッフの

専門知識に頼る結果としてライン内スタッフに情報が集中し、彼らは専門知識を用いて意

思決定をおこなう。意思決定の結果、問題が組織内外の広範囲に及ぶと考えられた場合に

は、彼らは専門家から調整者へと姿を変える。調整は他部門の技術者と（同じく技術者と

して）技術的な言葉でおこなわれるため円滑に進められる。こうした調整が済んだ後のラ

イン内スタッフの意見は、彼らがライン組織から専門家として権威受容されているために、

コンフリクトなく（生産）ライン（組織）に受け入れられていた。 

このように、リーンな生産をおこなうには、ライン内スタッフという一見ファットな組

織が、調整問題解決という観点から必要となっていた。そこでは下記のメカニズムによっ

て調整が促進されていた。すなわち、知識を持った技術者が現場を歩きまわることで、①

知識のある人間に問題が集まる、②知識を用いて問題解決できる、③本社技術者などと共

通の知識で会話ができる、という特性をもつためである。これにより、イノベーションと

しての改善活動をめぐる調整問題を解決する場合があった。 

このように、改善活動がランダムに決まる範囲の問題解決を生じさせる論理と、これを

扱うライン内スタッフ組織という組織構造に機能について述べてきた。とはいえ、第 2 章

と第 4 章でも一部考察・観察してきたように、上記の改善活動をめぐる問題解決に初めか

ら区切りを決めておくというマネジメントもありえる。すなわち、改善活動のうちどのよ

うな規模のものに集中するかについては選択の余地があるし、調整をどのような組織構造

の下でおこなうのかについても、選択の余地がある。たとえば、改善活動のうち小規模な

ものに集中すると決めてしまえば、（既存研究のいうように）分権的な作業者・作業集団の

意思決定と問題解決・調整活動に頼るというのも、改善活動に関する生産戦略のひとつと

してはありうる選択だろう。 

これに関し、すでに自動車産業に属する他企業がどのような規模の改善活動に集中し、

そのためにどのような組織を用いているのか明らかにしてきたが、そうした実証結果はあ

くまでも共変量の関係をみてきたにすぎず、改善活動の規模と組織との因果関係が実験的

に明らかになったわけではない。 

そこで次章では、第 5 章での発見をもとにした仮想実験の実施により、さらなる議論を

おこなっていく。 
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第 6 章 組織構造と改善活動の規模：事例を踏まえたシミュレーション分析 

  

第 4 章の比較事例分析からは、改善活動の規模とその実現までの調整・資源獲得プロセ

スには各社で差異があることが分かった。すなわち、改善活動に必要な資源が作業者に配

分されている組織においては規模の小さな改善活動が多く、資源が本社の技術部門に集中

している組織においては比較的規模の大きな改善活動が多い。そのため、改善活動の組織

と規模には一定の関係性が存在するかもしれなかった。 

 こうした実態把握を踏まえ、第 5 章では、より詳細な改善活動の観察がおこなわれ、改

善活動には「物理的に、工場の設備等にどのような影響を及ぼすか」や「経営的・組織的

にどのような意味づけをなされるか」という部分に偶発性があり、それゆえに調整範囲や

規模にバラツキが生じることを発見した。そのため、改善活動の始端において生じるこう

した偶発性をマネジメントするには、改善活動についての情報を集め、必要な規模につい

て意思決定する組織構造が必要となる可能性も論じた。 

 ただし、こうした偶発性や規模に関する改善活動の潜在性は、企業ごとの事情に合わせ

て無視するなどのマネジメントの仕方もありうる。たとえば、小規模な改善活動から逸れ

るものはあまり扱わない、最初から大規模な改善活動につなげることにする、などである。

このとき、どのような規模の改善活動に集中するかに対しての戦略的な決定と、組織構造

と組織から創出される改善活動の平均的な規模との間に因果関係があるのかについてはい

まだ十分には明らかでない。 

 本論文では、改善活動が一度組織構造というフィルターを通して創出されるという組織

決定論的な分析枠組みを用いてきたが、第 4 章での発見は「若干の経験的・論理的基礎を

持つが未発達な知見であるシンプル・セオリー（Davis et al., 2007）」にとどまっている。

そこで、第 6 章ではこうしたシンプル・セオリーの抽象化・論証に有効とされるコンピュ

ータ・シミュレーションの一手法を用いて、さらなる研究をおこなう。なお、モデルの構

築にあたっては、第 5 章の発見を利用している。 

 

 

6.1 シミュレーションの方法 

ここでは、第 4 章および第 5 章の発見を基にコンピュータ・シミュレーションを行い、

事例から観察される現象が抽象化された仮想世界でも再現されるのかについて確認した。
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これは、事例によって得られた仮説の論理的妥当性を検証するためである（Eisenhardt et 

al., 2016）。こうした目的に照らすと、コンピュータ・シミュレーションは、社会現象を単

純な要素同士の相互作用として再構築することを可能とし、それらの間の因果関係解明の

一助となるとされており（鳥海・山本, 2014）、リサーチ戦略として適切であろう。 

本論文のここまでの議論で得られたのは、組織構造と技術変化（としての改善活動）の

平均規模には関係がありそうであるという、シンプル・セオリーである。このとき、シン

プル・セオリーを理論化するには以下の理由からシミュレーションが有効であるとされる。

まず、シミュレーションは、論理的に単純化されたモデル構築で論点を整理でき、さらに

仮想実験が可能なため「とりあえずやってみて」探索的な理論構築・理論修正が可能であ

る（Davis et al., 2007）。しかも、仮説において多様な要素が絡みあう場合に詳細な観察を

長期におこなう研究に代替することもできる（Davis et al., 2007; Eisenhardt et al., 2016）。

実際に、詳細かつ長期の観察が必要な組織ルーティン変化に関する研究（Routine Dynamics）

においても、近年マルチエージェントシミュレーションが有効とされている（Miller et al., 

2012）。 

そこで、改善活動の組織構造と規模に関して、上述の関係（シンプル・セオリー）に因

果関係が見いだせるのかについて明らかにすることを目的とし、本章では事例で対象とな

った工場の規模を参考にしたシミュレーション・モデルを組んだ。具体的には、2000 名の

作業者・200名の技術者・100名のライン内スタッフという3種類のエージェントを作成し、

彼らが改善活動に取り組むというマルチエージェントシミュレーションを実行した53。シミ

ュレーションの目的は単純なモデルで複雑な事例をある程度再現できるか検証し、現象の

背景にある因果関係を理解することにある（鳥海・山本, 2014）。 

このとき、第 5 章での発見に基づいて、以下のようなモデルにしている。まず、3 者は一

様乱数に従う大きさのアイデアを思いつき、アイデアは資源と結びついて初めて実際の改

善として実現される（図 34・図 35）。資源とアイデアとが出会わなければ実現に至らない

ため、アイデアの潜在的な大きさに合わせて組織中から必要な資源を動員する必要がある

（現実の問題解決の連鎖を、資源とアイデアのマッチング問題に置き換えて単純化してい

る）。このとき、各エージェントは、アイデアを実現するために十分な資源を持っていない

場合、周囲のエージェントに当該アイデアを委託する（図 34・図 35）。これは作業者が組

長・工長に相談したり、ときに技術者に相談したりするという状況を単純化したものであ

                                                   
53 なお、モデルの構築には artisoc4.0 を使用している。 
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る。こうした一連の改善活動は、作業現場の問題の特定・発見（アイデアのランダムな発

生）、解決案の提案（アイデアと資源量の比較・周囲への相談）、資源の動員・改善活動実

行（資源とアイデアを改善活動というトークンに置換）という PDCA サイクルのうち CA

を簡易化したものとなっており、現実の改善活動および組織ルーティン変化のプロセスを

参考にしている（Shook, 2009; Miller et al., 2012）。 

 

図 34 作業者型エージェントの行動原理（出所：筆者作成） 
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図 35 技術者・ライン内スタッフ型エージェントの行動原理（出所：筆者作成） 

 

ここまでの議論でみられた 3 種の組織構造を再現するために以下のようなモデルを構築

している。まず、作業者中心型では作業者が資源を保有し、技術者中心型では技術者が資

源を保有している。この資源は抽象的なものであるため、予算と解釈することも、リーダ

ーシップと解釈することもでき、権限の分配（distribution of authority）が改善活動に影
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る。次に、中間型・ライン内スタッフ型（第 5 章においてライン内スタッフ制と名付けら

れたため、以後はライン内スタッフ型とする）では作業者と技術者から 50 名ずつを削減し

ライン内スタッフへと振り分ける。ライン内スタッフの行動原理は基本的に技術者と同一

であるが（図 35）、むしろ作業者からの「認知」に差異がある点、それによって作業者との

ネットワークを広く保持している点に特徴がある（図 34）。なお、本章の C 社の時期によ

る変動は作業者中心型と技術者変動型を交互に繰り返せばよいため、単純化のためここで

は省略している。 

アイデアと資源の量に関して、作業者は 0～1の値を取る一様乱数でアイデアを思いつき、

作業者中心型の場合には同じく 0～1 の値を取る一様乱数で資源を配分される（それ以外の

場合には資源 0）。また、技術者は 0～10 の値を取る一様乱数でアイデアを思いつき、技術

者中心型の場合には資源も同様に 0～10 の一様乱数で配分される（作業者中心型の場合に

は0）。ライン内スタッフは、アイデアについては0～5.5の一様乱数値の大きさで思いつき、

資源については 0～5.0 の値を取る一様乱数で配分される。アイデアの大きさは、技術的知

識を単純化して表現したものと解釈することもできる。 

全体としてのアイデアと資源の期待値は全てのモデルで 1000 となっており、全ての資源

を使い果たすか、2000×100 回の試行がおこなわれた時点でシミュレーションを終了した。

すなわち、このモデルでは各組織から創出される個別イノベーションの平均規模には変化

が生じる可能性があるが、1 つのイノベーションの平均的な規模が大きい場合にはイノベー

ションの発生数が減少するため、イノベーションの合計規模は常に一致することとなる。 

 各エージェントの行動フローチャートは以下の通りで、プログラミング上も 3 つのパタ

ーンで全て同様のコード（プログラム）が用いられている。さらに、技術者とライン内ス

タッフの行動パターンも同一のコードであり、作業者からの認識度合いが変化しているの

みである。そして、このシミュレーションでは同一のコードにおいて下記のように条件を

変化させる。 

 条件 1：作業者 2000 人と技術者 200 人が存在し、資源は全て作業者が持つ 

 条件 2：作業者 2000 人と技術者 200 人が存在し、資源は全て技術者が持つ 

 条件 3：作業者 1950 人と技術者 150 人、ライン内スタッフ 100 人が存在し、資源は技

術者とライン内スタッフがそれぞれ持つ 
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6.2 シミュレーションの結果：改善活動の規模と資源配分・組織形態との関係 

 シミュレーションにおいて、乱数を発生させるための初期値（乱数シード値）を一定と

して結果をヒストグラムで表現すると以下の図 36～41 になる54。この結果から、資源を作

業者が持つか技術者が持つかによって、改善活動の規模別発生頻度に差が生まれることが

見て取れる。 

条件 1 の作業者中心型では 1 未満の規模の改善活動が約 84%発生しており、規模が 5 以

上の大きなものは 0.1%程度ずつであり、あまり発生していないといえよう（図 36）。 

 

図 36 作業者中心型のシミュレーション百分率結果（出所：筆者作成） 

 

 なお、これを実数値でみてみると、以下のようなヒストグラムになっている（図 37）。 

                                                   
54 シード値は 10 に設定している。これは 1 から順次シード値を変化させた場合に、100 回以内のステッ

プ数でシミュレーションが終了する（資源を使い果たす）最小の数だったためである。ただし、本章の検

定からも分かるように、他のシード値にした場合でも結果に誤差はほとんど生じていない。 
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図 37 作業者中心型のシミュレーション実数結果（出所：筆者作成） 

 

これに対して、技術者が資源を独占しているという技術者中心型のシミュレーションで

は、1 以下の小規模な改善も約 33%発生しているが、同様に 10 以上の大規模な改善活動も

約 31%発生しており、小さい改善活動と大きい改善活動とがそれぞれ独立して存在してい

るという B 社・C 社の状況を再現できている（図 38 および図 39）。ここまで、まったく同

一のエージェント数でのまったく同様のアルゴリズムにおいて、各エージェントの資源配

分を変更するのみで事例と近似した状況が現れている。しかも、資源を作業者または技術

者のどちらか一方が独占するというやや極端な仮定を置いているのにも関わらず、資源を

めぐって各エージェントが調整をおこなうというモデルの下では、いずれにしても小規模

な改善と大規模な改善とがどちらも生じている。 
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図 38 技術者主導型のシミュレーション百分率結果（出所：筆者作成） 

 

 

図 39 技術者主導型のシミュレーション実数結果（出所：筆者作成） 

 

 これに対し、ライン内スタッフ型では、イノベーションの規模 1 以下が約 66%、大規模

なものまで数%～10%程度満遍なく発生している。このモデルでは、ライン内スタッフと技

術者が資源を持つが、ライン内スタッフは作業者とのネットワークが広いため、より広い

範囲で作業者を支援しているといえよう。そのため、たとえ技術者が資源を握っていても、

小規模な改善を多数生み出すことができ、同時に大規模な改善をも生み出すことができる
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（図 40 および図 41）。そのため、ライン内スタッフ型では、第 4 章の事例において小規模

から大規模まで渾然一体とした改善活動がおこなわれていると表現されていた D 社の状況

ならびに第 5 章の状況が再現されているといえよう。 

 

図 40 ライン内スタッフ設置型のシミュレーション百分率結果（出所：筆者作成） 

 

 

図 41 ライン内スタッフ設置型のシミュレーション実数結果（出所：筆者作成） 
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て再確認された。ただし、ここでの数値はあくまでも仮想のものであり、ここでの仮想的

な規模を現実の金額に換算することはできないだろう。 

こうした前提を踏まえた上で、第 4 章においておこなった重み付けの手法を用いて、1 以

下を基準に、2 以下のものを 2 で、3 以下のものを 3 で順次乗じた上で比較したものが下の

図 42 である。なお、10 以上のものについては 11 で乗じている。なお、第 4 章と同じく、

平均規模を基準として左から昇順に並べ替えている。 

 

図 42 シミュレーション・モデルにおける改善活動のインパクト（出所：筆者作成） 

 

 図 42中の上段は改善活動の規模別発生数をそれぞれの規模に合わせて重みづけをしたも

のである。これに対して図 42 の下段は、左から作業者、ライン内スタッフ（工場技術者）、

本社技術者という組織成員のそれぞれにどの程度資源が配分されているかを表したもので

ある。ここからみて取れるように、資源配分の在り方によって、作業者中心・小規模中心

の改善活動から技術者中心・大規模中心の改善活動まで変化している。また、ライン内ス

タッフを 2200 人中 100 人設置し、彼らに 25%の資源配分をおこなうことによって、小規

模中心と大規模中心の間を取るバランス型といえる改善活動の発生状況が発現しているこ

とが分かる。 
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技術者が依然として資源の大半を持ちつつ作業者・技術者から 50 名ずつをライン内スタッ

フに振り替えた場合には、改善活動の平均規模は 6.163 となり、両者の中間となる。 

こうした数値によってもまた、シミュレーション結果が第 4 章の調査結果と整合的であ

ることが分かる。ただし、ここでは乱数シード値を一定にしたために、結果もまた一定と

なってしまっている。そこで、次節では、シミュレーション開始時の物理時間から乱数シ

ード値を得ることにより、毎回ランダムなシード値を用いても結果に影響がないのかにつ

いてさらに分析を進める。 

 

6.3 シミュレーションの検定 

 シミュレーション結果が乱数シード値を一定にしたために生じた偶然の産物でないか検

証するには以下の手続きが必要である。まず、シミュレーションが原理的には無限回の試

行が可能であることを踏まえ、乱数を一定にせずに誤差 5%、信頼度 95%、母比率 50%を

仮定した場合の無限母集団の推定に必要な標本数である 385 回以上の試行を分析すること

にし、3 の倍数である 387 回の試行を 3 パターンに分割し各々129 回ずつ実施する。その上

で作業者中心型・技術者中心型・ライン内スタッフ型の 3 つの試行ごとに生じた改善の平

均規模を計算し、この数値を 387 回分収集して F 検定をおこなうのである。このとき、試

行のたびに乱数シード値をランダムなものとするために、各試行が始まった物理的な時間

をシード値として使用する。結果として 3 つの型のそれぞれの分散は小さく、発生イノベ

ーションの平均規模の差は 0.1%以下の可能性で生じる統計的に有意な差であることが分か

る（表 20）。すなわち、乱数シード値を固定した場合のシミュレーション結果のヒストグラ

ムは、乱数を固定せずに無限回試行を重ねても現れるだろうと予想される。 

 

表 20 シミュレーションの統計分析結果（出所：筆者作成） 

 

 

 この検定表から分かるように、作業者中心型の組織では比較的小規模中心の改善活動が

標本数 合計 平均 分散

作業者中心型 129 80.652 0.625 * 0.000

ライン内スタッフ型 129 771.472 5.980 * 0.298

技術者中心型 129 2539.412 19.685 * 21.307

※平均値を用いて昇順F (2, 384)＝ 1730.958    *: p < 0.001
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おこなわれ、技術者中型の組織では比較的大規模中心の改善活動が発生する。そして、ラ

イン内スタッフ型の組織構造を用いた場合には両者の中間ともいうべきバランス型の改善

活動発生状況が見て取れる。 

 

6.4 感度分析 

 ここまで、本論文での調査結果がシミュレーション・モデルによっても再現できると論

じてきた。ここまでのシミュレーションでは、現実を単純化した極端な仮定であっても、

調査結果と同様に組織構造と改善活動の平均規模との間に一定の関係があることが分かっ

た。そして、少なくとも仮想実験上は、これを因果関係と捉えることができる。ただし、

こうしたシミュレーション結果は、前提条件に現実との整合性を求めた結果として、他方

面では過度に理想化された（よい結果が出やすい）状況である可能性もある。そのため、

たとえばライン内スタッフ型の組織構造が持つ影響については、ライン内スタッフ自体が

中規模の改善活動をおこなっているだけではないか等の可能性を排除していく必要があろ

う。 

 こうした点を踏まえて、ライン内スタッフ型のシミュレーションの前提を変化させた場

合に結果がどう変化するのかについて、ここまで使用したプログラムと同様のものを用い

て感度分析をおこなっていく。最初に、ライン内スタッフ型組織において各ライン内スタ

ッフが改善案を全く思いつけない場合を想定する。すなわち、作業者と技術者は改善案を

ランダムな大きさで思いつくが、ライン内スタッフは 0 の大きさの改善案しか思いつくこ

とができない（改善案のアイデアを一切保持しない）。この場合、ライン内スタッフは純粋

に作業者と技術者をつなぐ調整役に徹することになり、これ以前のシミュレーションにお

いて中規模な改善案をライン内スタッフが思いついているといった可能性は排除されるこ

とになる。ここでは、資源は技術者とライン内スタッフに配分されるが、アイデアは技術

者と作業者にのみ配分される。なお、各エージェントの数は作業者 1950 人、技術者 150 人、

ライン内スタッフ 100 人である。乱数シード値は本章第 2 節と同様に設定した。この結果、

ライン内スタッフが改善案を一切思いつかず調整役に徹する場合でも、改善活動の平均規

模は 4.218 となり、やはり小規模中心と大規模中心の間の（バランス型の）数値を記録し

ている（感度分析 1）。 

 次に、資源を全て作業者に配分した場合に、ライン内スタッフを用いたらどうなるであ

ろうか。これまで、実際の調査結果に合わせて、ライン内スタッフ型の組織構造を採用す
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る場合には、作業者は資源を保持していなかった。これに対して、今回の試行では、作業

者中心型の組織を採用した上でライン内スタッフを追加するということである。なお、こ

こでも総資源量を他の試行と同様にするため、作業者 2000 人に資源を配分し、技術者 200

人およびライン内スタッフ 100 人には資源を配分しない。 

その結果、改善活動の平均規模は 1.116 となり、さきほどよりも小規模中心寄りではある

が、やはりバランス型の結果といえよう（感度分析 2）。 

こうした結果を比較したものが表 21 である。 

 

表 21 シミュレーションの感度分析の結果（出所：筆者作成） 

 

  

 こうした点を考慮すると、やはり組織構造の中でもライン内スタッフという組織成員間

の特殊なネットワーク形態を採用した場合には、少なくともシミュレーション・モデルに

おいては、それぞれの組織から発生する改善活動の規模に差異が生まれる可能性が高いと

いえるだろう。 

 

 

6.5 シミュレーション・モデルの拡張と追加的な考察 

 ここまでのシミュレーションにおいて、本論文第 4 章・第 5 章と整合的な結果が得られ

た。ただし、ここでのシミュレーション・モデルは現象に対する因果推論の段階に留まっ

ており、シミュレーションの特性を活かした結果予測等はおこなっていなかった。そのた

め、シミュレーション・モデルを現実の予測のために用いることで追加的な考察を得られ

る可能性は未探索のまま残されている。 

平均改善活動規模

作業者中心型 0.628

感度分析2 1.116

感度分析1 4.218

ライン内スタッフ型 6.163

技術者中心型 19.612
※全試行において乱数シード値を10に固定
※平均値を用いて昇順
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 そこで本節では、シミュレーション・モデルの基本構造は同様のまま、いくつかの要件

を改変することにより、工場における現実を一部再現しマネジメント上の示唆をさらに探

っていく。ここで注目されるのは、第 4 章のインタビューや第 5 章の参与観察にも登場し

ている「生産準備期における改善活動」についてである。ここで、生産準備とは、既存車

種のモデルチェンジや新車種の開発後に、新車種の量産体制を整えることを指す。生産準

備の際には、金型や治工具が新規に製作され、設備の拡張もおこなわれる（Clark & 

Fujimoto, 1991; 松島・尾高, 2008）。生産準備の際には、1 設備当たり数億円を超える規模

の投資がおこなわれる場合があることは、第 4 章 A 社および第 5 章トヨタ自動車高岡工場

の事例でも確認してきた通りである。 

これに関して、第 4 章・第 5 章の実証結果から、改善活動に充てられる日常的な予算は

工場当たり 1 億円未満であることが判明し、さらに生産準備期には 10 億円を超える規模の

予算が与えられることが分かっている。そして、第 4 章における A 社は、普段は小規模な

改善活動に注力しつつ、上記のような生産準備のタイミングを狙って大規模な改善活動を

おこなっていた。すなわち、生産準備の有無は、改善活動の平均的な規模・規模別発生割

合に影響を与える可能性があるということである。 

 こうした状況を再現するため、本章で用いたシミュレーション・モデルの資源規模・ア

イデア量に対して、現実を参考にして以下のような改変を加えることにする。まず、これ

までの資源規模・アイデア量に係数𝛼 を乗じる。すなわち、各指標に任意の整数を乗じるこ

とができるようシミュレーション・モデルを一部変更するのである。なお、係数𝛼 はすべて

のエージェント種（作業者・技術者・ライン内スタッフ）の資源・アイデアにそれぞれ乗

じられる。このとき、乱数シード値は 6.2 節および 6.4 節と同一に設定するため、当然なが

ら𝛼 = 1 のときには 6.2 節と同様の結果となる。ここでは、現実の生産準備時期において予

算規模が通常時の 10 倍から数十倍となることから、𝛼 = 10 およびさらに 10 倍の𝛼 = 100 

を用いている。このとき、𝛼 の値を 1、10、100 と 10 倍ずつに増加・変更させた上でモデ

ルの挙動を観察することで、感度分析の役割も担わせている。こうしたシミュレーション

の結果が次の図 43 である。 

このとき、𝛼 の値が 1 のときの平均規模を基準に、これまでと同様に昇順・横方向に各試

行結果を並べ、こうして並べられた 3 つの組織構造のそれぞれに対して、縦方向に𝛼 を増加

させていった。 
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図 43 シミュレーション・モデルによる生産準備期の再現（出所：筆者作成） 

 

ここから分かることは、生産準備がおこなわれる場合には、第 4 章の B・C 社に見て取

れたような大規模中心型の改善活動が現れる可能性が高いということである。そのため、

どのような企業においても、生産準備といった特殊な時期には大規模中心型の改善活動が

みられるかもしれない。こうしたことから、各社の生産準備の回数（生産車種数で概算的

に代替可能55）と各社の改善活動の実態との適合関係をみる必要もあるだろう。たとえば、

生産準備の頻度が低い場合には小規模中心型の改善活動に近く、生産準備の頻度が高い場

合には大規模中心型に近く、生産準備の頻度が中程度の場合にはバランス型に近い形状が

見て取れるという議論もあり得るだろう。 

この点に関しては、続く第 7 章においても論じる。 

 

 

6.6 ディスカッション 

これまで、改善活動が「小規模で多数の技術変化であってそれを遂行する組織には一定

の型が存在する」ものとして考えられてきたことは、本論文でも繰り返し確認してきたと

                                                   
55 車種ごとの平均的な製品ライフサイクルが一定と仮定するか、もしくは製品ライフサイクルの長短のバ

ラツキが各製品の値の集計によって平均に近づくという仮定を置けば、生産車種が多いほど生産準備回数

も多いことになる。 
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おりである。そして、第 4 章において、実際には小規模な技術変化の中にも規模にバラツ

キがあるという発見がなされ、どのような規模のものに集中するかについては選択の余地

があり、改善活動を遂行する組織構造もまた必ずしも全ての企業が同様のものを採用する

とは限らないのではないかという疑問が提示された。 

 上述の関係性がシミュレーションにおいて再現されるのかについて（第 5 章での発見を

もとにしたシミュレーション・モデルによって）確認した結果、仮にどの組織でも同様に

作業者・技術者・ライン内スタッフが改善活動のためのアイデアを生み出していたとして

も、資源の配分と組織形態によって、最終的に発生するイノベーションの規模には変化が

生まれることが分かった。無論、資源保有者が本社技術者になれば規模が大きな改善活動

が中心になるというのは、なかば当然の結果のようにみえるかもしれない。しかしながら、

シミュレーションにおいてバランス型ともいえる小規模・大規模な改善活動が同時に起こ

るという企業の様子が再現できた点には注目すべきところがあるかもしれない。バランス

型の改善活動を生み出す組織では、（本社の技術者が多くの資源を保有するが）工場の現場

と本社の間の橋渡しをするライン内スタッフが組織成員全体の 5%に満たない割合で存在

し、彼らも資源の一部を持つ。このとき、ライン内スタッフ型と技術者主導型との間では

技術者一人あたりの資源保有量や行動様式には差が無いにも関わらず、組織構造が変化す

ることによって発生する改善活動のイノベーションとしての規模には大きな差が生まれた

のである。すなわち、作業者や技術者といったエージェントのネットワークのつなぎ方

（Watts & Strogatz, 1998）が 5%ほど変化することによって、組織から生み出されるイノ

ベーションの平均規模が大きく変化することが確認された（表 22）。 

 

表 22 シミュレーション結果概要（出所：筆者作成） 

 

 

 このような変化はシミュレーションの様々な変数が偶然生み出した結果ではなく、無限

回のシミュレーションを仮定しても見られた。このように、インクリメンタル・イノベー

改善活動の規模 改善活動を担う組織

条件１ 小規模中心 作業者中心

条件２ 大規模中心 技術者中心

条件３ バランス型 ライン内スタッフ型
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ションとしての改善活動には「様々な規模のものがあり、そのうちどこに集中するかにつ

いては選択の余地がある」という既存研究が見落してきた性質があり、大小様々なアイデ

アを実現するためには、資源の獲得をめぐるマネジメント（武石ほか, 2008; 2012）とその

ための調整機構が必要となる。そして、資源の保有者が誰であるのか、組織形態がどのよ

うなものであるのかによって最終的に実現される改善活動の平均規模は変化させられる。

このように、改善活動の規模が大小の幅があるという仮定を置くと、それを実現するため

の資源の獲得や配分のためにどのような組織を設計するのかという点がマネジメント上の

課題となる可能性がある。 

 すなわち、改善活動というイノベーションには、問題解決の連鎖の中で次第に大規模化

するものを含むという潜在性があり、こうした潜在性のうちどのようなものが実現される

かには一度組織構造というフィルターを通す必要がある。こうした特徴があるために、会

社全体としてどのような組織を用いてこれに取り組むかという全社的なマネジメントを必

要とする可能性がある。 

 

 

6.7 小括と残された議論 

ここまでの議論で明らかになってきたように、改善活動は既存研究が考えているイノベ

ーションの性質から逸脱することがあり、それゆえに組織内外での調整が必要となる場合

があり、そうした調整活動のために特殊な組織構造が採用されることもある。とはいえ、

すべての企業における改善活動が、第 5 章のトヨタ自動車の事例のように小規模から大規

模まで渾然一体として取り組まれているとはかぎらない。改善活動に関して、作業者中心

の組織構造を用いて小規模なものに集中することもありうるし、技術者中心の組織構造を

用いて比較的大規模なものに注力することもありうるし、ライン内スタッフ組織を採用し

てバランス型を目指すということもありうるのである。 

こうした関係性に因果関係があるのかについての考察をおこなうため、本章では追加的

にコンピュータ・シミュレーションをおこなった。そして、イノベーションとしての改善

活動に関わる組織成員の種類は多様になりうるし、どのような組織成員が調整の主役とな

るかによって発生するイノベーションの平均規模も変化しうることを発見した。また、ラ

イン内スタッフ組織という組織構造によって組織成員のネットワーク形態が変化すると、

最終的に実現される改善活動の規模ががらりと変化することも分かった。このように、イ



- 144 - 

 

ンクリメンタル・イノベーションの中でもどのような特徴のものに集中するかという点は

経営上の意思決定の余地が残されている。その余地ゆえに、インクリメンタル・イノベー

ションとしての改善活動には「どのような組織を採用して改善活動に取り組むか」という

全社的なマネジメントの必要性が生じるだろう。このとき、生産準備の頻度といった各社

が置かれた経営環境は、こうした戦略的意思決定に影響すると考えられる。 

このように、第 4 章と第 5 章で述べられた、改善活動のマネジメントのためには組織設

計が必要であるという命題は、第 6 章においても確かめられた。ただし、組織設計をどう

するかは唯一最善があるとは限らず、改善活動のうちどのようなものに集中するかという

選択に依存している可能性（コンティンジェンシー関係にある可能性）もあった。ここで

用いたコンピュータ・シミュレーションでは、こうした関係が再現され、組織内の資源配

分（抽象的な数値であるので資源をリーダーシップと読み替えることも可能）と組織構造

を変化させれば、結果としての改善活動の規模に影響がみられた。 

そこで、続く第 7 章において、ここまでの議論を通じで経営学的にどのような示唆が得

られるのかについて、議論していくこととする。その際、現実の経営においては、スイッ

チひとつで資源配分・調整形態・組織構造を変化させればよい、とはならない可能性も考

える。組織はコンフリクト解決のひとつの手段であって、その変化にもまたコンフリクト

が生じる可能性があるためである（March & Simon, 1958; Simon, 1947; Weick & Quinn, 

1999）。こうした点についても、続く章において文献を活用した議論と、2 つの補章を参照

しながら議論していく。 

このように、補足的に補章の内容が第 7 章のディスカッションにおいて利用されること

となる。なお、補章 1 はイノベーションとしての改善活動の性質が技術者主導型から作業

者主導型へと変化した事例であり、補章 2 は、ここまでの議論で特異な存在であるライン

内スタッフ組織（自動車産業においては技術員室と呼ばれることが多い）が、いかにして

生まれ、また、ある企業では廃止されてしまったのかについて関係者のオーラル・ヒスト

リーを追ったものである。 
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第 7 章 ディスカッションと結論：「工場」の改善と「全社」の組織設計 

 

ここまでの議論を総括すると、以下のような結論を導くことができよう。 

はじめに、本論文の実証分析で明らかになった B・C・D社およびトヨタ自動車における

改善活動の実態を見るかぎり、実際の改善活動と既存研究の想定との間には乖離があった。

特に、トヨタ自動車における 7 つの改善活動事例では、既存研究が想定する改善活動に完

全に合致するものから、そうでないものまでが混在し、そうした改善活動のそれぞれが、

実は「問題解決の連鎖としての改善活動」という性質によって、あるものは小規模で留ま

り、あるものは大規模にまで変化したという状況が見て取れた。さらに、こうした乖離の

一因は、改善活動を組織的調整が必要となるイノベーションとみなす視点が従来の研究に

おいて希薄であったことにある、と本論文では考えた。 

そして、改善活動の実現までのこうした調整問題は、組織階層の上下に垂直的に、また、

異なる機能部等の間の左右に水平的におこなわれるという 2形態で生じる可能性があった。

このとき、調整問題は、調整機構としてどのような組織構造を用いて改善活動をおこなう

のかというマネジメントの視点を必要とした。たとえば、日本の自動車産業においては、

典型的な小集団的な改善活動をおこなう場合も、技術者が主導する改善活動を多くおこな

う場合も、両者をつなぐ中間的な組織としてライン内スタッフが存在する場合もあった。

さらに、権限（広義の資源）の配分と組織成員のネットワーク形態といった組織構造が変

化すると、組織が生み出すイノベーションとしての改善活動の規模別分布のパターンも変

化する可能性があった。 

こうした発見により、本論文第一章冒頭で設定した研究課題に対して部分的であれ一定

の答えを導くことができたといえよう。具体的には、本論文は、「小規模で現場作業者全員

参加型の収益向上活動」といった規範論的な改善活動観・改善活動研究に対して、実際の

企業における改善活動の実態把握を踏まえた実証的な改善活動研究によって、どのような

マネジメント上の課題が新たに見いだせるだろうかという課題を設定した。こうした課題

に対して、実際の改善活動には「問題解決の連鎖」という性質があり、一時点において小

規模に見えたものがときに大規模なものに変化する場合が考えられ、そうした可能性の中

でどのような規模のものを中心的に取り扱うかには戦略的な意思決定の余地が残されてお

り、そうした決定に適合的な組織設計の必要性があると主張した。 

ただし、一度設計・定着した組織構造を変化させるためには、新たな組織構造が受け入
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れられる土台を作るための全社的なマネジメント（フレーミング）が必要であろう

（Edmondson, 2012）。そのため、イノベーションとしての改善活動は、どのような規模の

ものに集中するのかという点に戦略的選択の余地があるとともに、ある戦略から別の戦略

へと移動するには組織構造の変化が受け入れられる必要があることから（こうしたマネジ

メントにコストがかかると考えれば）、Caves & Porter (1977) が経営戦略論において発見

したような、移動障壁が生じる可能性も考えられよう。こうしたことから、企業の中の生

産機能を担うに過ぎない工場の改善活動であっても、全てが生産現場で完結する問題解決

に終始するわけではなく、そこにはなお「組織（構造）設計」という経営トップレベルの

意思決定と、組織構造定着のための全社的な経営努力とを必要とする余地があると考えら

れる。 

 本論文がここまで論じてきたのは上記の内容であるが、ここでもう一度議論を振り返り、

本研究の示唆について考えていくこととする。 

 

 

7.1 本論文の論理構成 

 これまで、改善活動は、産業において多数生じるインクリメンタルなイノベーションと

して捉えられることも多かった。こうした先行研究を踏まえた上で、本稿は以下のような

疑問を第 1 章で提示した。それは、改善活動はなぜ尽きないのだろうか、こうした多数の

改善活動は産業内の企業ごとで同様のものが生み出されているのか、そうでないとしたら

企業ごとの差異を生み出すものはなにか、という疑問であった。 

上記の疑問に対して、本論文は、それらの疑問が実は繋がっていると指摘した。まず、

改善活動は①問題解決の連鎖をともない、②作業者等が生産システムのどの部分に改善活

動の余地を見出すかは偶発的に定まり、③改善活動は生産システムの物理的な状態や組織

での意味づけによってその影響範囲もまた偶発的に決まり、④そのため問題解決の連鎖が

組織内外のどこまでの範囲でおこなわれるかは事前に判明しづらいという特徴がある。改

善活動のこうした特性ゆえに、⑤組織での問題解決の連鎖をどこまで、どのような組織構

造で扱うかは企業に選択の余地があり、⑥現場の作業集団でとどめることも、最初から技

術者の介入を前提にすることも、その折衷案として個々の改善プロジェクトの性質に合わ

せて調整をおこなうこともありうる。そして、⑦実際に日本の自動車産業では各社が採用

する組織構造と改善活動の平均的な規模とに差異があることが判明し、⑧改善活動の組織
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と規模には一定の因果関係が存在する可能性が論じられた。ただし、組織構造には慣性が

あると考えれば（March & Simon, 1958; Weick & Quinn, 1999）、戦略的な意思決定の結

果を踏まえて組織構造を変化させようとしても、組織成員からの反発といったコストが発

生する可能性がある。 

 こうしたことから、改善活動にはどのような規模のものに注力するかに戦略的意思決定

の余地がある可能性が考えられるとともに、たとえば小規模中心の改善活動からバランス

型へというように戦略を変化させるには、組織構造の変化のための時間とコストが移動障

壁（Caves & Porter, 1977）としてマネジメントの課題となるかもしれない。改善活動をめ

ぐる（生産）戦略的意思決定には、組織構造の変化を伴う必要があるために、移動障壁が

存在するかもしれないというここでの主張は、改善活動のマネジメントに全社的な視点が

必要であると示唆するものでもある。 

 本論文では、工場の改善活動をイノベーション論の知見で捉えつつ、その実態把握・再

評価をおこなうことで、改善活動をめぐる調整問題という本論文全体を貫く研究課題を提

示した。これまで、既存研究の想定するイノベーションとしての改善活動はあくまでイン

クリメンタル・イノベーションであって、多くが独創的ではなく他社との大きな相違が生

じないとされ、小規模であるがゆえに資源をめぐるステークホルダー間の全社レベルでの

調整も問題とされてこなかった。しかしながら、こうした既存研究の見解は、改善活動を

ステレオタイプ的に定義ないし想定（ないし規範論的な議論展開）してしまっているがゆ

えに生じたものである可能性があった。そのため、上記の視点でのマネジメントが本当に

必要ないのかについては、改善活動の実態把握をおこなわないと分からないのではないか

というのが本論文の問題意識であった（それゆえ実証的な議論展開に立脚した改善活動マ

ネジメントの研究余地がありうるとしてきた）。 

 こうした問題意識に沿って、本論文では順次議論を進めてきた。そこで、本章では、本

論文のここまでの議論をもう一度振り返り、本論文全体として冒頭の問題意識に対してど

う答えることができるのかについて考察する。すでに一部述べていることの繰り返しにな

るが、ここでの結論を先取りすると、たとえ「工場の」改善活動という、経営全体の一部

分としての生産機能の変化に取り組む場合であっても、そこに調整問題が絡むために調整

の機構としての組織の設計という「全社的」なマネジメントが必要となることがある。企

業全体からみた（生産機能という）一部分のマネジメントを十分におこなうには経営全体

の視点が必要だという一見逆説的な命題は、改善活動においても他のイノベーションと同
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様、ステークホルダー間の調整問題が必要であるという本論文の実証的結論と表裏一体と

なっている。 

 

 

7.2 イノベーションとしての改善活動と調整問題 

改善活動は、ステークホルダーの数などでみた場合に、小規模な個々独立したインクリ

メンタル・イノベーションの集合であり、作業者・作業集団が中心となって取り組むとさ

れることが多かった。こうした想定の下であれば、改善活動というイノベーションにおい

ては、ステークホルダー間の調整問題といった他のイノベーションにおいて問題となる視

点があまり必要とされなくなるだろう。一方で、改善活動が一様に小規模とは限らず、規

模が比較的大きなものまで存在しうる可能性も実務家の回想等から見て取れた。こうした

規模のバラツキが存在する場合、改善活動をめぐるステークホルダーの数が常に少ないと

は限らず、それゆえ資源の獲得・配分が必ずしも分権的な組織によって（のみ）おこなう

ことが最善解とは限らないだろう。すなわち、改善活動の実態いかんによっては、他のイ

ノベーション活動と同様に調整問題が生じる可能性があり、そのために組織構造などが改

善活動に影響を与えることもありうる。こうした理解の上に立って、本論文では、改善活

動をイノベーション論の枠組みで捉えた場合の改善活動のイメージが実態に即したものか

判断した上で、調整問題が本当に不要なのかどうか考察するという順序を踏んで研究を進

めることにした。その上で、仮に、実際の企業での改善活動が必ずしも既存研究の想定通

りでない場合にどのような調整問題が生じ、それにより経営にどんな影響があり、これを

マネジメントするには何が必要なのかという問いを第 1 章にて立てた。 

続く第 2 章既存研究レビューでは、先行研究が改善活動のうち小規模なものを取り上げ

がちであることを明らかにし、さらに改善活動と組織の関わりについて先行研究がどのよ

うに述べてきたか、イノベーション活動一般において調整問題がイノベーション創出の効

率性や効果にどう影響するとされてきたかを明らかにした。 

まず、生産管理論の中の改善活動研究は、トヨタ生産方式が不具合や異常を迅速に伝達

することで、改善活動という組織ルーティンの意図的な変化の始端を組織成員に与えると

指摘する。ここで生まれた変化の種は、小集団改善活動という形で、作業者・作業集団で

構成される小規模で分権的なメンバーのチームワークという調整形態によって実現に至る

とされた。イノベーション論や経営組織論の見解と同じく、組織と調整とは一度始まった
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小集団改善活動の阻害要因として作用することもあった。また、作業者・作業集団は資源

を与えられないと小集団活動を活発化させないとされた。その理由は、資源がない小集団

改善活動は本社等との調整問題に労力が費消されてしまうためであった。小集団改善活動

の研究では、資源が小集団に権限委譲されれば、残りの調整活動は小集団内で完結すると

されることが多いが、部門横断的な視点がときには必要であるとの指摘が一部でなされて

いる。これに関して、作業現場の改善活動と本社生産技術部等との関係に着目した研究も

存在してはいるが、こうした種々の組織成員は比較的役割が決まっていると捉えられてお

り、相互に関係・調整しあうという視点ではあまり議論されてきていない。 

このとき、イノベーションは様々な要素の新結合によってもたらされるため、多様な参

加者・関係者を巻き込む必要があるとされてきた。イノベーション論において、こうした

調整に採用されるコミュニケーションと意思決定の形態は、最終的に生み出されるイノベ

ーションの種類に適合する必要があるとされたり、反対にある種の調整形態の下では特定

の（インクリメンタルな）イノベーションしか生まれないとされたりした。組織内での調

整活動の形態は、分権的か集権的かという大まかなパターンがあり、インクリメンタル・

イノベーションには分権的な調整が、反対にラディカル・イノベーションには集権的な調

整が適しているとされたのである。 

 また、経営組織論においても、イノベーション創出の組織能力であるダイナミック・ケ

イパビリティに注目が集まり、その少なくとも一部は資源再構築の調整の巧拙に依存して

いるとされてきた。そして、官僚制などの組織構造が上記の調整活動に影響を与えるとさ

れ、イノベーションを阻害する要因としての組織の在り方とその処方箋とが議論されがち

であった。ここでは、組織成員がイノベーティブであるという前提の上で、どのような組

織であればイノベーション活動を妨げないのかという議論がなされ、組織内での変化の源

泉は明らかにされていない段階であった。一方、近年発展してきている Routine Dynamics

は、組織ルーティンを物質的側面（紙面上のルール）・明示的側面（頭の中の解釈）、遂行

的側面（実際の行動）という 3 つの側面に分割し、実際の行動の結果をもとに頭の中のル

ールや紙に書かれたルールを変化させるというアイデアによって組織内の変化の原因を明

らかにしようとした。ここでは、そうした変化の始端が生まれた後に、組織階層の上下方

向に調整する垂直的な調整問題と、部門間での水平的な調整問題によって、変化が立ち消

えになる可能性について述べられ、組織ルーティンの変化と調整についての研究が今後の

課題であるとされていた。  
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 以上をまとめると、先行研究では、イノベーションの創出には調整が必要であるが、イ

ンクリメンタル・イノベーションの場合には分権的で小規模な調整形態でよいとされてき

た。経営組織論からイノベーションをみると、調整問題にはイノベーションを妨げる可能

性があり、組織階層の垂直方向の調整と部門間・組織成員間の水平的な調整の 2 種類によ

ってイノベーションが妨げられるとされた。このとき、改善活動は基本的に作業者のチー

ムワークという小集団的で分権的な調整形態において実現されるとされ、調整の範囲が最

初から狭められて捉えられていた。こうした捉え方は、改善活動が常に小規模でステーク

ホルダーの数が少ない場合には十分なものだろう。このように、イノベーションがインク

リメンタルで小規模である場合には調整範囲は小さい事、調整範囲が小さいと変化の阻害

要因である調整の必要性も少ない事、改善活動は小規模で調整範囲の小さい小集団によっ

てなされると考えられてきた事の 3 つが第 2 章の議論から明らかになった。 

 しかし、こうした 3 段論法的な関係は、改善活動がインクリメンタルで小規模であると

いう前提が崩れると、それに必要な組織構造も変化する可能性がある。そして、改善活動

もまた他のイノベーション活動と同じく組織的な活動としてなされるのであるから、一度

組織構造というフィルターを通して創出される可能性を論じた。このとき、製品開発・工

程開発が初めから広範囲な調整範囲を想定した組織構造でおこなわれるのに対し、改善活

動には広範囲な調整範囲を必要とするものが一部存在するという潜在性を持ちつつ、組織

構造によってはそうした潜在性のうち一部しか表出しないのではないかと本論文は指摘し

た。 

 

 

7.3 イノベーションとしての改善活動の実態 

前節最後で述べたような、改善活動をめぐる組織決定論的な分析枠組みは、本論文第 3

章において詳細に解説した。まず、改善活動が、既存研究の想定するように「小規模な、

生産工程の改良を目的とする、個々独立した規模の活動の積み重ねの、作業者・作業集団

による、インクリメンタル・イノベーション」という限定的な領域に全てとどまるのかが

明らかにされる必要があった。そして、改善活動がこうした想定から逸脱する場合には、

他のイノベーション活動にと同様に組織内外でのステークホルダーの数が増加すると考え

られた。 

これを受けて、第 4 章では、日本の自動車産業の実態把握をおこなった。その結果、改
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善活動の規模や調整形態といったものに様々な可能性があるとして、その中でどのような

性質のものを選択するのかは、企業ごとに決定する余地があった。これは、本論文の第 3

章分析枠組みで考えられたことと同一である。具体的には、日本の自動車企業 4 社では小

規模・作業者中心、大規模・技術者中心、バランス型・ライン内スタッフ設置（中間型）

という 3 つのタイプが発見された。また、各企業の改善活動の平均的な規模と、組織成員

のうちだれが中心となって改善活動をおこなっているのか、またどの種類の組織成員に資

源が配分されているのかという点の間に一定の関係があるようにみえた（図 44 および表

23）。 

 

図 44 分析枠組みを用いた比較（出所：筆者作成） 
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表 23 日本の自動車産業 4 社改善活動比較表（出所：筆者作成） 

 

  

 ただし、各社ごとにこうした差異が生じる背景要因を探るには、改善活動にどのような

特性があるのかについてのより詳しい分析が必要であるとして、第 5 章でトヨタ自動車の

事例分析をおこなった。その結果、改善活動は、小規模な製品イノベーションとして製品

設計の変更を求める場合もあり、改善活動が生産システムのどの部分に影響するかによっ

てステークホルダーの数が増加する場合があり、投資額や経済効果などにもバラツキが生

じることが分かった。ここで捉えなおされた改善活動の性質ゆえに、トヨタ自動車におい

ては下記のようなマネジメントがおこなわれていた。まず、改善活動の始端が生じた後に、

問題解決の連鎖の適切な規模についての意思決定と、こうした問題解決に関係するステー

クホルダー間でいかに調整するのかという点を考慮する必要があった。すなわち、イノベ

ーションとしての改善活動の実態には、他のイノベーションと同じく全社的な調整問題と

いうマネジメントの視点が必要となっていたのである。 

トヨタ自動車においては、上述の調整問題を解決するために、ライン内スタッフという

組織構造が用いられていた。具体的には、生産ラインに物理的に近く、組織図上の（職制

上の）ラインに近い位置に、工場が人事上の本籍であるスタッフが存在することで、ライ

ンの組織成員が技術的に困った際にはライン内スタッフの専門知識に頼り、結果としてラ

イン内スタッフのもとに情報が集中し、集まった情報を基にライン内スタッフが専門知識

を用いて問題解決をおこなっていた。その結果、問題が組織内外の広範囲に及ぶと考えら

れた場合に、彼らは専門家から調整者へと姿を変えていた。調整は他部門の技術者と（技

術者同士で）技術的な言葉でおこなわれるため円滑に進められ、こうした調整後のライン

内スタッフの意見はラインから専門家としての権威を受容されているためコンフリクトな

くラインに受け入れられていた。 

とはいえ、上記の改善活動の規模に幅がある中で、どのような規模の改善活動に重点的

改善活動の規模 改善活動を担う組織

A社 小規模中心 作業者中心

B社 比較的大規模中心 技術者中心

C社 比較的大規模中心 技術者中心

D社 バランス型 ライン内スタッフ型
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に取り組むかについては意思決定の余地があるし、調整形態の設計にも企業ごとに裁量の

余地がある。実際に、自動車産業に属する他企業の組織構造と改善活動の平均規模には差

異があることは既にみてきた通りである。ただし、どのような組織を用いて問題解決の連

鎖の間での調整をおこなうかという選択が、本当に改善活動の平均規模に影響するのかに

ついては、第 5 章での改善活動の再評価を踏まえてさらに研究する必要があった。 

組織と改善活動の規模とのこうした関係性について更なる考察をおこなうため、第 6 章

では追加的にコンピュータ・シミュレーションが実施され、イノベーションとしての改善

活動が、どの組織成員に資源が配分され（リーダーシップを与えるか）調整の主役となる

かといった要因によって、規模別発生割合に変化をもたらすことを明らかにした。これに

加えて、ライン内スタッフ組織という組織構造によって全体の 5%未満の組織成員のネット

ワーク形態が変化すると、最終的に実現される改善活動の規模はがらりと変化した。この

ように、インクリメンタル・イノベーションの中でもどのような特徴のものに集中するか

という点には、経営上の意思決定の余地が残され、どのような組織を採用して改善活動に

取り組むかという全社的なマネジメントの必要性が生じる。 

改善活動のマネジメントのためには組織設計が必要であるというここでの命題は、第 4

章・第 5 章・第 6 章の 3 回の分析によっても確かめられた。ただし、こうした組織設計は、

改善活動のうちどの規模に重点的に取り組むかという選択とのコンティンジェンシー関係

にある可能性もあった。ここで用いたコンピュータ・シミュレーションでは、こうしたコ

ンティンジェンシー関係が再現され、組織内の資源配分・権限配置・ネットワーク形態と

いった組織構造を変化させれば、結果としての改善活動の規模に影響がみられた。すなわ

ち、改善活動は組織構造というフィルターを通して創出されるため、組織の在り方いかん

によって制御される可能性があるのである（図 45）。 



- 154 - 

 

 

図 45 改善活動の組織決定論（出所：筆者作成） 

 

 なお、ここまでに登場した企業群において「どの企業の戦略・組織が最も好ましいのか」

といった価値判断に関係する議論はおこなっていない。とはいえ、ここで議論したような

戦略的な選択と組織との間の「適合性」という観点を取り入れれば、どのようなマネジメ

ントが最適なのかという議論もできるかもしれない。たとえば、小規模中心の改善活動を

目指している（あるいはいくつかの条件からそれを目指した方が収益面で有利である）場

合に、組織が本社技術者中心となっていて、結果として大規模中心の改善活動が創出され

ているというような状況である。そうした状況は個々の企業ごとに一考の余地があるだろ

う。このとき、第 4 章の A 社が生産準備を前に大規模な投資をおこなうこと、第 5 章のト

ヨタ自動車の事例においても同様であることを考えれば、生産準備頻度はこうした状況を

捉えるヒントになるかもしれない。例として、生産車種が少なく生産準備の必要性が少な

いのにも関わらず（そのため小規模中心の改善活動に注力したほうがよいと考えられるに

も関わらず）、大規模な改善活動に注力しているような場合である56。 

とはいえ、現実の経営において、戦略の転換とともにスイッチを切り替えるように資源

配分・調整形態・組織構造を変化させられるかは疑問であろう。組織はコンフリクト解決

の手段であるがゆえに、その変化をめぐってもコンフリクトが生じる可能性があるためで

ある（Weick & Quinn, 1999）。そこで次に、改善活動の規模や組織といった性質を変化さ

せる際に何が必要となるのかについて実際の企業の事例をもとに議論していく必要もある

                                                   
56 企業の特定を防ぐために詳細な情報は伏せる必要があるが、A 社・B 社は生産車種が少なく、C 社・D

社・トヨタ自動車は生産車種が多いという特徴がある（2017 年 11 月時点）。そのため、B 社は不適合が生

じているかもしれない。 

 改善活動の始端　　　　組織構造　　　　実現されていた改善活動

写像　　　　　　　写像

規模
発

生
割

合

A社自動車工場、6章条件1

D社自動車工場、トヨタ高岡工場、6章条件3

B・C社自動車工場、6章条件2、A社鋳造工場
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だろう。ただし、ここまでの議論で、本論文の冒頭の疑問はすでに答えられたといってよ

いかもしれない。そのため、次節の議論は、本論文が示唆する経営実務上の発見について、

一歩踏み出した議論をするものという位置づけであり、あくまでも補足の域を超えるもの

ではない。 

 

 

7.4 イノベーションとしての改善活動の性質変化と全社的マネジメント 

補章 1 では、自動車産業において改善活動の定着が図られつつある工場として日本企業

の海外生産拠点に着目し、そこでは改善活動が技術者中心型から作業者中心型へと変化す

る際のマネジメントが必要とされている（補章 1）。そして、どのような規模の改善活動が

どのような組織成員によって中心的に遂行されるのか、という改善活動の性質変化のため

には、コンピュータ・シミュレーションのようにスイッチひとつで資源配分を変化させる

のでは不十分であることが分かった。こうした点は、経営組織論において述べられてきた

ことでもある（Edmondson, 2012; Thompson, 1965; 内野, 2006）。 

実際の改善活動の現場においては、作業者・作業集団主導の小規模な改善活動を活発化

させるために、人事制度から経営と現場の意思疎通の土台の構築まで、経営努力が重ねら

れていた（補章 1）。また、仮に人事制度等が整えられ作業者が改善活動に意欲を持っても、

必ずしもそれが最終的な改善活動の活発化につながるとは限らなかった。生産現場と経営

側とで何が望ましい改善活動なのかについての共通認識がなければ、現場を信頼して権限

委譲し、資源を与えることはできなかったのである（Edmondson, 2012）。補章 1 の事例に

おいては、こうした共通認識の醸成のために、海外生産拠点の有望な人物を日本本社に招

き、その人物が改善活動についての考えを理解し、海外生産拠点のトップから現地生産現

場の作業者に分かりやすい形でその考えを伝えていく必要があった。作業者・作業集団に

よるボトムアップ型の改善活動を活性化させるために、末端の作業者との共通認識の醸成

のためにトップダウン型のコミュニケーションが求められていたのである。 

これに加えて、本論文第 5 章でもみてきたように、改善活動にはライン内スタッフが重

要な役割を果たすこともあり、ライン内スタッフ制の採用によってイノベーションとして

の改善活動の平均規模を変化させうると述べた。そこで補章 2 では、高岡工場技術員 OB

のオーラル・ヒストリーから、ライン内スタッフ制の採用は一朝一夕には達成されないも

のであることを明らかにした。すなわち、経営トップが組織設計をおこなった上で、ライ
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ン内スタッフ一人一人が日々現場のために知識と知恵を持って、目線は下から生産現場に

役立つよう努力し、信頼を獲得する必要があった（補章 2）。 

 

 

7.5 本論文の限界と今後の展望 

このように、補章 1 と補章 2 では、本論文の全体の論旨を踏まえた上で、改善活動をお

こなう際の調整形態を変化させるためのマネジメントについて考察した。そして、改善活

動を分権的な組織でおこなうために権限委譲を実行するのにも、ライン内スタッフ制を採

用するのにも、全社的なマネジメントの努力の上にライン内スタッフ一人一人の努力が必

要となっていることが分かった。これは、第 7 章の冒頭で結論として述べた「企業の中の

生産機能を担うに過ぎない工場の改善活動であっても、上述の調整の必要性が生じる可能

性があるために、全てが生産現場で完結する問題解決に終始するわけではなく、そこには

なお全社的な意思決定と経営努力を必要とする」という主張とも整合的なものである。 

こうして議論を進めてきた本論文であるが、そこには以下のような限界もある。まず、

ここでの議論は日本の自動車産業を対象としているため、ここでの議論が他国・他産業で

も同様に当てはまるのかについて明らかにするためには、研究領域を拡大しながら、今後

さらなる研究を続けていく必要があろう。もちろん、他産業においても議論を一般化でき

ることを目的のひとつとして、本論文ではシミュレーションを追加的に用いたものの、シ

ミュレーションにおける発見もまた固有の限界を持つ。シミュレーションを用いた発見は、

比較事例においてみられた共変量関係をシミュレーションという仮想的世界における因果

関係の観察で補強しているという特徴があり、現実世界と仮想世界との一致度によっては

本稿の推論の一般化に疑問が持たれることになろう。こうした点により、本稿の議論はい

まだ仮説構築的な側面が残るといえよう。 

上記のような限界に加え、本稿で十分議論できなかったマネジメント要因についても、

今後の研究課題として挙げられよう。そうした要因の中には、改善活動のインセンティブ

構造や、機能部横断的な複雑な課題の取り扱い、他工場との知識移転の有無、工場間・エ

ージェント間の競争、エージェントのターンオーバー、エージェント自身の学習など、よ

り複雑なシミュレーション・モデルを組むことによって考察可能なものが含まれるだろう。 

こうした限界に対しては、現象の理解において有用な単純化されたシミュレーションと、

現実の予測・応用に有用な複雑なシミュレーションという特性を活かしながら、また適宜
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実証研究・統計分析を利用しながら、今後さらなる研究が求められると考える。 
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補章 1 資源配分の分権化には何が必要か？：IMVP 調査と事例研究57 

  

本論文第 6 章までの議論および第 7 章での追加的な考察を踏まえると、「誰が改善活動を

めぐる調整の主役になるのか、どのような規模の改善活動に集中するのか、という各社の

改善活動の性質は、資源配置の転換などのみによって本当に簡単に変化させうるものなの

か？」という疑問が生じる。そこで本章では、改善活動がエンジニア主導から作業者主導

へと変化させられた E 社58Y 国海外生産拠点の事例を取り上げる。これまで、海外生産拠点

へ改善の能力を移転する必要性について述べられ（藤本, 2012; 大木, 2009）、海外生産拠点

は当初はマザー工場からの指導を受けつつも、後に自らの力で改善活動を遂行できるよう

になり労働生産性と賃率とを考慮しながら国内・海外生産拠点が競いあう「国際的な能力

構築競争」状態に入るとされた59（藤本, 2012）。こうした状況において、海外生産拠点に

おいて改善活動を遂行する能力である改善能力（藤本, 1997）が構築されるには、当初改善

活動についての指導が本国の本社からなされ、後に海外生産拠点の現場での改善活動が活

発化するという状況が求められる。すなわち、本国派遣技術者中心の改善活動から現地作

業者中心の改善活動へと、改善活動の性質が変化させられる必要がある（藤本ほか, 2010）。 

このため、海外生産拠点の改善活動への取り組みを長期にわたって観察すれば、第 5 章

の後半で述べた問題意識にみるような、改善活動の性質変化とそのためのマネジメントの

努力がみられる可能性が高いと考えられよう。とはいえ、海外生産拠点において改善活動

の性質変化が生じるまでの数年から十数年といった長期間にわたって観察をおこなうのは

困難である。そこでこの章では、海外生産拠点における改善活動が定着したと考えられる

工場とそうでない工場とを定量的なデータから明らかにした後に、こうした定着に長期間

携わった人物へのインタビュー調査をおこなった。 

調査によって判明したのは、少なくとも今回調査された企業において、改善活動は本国

拠点中心から現地作業者中心へと変化させられているのではなく、むしろ「現地の技術者

中心から現地の作業者中心へ」と変化させられるべく努力されており、日本の本国からの

                                                   
57 この章は岩尾 (2016) を大幅に修正し、博士論文として一貫したテーマになるよう統合しなおしたもの

である。そのため、事例等については岩尾 (2016) を使用しているが、それ以外の海外生産に関しての数

理的な考察などは削除している（岩尾, 2016）。 
58 ここで E 社という名称を用いたのは、匿名化のためである。E は当該企業の頭文字等ではなく、前章ま

でで D社まで登場したため E とした。また、E は A～Dと重複があるかもしれないし、ないかもしれない。 
59 ここでいう国際的な能力構築競争の時代とは、国内・国外の生産拠点が純粋に生産性や製造品質の高さ

といった指標で（再）評価され、各国の生産拠点が上記の指標を向上させるために改善に取り組み生産能

力を競いあう時代を意味する（藤本, 2012）。 
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派遣者は現場作業者と技術部とをつなぐ中間的な組織として現地の技術者・マネジャー層

と現地の作業者とを調整する役割を担っていたということである。すなわち、マザー工場

からの派遣者は技術や知識の指導もさることながら、現場と技術者との考え方の相違を調

整することで改善活動を促進させていた。そして、海外 Y 工場においては、こうした調整

の必要性を削減するため、作業者と技術者・本社との考え方のすり合わせを目的として全

社的なマネジメントが必要となっていたことが判明する。 

なお、本章の研究は国際自動車プロジェクト（IMVP）第 4 回データを用いた記述統計的

分析と追加の事例分析によってなされる。IMVP のサンプル数全体が N=30 と限られてお

り、かつ、本稿はこのうち 8 つのデータを使用するにとどまるため、ここでの仮説を検証

することは困難である。そこで、記述統計分析ではインタビュー対象を選定するための予

備的な分析をおこない、その後国内外の X、Y、Z の 3 工場の比較事例分析を実施すること

で新たな仮説を提示する。 

 

 

補 1.1 海外生産への改善活動定着に関する既存研究 

 企業が海外生産をおこなう理由について、これまで様々な観点から説明がなされてきた

が、一つの有力な説明は、海外生産が生産費用の節減をもたらすというものである。これ

は、労働市場が国際的に断絶している（労働力が国を超えて容易に移動しない）と仮定し

た場合に、国ごとの平均的な労務費に差異が存在するならば、相対的に労務費が高い傾向

にある国に根差す企業が、相対的に労務費が低い傾向にある国に生産を移転することで、

生産に関わる労務費を節約できるという観点である（Hanson et al., 2001; Hanson et al., 

2005; Yeaple, 2003b）。企業が生産や開発、マーケティングといった企業活動に必要な拠点

の最適立地を目指すとき（藤本ほか, 2007）、仮に生産活動が単純労働であるとすれば、相

対的に安価な労働市場が存在する国に生産拠点が集中するのは自然である（Porter, 1986）。

この傾向は、単純・非熟練労働力が多く必要となる産業の場合に顕著となる（Yeaple, 2003b）。

ここで述べるタイプの、生産工程の一部（非熟練工で十分遂行することが可能な生産工程）

を海外の安価な労働力に委託するタイプの海外生産の在り方は垂直的海外生産という60

                                                   
60 これに対して、関税や非関税障壁等の貿易コスト削減のために、国内と同様の生産工程・工場を海外に

移転するタイプの生産は水平的海外生産という（Yeaple, 2003a）。日本企業においては、家電産業が垂直

的海外生産を比較的多く行い、自動車産業は水平的海外産を比較的多くおこなうという傾向が見られるも

のの、それぞれの企業が進出先の国ごとの実情を考慮して垂直的・水平的海外生産を組み合わせるのが主
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（Yeaple, 2003a）。 

 貿易コストに加え、為替の存在も海外生産を促進する要因となる場合がある。すなわち、

①為替によって国際的な労務費の差が間接的に拡大する可能性があることに加え、②為替

の変動自体が企業業績変動の要因（＝リスク）となるため、これを制御するための調整機

構として海外生産拠点を保持するということも考えられるのである（Sung & Lapan, 2000）。

①については、たとえば円高が進んだ場合に、日本企業が円高進行以前よりも国際的な購

買力を増加させるために、労働力をより安価に調達できるという状況が考えられる。②に

ついては、為替が変動することによって為替の影響を考慮した最終的な生産コストが最適

となる立地が常に変化するために、本国から生産委託ができる海外拠点を抱えておくこと

が経営の安定性につながるという状況を指す。すなわち、①は為替の影響で労務費の差が

拡大される場合があるという論理であって、基本的な論理構造は前述の国際的な労務費の

差異についての議論と同型であるが、②の為替の変動への対応という観点は為替の存在を

考慮した場合に固有の問題である（Sung & Lapan, 2000）。そして、これらの理論は実証

結果とも整合的である（Hanson et al., 2001; Hanson et al., 2005; Yeaple, 2003b など）。 

 これまで概観してきたように、海外生産には①最終的な生産費の節減、②いくつかのタ

イプの貿易コストの削減、③為替変動による企業業績変動の安定化といった三つの利点が

あると考えられ、それらの利点の存在は実証研究でも確かめられてきた。とはいえ、これ

らの経済学的分析は一時点の一工場の生産性を分析しており、人件費高騰や為替相場の影

響によって最終的な生産コストの面での海外生産拠点の利点が失われていく状況において、

海外生産拠点がどう対応するのかという点はあまり議論されていない（藤本, 2012）。 

これに対して、日本企業は海外生産拠点において改善活動を根付かせようと努力するこ

とで対応を図っているとされる。典型的には、藤本 (2012) が国際的な能力構築競争の時代

と表現した状況を想定すればよいかもしれない。この時代の背景として、近年、①最終的

な生産費節減手段としての海外生産の意義は薄れつつあるが（藤本, 2012）、依然として海

外生産には②種々の貿易コストの削減、および、③為替変動への対応という利点は失われ

ていないということが挙げられる。そのため、②③の利点を活用しつつ、①の利点が失わ

れた分を何らかの方法で補填することが必要となる。このとき、①の最終的な生産費は純

粋な生産性に労務費を乗じ、為替を考慮したものであるので、純粋な生産性を向上させれ

ば、①の利点を十分補填できる（藤本, 2012）。この場合には、純粋な生産性を向上させる

                                                                                                                                                     
流であった（日本銀行, 2012）。 
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ための能力を海外に移転し、また、海外生産拠点が当該能力を構築することが必要となる

と考えられる。実際に、海外生産拠点、とりわけアジアの生産拠点において改善活動への

意欲は高く（大鹿, 2014）、日本企業の海外生産拠点が現地で改善活動に取り組むという様

子が広く観察される。 

そしてこうした状況に至るには本国生産拠点から知識・能力が移転される必要がある（藤

本, 2012; 大木, 2009）。ただし、成文的な知識の移転とは異なって、ノウハウのような手続

き的記憶に関する知識の移転は困難とされる（Kogut & Zander, 1992）。Kogut と Zander

は、組織内での知識の移転には知識の成文化（形式知化）が必要であるが、成文化した知

識を移転しても知識を創造する能力まで移転することは容易に進まないことを、日本の工

場の知識移転を例として用いて説明している（Kogut & Zander, 1992）。実際に、すでに安

定的な生産がおこなわれている日本企業の海外生産拠点であっても（＝業務能力は移転さ

れている）、依然として生産性の格差は存在している（改善能力の移転・構築は不十分であ

る）（Pil & Holweg, 2004; Pil & MacDuffie, 1999）。また、日本国内の生産拠点の企業ごと

の生産性の差異はさほど見られないのに対して、同一企業内での本国・海外生産拠点での

平均的生産性の差はいまだに解消されていない（大鹿, 2014） 。こうしたことを踏まえる

と、海外生産拠点は改善活動へのやる気もあり（大鹿, 2014）、確実に生産性を向上させつ

つも、同じく生産性を向上させ続けている日本の本国生産拠点には追い付いていないとい

える（大鹿・藤本, 2011）。 

ここで、日本の生産拠点からの支援を受けずに海外生産拠点が改善活動を活発化すると

いう場合、本論文の分析枠組みを用いると下記のような状況が考えられよう。 

 

表 24 海外生産拠点への改善活動定着（出所：筆者作成） 

 

 

 すなわち、最初は本国生産拠点からの派遣者が中心となって改善活動をおこないつつ、

改善成果を現地の作業者に理解してもらい、同時に改善活動のノウハウを学んでもらうと

いう状況である。その状態から、派遣者の手助けがいらなくなり、現地の作業者の改善活

改善活動の規模 改善活動を担う組織

能力構築前 ー 本国からの派遣者中心

能力構築後 小規模中心 現地作業者中心
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動が成果につながるようになる。ただし、これはあくまで既存研究を考慮した上での一つ

の可能性であり、実際の調査結果ではここで考えていない状況が現れる可能性もある。い

ずれにせよ、①改善活動の性質変化がみられること、②それが容易かどうか分かること、

③改善活動の性質変化のためのマネジメントの一例がわかること、が本章の目的である。 

 以後、研究対象について概説し、その後調査結果の分析へと移る。 

 

 

補 1.2 研究対象 

これまでの議論が自動車産業を対象にしていたことを受け、他の変数を一定とするため

に、ここでは大鹿・藤本 (2011) および大鹿 (2014) の調査の基礎となった国際自動車プロ

ジェクト（IMVP）のデータを分析し、その後に追加的にインタビュー調査をおこなうこと

にする。なお、IMVP 調査は 2006 年におこなわれ、事例収集はこの分析を基に 2014 年 3

月 21 日に海外生産拠点 Y 工場、11 月 21 日に国内生産子会社 X 工場、2015 年 4 月 18 日

および 2016 年 1 月 9 日に海外 Z 工場においてそれぞれ約 2 時間（Z 社には 2 時間×2 回）

の非構造化インタビューの手法によっておこなわれた。 

IMVP によって収集された工場のサンプル数は推測統計を行いうるレベルにはない上

（N=30）、本稿で使用するのはこのうち E 社に属する 8 拠点のデータのみである（N=8）。

そのためひとまず単純集計による記述統計分析をおこなった。自動車産業において改善能

力の有無が国際競争力の決定力になっていた上（Fujimoto, 2014）、自動車産業では IMVP

のような大規模な工場調査が持続的におこなわれてきたことで、比較可能性の観点から研

究対象として最適であると考えられる。 

こうした記述統計分析において、海外生産拠点は品質・コスト・生産リードタイム・フ

レキシビリティの各指標で平均的にはいまだ日本拠点に追い付けない状況が確認されたが、

同時に日本拠点に追い付きつつある例外的な海外生産拠点も発見された。そこで、記述統

計において外れ値として認められた Z 工場については、外れ値にない工場 2 工場との 3 者

比較事例分析をおこなった。なお、インタビュー調査については、国内 X 工場、海外 Y 工

場、同 Z 工場が全て E 社の生産子会社であることや、生産規模、工程数などある程度変数

間でコントロールがおこなわれている。ただし、インタビュー対象者は生産子会社の社長

（H 氏）および生産管理部の課長級 4 名（A 氏および匿名 3 名）の合計 5 名であり、職階

に偏りがある点は調査の限界として挙げられよう。また、インタビューは個人の解釈の偏
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りをなくし信頼性を確保するため（Miles & Huberman, 1984）、研究者 3 名が同行した調

査を基にし、中間報告の妥当性について追加的に電子メールで企業に確認を取った。 

 

 

補 1.3 IMVP データを用いた記述統計分析 

 この節では、改善活動の定着がみられる海外生産拠点とそうではない海外生産拠点とを

区別・特定し、以後の事例研究の対象を決定することが目的となる。そのため、製造パフ

ォーマンスにおいて突出した海外製造拠点かつ改善活動の活発な拠点を探すことになる。 

E 社は日本国内に本社を持ちながら海外生産も活発におこなう、自動車製造多国籍企業で

ある。E 社の生産方式はリーンな生産方式のひとつとして海外にも知られ、その生産方式を

海外に移転する上で、海外における改善活動を活発化させてもいる。2006 年におこなわれ

た IMVP のデータでは E 社の国内工場が 2 拠点、海外工場が 6 拠点調査されており、それ

ぞれを平均すると以下の図 46 のように要約できる。ここで、品質および生産性については、

一般的な指標を用いたが、生産リードタイムについては、中間在庫数が生産のリードタイ

ムを決定するという E 社生産方式に類似したトヨタ生産方式の考え方を採用した（田中, 

2005）。また、フレキシビリティについては「何の何に対するフレキシビリティなのか」と

いう点を説明する必要があるが、製品の種類のフレキシビリティについては車種増加のラ

イン数に対するフレキシビリティ、生産量については生産量増減の収益に対するフレキシ

ビリティを測定した。なお、ここでのデータは、機密性保持のために優劣をつける点数デ

ータに変換している。点数データは本国生産拠点を 100 とし、それに対して海外生産拠点

がどの程度のレベルにあるかを 100 分率で表すことで得られる。このとき、最終ライン手

直し数（品質）等のように低ければ低いほど良い指標と、フレキシビリティのように高け

れば高いほど良い指標が混在しているため、基準となる本国生産拠点の指標の分母・分子

を入れ替えることで全ての指標が「高ければ高いほど良い」ようになっている61。また、生

産性については賃金格差を考慮せず、単純に 1 台の自動車製造に必要となる作業時間を採

用している。 

                                                   
61 たとえば低ければ低いほどよい指標の場合、基準値÷当該指標で点数が得られる。反対に、高ければ高

いほどよい指標については、当該指標÷基準値で点数が得られる。なお、組立部品数や改善提案数、現場の

責任感、平均年齢に関しては、本来は中立的なデータであるが高ければ高いほどよいデータとして扱って

いる。このような変換により、数値の規模にばらつきがあるデータを一度に比較することも可能になると

考える。 
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図 46 E 社海外生産拠点の製造パフォーマンス点数（岩尾 (2016) を一部修正） 

  

E 社の国内生産拠点の品質・生産性・生産リードタイム・フレキシビリティを 100 とし

た場合、E 社の海外生産拠点はおおむね 30 から 70 程度の成績である。これらの指標は一

時点での生産拠点の能力を表していると考えられ、この指標の向上率がその動的な改善能

力を表していると考えられる。これまで IMVP 調査は 3 回（今回使用するものを含めると

4 回）おこなわれ、Womack et al. (1990)、Pil & MacDuffie (1999)および Pil & Holweg 

(2004)などにまとめられているが、これまで確認された日本の生産拠点の優位性は第 4 回調

査でもやはり確認された。そのため、前述のパターン①QCTF が依然として国内生産拠点

に追い付いていないことは確認されたといえよう。しかも、海外生産拠点間でみても上記

の平均は変化しない。また、海外 6 工場の平均値は（後述する外れ値 Z 工場以外）仮に 1

工場を除外してみても平均値への影響は 10%を超えない。しかも、これらの設立時期には
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品質（最終ライン手直し数） 

生産性（作業時間/台） 

生産リードタイム（中間在庫のレベル） 

フレキシビリティ（製品/プラットフォーム） 

フレキシビリティ（生産量） 

組立部品数 

作業者一人あたり改善提案数 

製造品質に関しての現場の責任 

作業者平均年齢 

注）指標はE社の本国生産拠点を100とした場合の点数であり、高いほど経営上好ましい。 
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20～42 年の開きがある62。また、海外生産拠点間では QCTF の各指標において本国・海外

生産拠点間ほどの差が見られない63。 

海外生産拠点における作業者一人あたりの改善提案数に注目すると、日本国内の生産拠

点と比較して海外生産拠点のそれは 30%超にとどまることが見て取れる。なお、図 46 から

QCTF に関連する指標を取り出し、海外生産拠点の能力を表すチャート図を描くと、下記

の図 47 となる。そのため、この図においても先ほどと同様 100 に近づくほど良いという

ことになる。このとき、E 社の国内生産拠点はこのチャート図の全指標が 100 の値をとる

正 5 角形となる（チャートの外縁と一致する）。 

 

図 47  E社海外生産拠点の製造パフォーマンス指標チャート（岩尾 (2016) を一部修正） 

  

このチャートからは、E 社海外生産拠点はフレキシビリティと生産リードタイムでは奮闘

しているものの、その他の指標では不十分であることがわかる。E 社国内生産拠点を基準と

した場合、E 社海外生産拠点には各種指標によって高低の差が出やすい64。次に、E 社の海

                                                   
62 ここで、設立時期について 20～42 年という幅を持たせたのは、どの段階を設立時期としてよいのかに

ついて議論が分かれるためである。仮に海外企業との提携・生産を設立時期とすれば、事例分析で登場す

る Y 工場が最古となり、Y 工場と IMVP で調査された工場の中で最新のものとの設立年数の差は 42 年と

なる。もし、子会社化をもって設立時期とすれば、X 工場が最古となり（Y 工場は X 工場の 4 年後）、X 工

場と最新の海外工場との設立年数は 20 年の開きがある。 
63 ただし、この調査結果の解釈には注意を要する点もある。それは、各工場の戦略的な位置づけがそもそ

も異なっていた場合には、ここでの比較の意味がなくなるというものである。たとえば、ある拠点がマザ

ー工場候補として、他拠点が通常の工場として位置づけられていた場合には、ここでみるようなデータの

パターンが当然に発生する可能性もある。 
64 ただし、ここでのデータは E 社国内生産拠点の指標を 100 としているために、当然ながら国内生産拠点
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外生産拠点には E 社海外 Z 工場という外れ値が存在することに注目したい。E 社海外 Z 工

場の設立時期は他の海外生産拠点とほとんど差異がないが、その生産能力の指標は一部 E

社日本国内生産拠点をも上回るほどである。以下の図 48 は Z 工場の生産能力指標をプロッ

トしたチャート図である。この図においても、チャートで高い数値ほど経営上好ましい。 

 

図 48 E 社 Z 工場と E 社のその他海外生産拠点との比較図（岩尾 (2016) を一部修正） 

  

このように、E 社の海外 Z 工場は生産リードタイムやフレキシビリティ65では日本国内生

産拠点をも凌駕している。ただし、純粋な（賃金差を考慮しない）生産性についてはいま

だ日本の国内生産拠点に追いついていない。以下の表 25 は、E 社の国内生産拠点、海外生

産拠点、海外生産拠点における外れ値である Z 工場について QCDF の各指標およびそれら

への影響が考えられる指標を列挙したものである。 

                                                                                                                                                     
が正六角形となる。逆に海外生産拠点の各指数値を基準（100）とした場合には、国内生産拠点の指標は全

て 100 を超えるが、図形としては一部が凹む歪んだものとなることが予想される。 
65 ここで、フレキシビリティ（製品数等）とは、製造品種が増減した場合に生産性が影響を受ける度合い

を示す。また、フレキシビリティ（生産量）とは、年間生産総量が増減した場合に生産性が左右される度

合いを示している。 
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表 25 3 生産拠点（本国・海外）の IMVP データ比較表（岩尾 (2016) を一部修正） 

 

 

表 25 から見て取れるように、Z 工場は作業者の平均年齢、現場の責任感が日本国内生産

拠点と同程度に高く、作業者一人あたりの改善提案数は日本国内生産拠点の実に 2.2 倍にも

上る。もちろん、Z 工場の一人当たり改善提案数が日本の 2.2 倍にも達する割にはいまだに

生産性の指標で追いつかないこと（有意義な改善案が出ていないという疑義が生じること）

には疑問が残る上、Z 工場は組立部品数が少なく66、そもそも工数や在庫が少なく済むはず

であるので、Z 工場の数値は割り引いて考える必要はあるだろう。しかしながら、Z 工場が

それでもなお外れ値にあることには違いがない。そこで以後、Z 工場よりも生産自体の歴史

は古い国内 X 工場および海外 Y 工場との比較事例分析を行い、外れ値にある Z 工場におい

てなにが起こっていたのかについて考察していく。 

 

 

補 1.4 E 社生産子会社の国際比較事例分析 

 E 社の国内生産子会社 X 工場は E 社の関連会社の国内工場であり、その立地は E 社の本

社と数十キロ圏内にある。また、海外生産拠点 Y 工場・Z 工場はともに関連会社の形態を

とっており、現地政府との兼ね合いもあり、現地の企業との合弁の形態をとっている。こ

れら 3 社ともに 2000 人規模の工場である。生産車両数は変動があるものの、おおむね X

工場が他の工場の 5～10 倍となっている。ただし、インタビュー調査の結果、E 社では生

産性の指標が同じ程度になれば海外に生産車種の移管がおこなわれるため、現在の生産車

両数の差異そのものが生産の指標に大きく影響することはないことが判明した。 

また、インタビューの結果、E 社関連会社 X 工場は E 社の国内工場ほどではないにせよ、

                                                   
66 この状況の理由として、生産工程の一部しか海外に移管していないという状況が考えられる。すなわち、

国内生産拠点でサブ・アッセンブリーをおこなって、その部品を海外生産拠点向けに輸出している場合が

考えられる。こうした形態のもっとも顕著なものがノックダウン生産であろう。 

A社国内生産拠点 A社海外生産拠点 A社海外Z工場
品質（最終ライン手直し数） 100 31.8 100

生産性（作業時間/台） 100 36.8 59.6

生産リードタイム（中間在庫量） 100 71.4 300

フレキシビリティ（製品数等） 100 44 160

フレキシビリティ（生産量） 100 60 100

組立部品数 100 29.5 18.1

作業者一人あたり改善提案数 100 34 222

製造品質に関しての現場の責任 100 44.7 96.7

作業者平均年齢 100 70.3 94.9
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品質・生産性・生産リードタイム・フレキシビリティのそれぞれの指標で、1 ラインあたり

の車両プラットフォーム数以外はおおむね E 社の国内生産拠点（E 社自体の工場）に近い

成績を誇っていることが分かった。これに対して E 社海外生産拠点についてはこれまで確

認した通り、E 社国内生産拠点にも X 工場にも各指標で劣る。また、海外 Y 工場は E 社海

外生産拠点と同じ程度の指標を記録しているため、Y 工場が E 社海外生産拠点一般を代表

するものとして扱うことができるだろう。そのような前提に立ち、本稿では E 社の国内生

産拠点を代表するものとして X 工場を、一般的な海外生産拠点を代表するものとして Y 工

場を、国内生産拠点に生産性で追いつきつつある工場（＝外れ値、逸脱事例）として Z 工

場を選択し、比較事例分析をおこなうことにした。 

 

E 社国内生産子会社 X 工場における改善活動 

 X 工場における改善活動は、作業者からの頻繁な改善提案によって支えられている。改善

提案は 5～6名の班単位で提案されることが多く、改善に必要な予算は組単位で配分される。

そのため、作業者からの提案は班長、組長というように上司に伝えられ、必要な予算額に

応じて組長からさらに工長、課長と伝達され、大規模な改善は生産技術部とのプロジェク

トチームを組んで進められることになる。現場は少額を用いた改善を行い、多額の投資が

必要な改善については生産管理部が予算を負担するということである。 

 作業者は通常の作業をこなす区分 A と改善を担う区分 B、設備保全を担う区分 C の間で

ジョブ・ローテーションされ、区分 A の作業者として作業に従事する際は作業標準（作業

要領書および標準作業票）という紙面に起こされた作業を守ることが第一優先される。区

分 A の作業者は作業標準を守る限りは、たとえ品質不良を起こしても責任は作業標準にあ

るとされ、作業中により楽に作業ができる方法を考えても作業標準を守ることにインセン

ティブがある。ただし、区分 B の作業者や班長とともに作業改善をおこなう際には、これ

まで作業をおこなう上でどのような変化を起こせば楽になるかといった点に気が付いたか

を伝達する。この際特徴的なのは、「歩行（運搬）のムダ」「手待ちのムダ」「作業そのもの

のムダ」「在庫のムダ」といった共通言語によって部下から上司へと改善箇所が指摘される

ことである。これらの共通言語は『E 社生産方式』といった社内教本によって共有されてい

る。この共通言語は、E 社が理想とするジャスト・イン・タイムや自働化による少人化とい

った最終目的に直結するものであり、E 社の経営層が用意したものである。X 工場では、作

業標準どおりに作業ができることと改善活動にいかに貢献したかによって昇進が左右され
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る。そして、X 工場の作業者の多くは E 社グループの一員として定年まで働くことを期待

しており、またそこでの昇進を求めるため、積極的に改善活動に取り組む。 

 この共通言語が存在することで、作業者から伝達される改善案は基本的に却下されるこ

とはなく、却下されるような改善案はそもそもこの共通言語で表現できないために作業者

の頭の中で思いついた段階で消滅してしまう。その結果、現場からの改善提案の実施率が

高く、生産の指標を向上させている。ただし、1 ラインあたりの車両数のフレキシビリティ

については、大規模な設備間の調整が必要であり、現場単位では収束しないため、今後の

課題として残されている。また、新車の立上げに関しても同様の問題があり、E 社の国内生

産拠点と比較すると 2 倍程度の準備期間が必要となる場合もある。 

E 社 X 工場では、小規模な改善活動が多数であり、それを遂行する組織も作業者が中心

である。ただし、多額の予算が必要となる改善活動については、生産技術部との協議が必

要となっている。そのため、本論文の分析枠組みを用いると第 4 章 A 社に近似したものと

なるだろう。 

 ただし、作業者中心の改善活動と本社技術者中心の改善活動とを繋ぐ線は両者の調整の

頻度であるから、実線としてもよいかもしれない。 

 

E 社海外生産子会社 Y 工場における改善活動 

 Y 工場における改善活動は、「E 社の日本人出向者も Y 工場の生産管理担当者 A 氏も認め

るほど力が入っている（A 氏・2014 年 3 月 21 日67）」と Y 工場の生産管理課長は語る。工

場には「カイゼンドージョー（改善道場）」というミーティング場所が設けられ、このドー

ジョーにて優れた改善案が工場長から表彰される。昇進についても X 工場同様の処遇がお

こなわれ、かつ、「Y 工場が存在する国は大卒エンジニアが工場で働くことに違和感を覚え

ない文化がある（A 氏・2014 年 3 月 21 日）」といい、それも相まって「きわめて日本的な

工場である（A 氏・2014 年 3 月 21 日）」という。Y 工場においても X 工場と同様に作業者

から活発に改善提案がなされるが、生産管理課長からみて「納得のいく改善案はなかなか

出ない（A 氏・2014 年 3 月 21 日）」という。そのため現時点では大卒エンジニアが中心と

なって小規模な改善を実施している。Y 工場では地元の大学から「カイゼンエンジニア」と

いう職種で募集をおこなっており、このカイゼンエンジニアが現場での小規模・中規模の

改善活動を担っているという。カイゼンエンジニアが提案する改善案はしばしば現場作業

                                                   
67 なお、鍵括弧中の日時はインタビューが記録された日時である。 



- 170 - 

 

者にとってやりづらい作業であることがあるが、作業者は標準作業を守る限りは品質への

責任から免れるため、やりづらい作業であっても作業標準に従う。 

 「本来ならば作業者が現場の作業の実情を反映した改善案を提案することが望ましい（A

氏・2014 年 3 月 21 日）」と生産管理課長は考えているが、前述の通り作業者に改善案をす

べて任せると経営上の利益が損なわれる可能性がある。しかし、Y 工場の生産管理課長は「Y

工場の作業者が優秀でないわけではない（A 氏・2014 年 3 月 21 日）」という。実際、離職

率も他社と比べれば低いと評価されており、作業者からの改善提案も多いということで意

欲も高いと考えられる。しかも、「日本からの出向者が作業者に対して改善箇所を指摘する

と、作業者はたちどころに問題解決してしまう（A 氏・2014 年 3 月 21 日）」という。つま

り改善の能力も本来高いのである。生産管理課長は、「意欲も能力もあるのになぜか良い改

善案が出ない。日本からの出向者は魔法のように作業者から改善案を引き出す（A 氏・2014

年 3 月 21 日）」と認識していた。 

Y 工場での改善提案が作業者からなされた場合、X 工場と同じく班長、組長…と組織の階

層上位へと改善案が伝達されることになるが、Y 工場では工長以下の現場と課長やエンジニ

アの間である種の分断が起きてきた。その分断とは、Y 工場での大卒エンジニアは英語と現

地語を話し、中卒・高卒作業者は現地語のみを話すという分断であった。そして E 社生産

方式のテキストは E 社本社から英語に訳されて配布されており、課長やエンジニアが E 社

生産方式を現地語に訳して口頭で伝えるが、現地語のテキストは存在しないか、存在して

も理解不能なものであった。そのため、現場の作業者は「どのような改善案が、上司が求

めるものなのか分からない（A 氏・2014 年 3 月 21 日）」という状況にあり、X 工場でみら

れたように E 社生産方式の言葉で改善案が伝達されるということもなかったのである。こ

のような状況下にあって、現場作業者の改善案が取り上げられる機会は少なく、現場の意

見を組み入れた改善案を考える機会が失われることで、大卒エンジニアもまた現場の理解

を促進できずにいた。これに対し、日本からの出向者は、日本での現場体験があるために

現場への理解度が高く、また E 社生産方式の言葉を翻訳することに長けていたために、作

業者から改善案を引き出すことができていた。 

この事例においては、海外生産拠点（生産子会社）内の子会社の経営トップ層や技術者

（カイゼンエンジニア）と作業者の間で、意思疎通ができないことにより作業者による改

善活動と技術者による改善活動の間に分断が起きていた。海外生産子会社技術者がおこな

う改善は標準作業の改定といった作業改善を含む小規模・中規模なものであり、一方作業



- 171 - 

 

者が提案する改善案もまた小規模なものである。こうした状況を分析枠組みに照らして表

現すると次のようになるだろう（表 26）。 

 

表 26 E 社海外生産子会社 Y 工場における改善活動（出所：筆者作成） 

 

 

 このとき、日本本国からの派遣者は作業者と技術者との間を調整する中間的な組織であ

った。日本人派遣者は、知識の提供や実際の改善活動もおこなうかもしれないが、現地作

業者と現地技術者・本社との間で調整役を果たすという役割が大きかった。こうした調整

によって、現場作業者の改善提案が成果に結びつくようになったといえよう。 

 

E 社海外生産子会社 Z 工場における改善活動 

H 社長による改革前：Z 工場における改善は現場の作業者主導であり、これを補佐する形

で大卒エンジニアが参加するという形態で進められる。その意味で X 工場に非常に近い形

態で改善活動が維持されているといえる。H 社長による改革以前には、E 社本社人事部系

の出向者が Z 工場の社長となり、人事制度を整えていった。これによって、X 工場や Y 工

場と同じく、作業者が E 社グループの一員として E 社のために働くことが、自己の利益に

もなる状況が作り出された。つまり、人事制度は基本的に E 社の国内工場と同様のものと

なっていた。そして、E 社本社（日本国内）では廃れてきたレクリエーション活動や部活動

等を活性化させ、E 社グループへアイデンティティを持つようマネジメントの努力がなされ

た。この結果として「現場の末端作業者までもが改善活動に参加するようになっていった

（H 氏・2015 年 4 月 18 日）」という。 

 しかも、「Z 工場が位置する国はいまだに徴兵制があり、軍隊で基本的な技能・技術を習

得するため、作業者の潜在的な技能は高い（H氏・2015 年 4 月 18 日）」という。たとえば、

「日本であれば保全工が修理できない（交換で済ませる）モニターの基盤を、はんだごて

を用いて修理してしまう場面に、日本からの出向者は驚かされる（H 氏・2015 年 4 月 18

日）」という。すなわち、Z 工場の作業者には技能・技術があり、改善活動へのやる気もあ

改善活動の規模 改善活動を担う組織

日本人派遣者不在時 小規模～中規模 現地人技術者中心

日本人派遣者滞在時 小規模中心 日本人派遣者が調整役となり作業者中心
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ったのである。しかし、H 社長が改革に取り組むまで、Z 工場もまた Y 工場と同じく「現

場が提案する改善案は有効性に乏しく、エンジニアが提案する改善は実現性に乏しい（H

氏・2015 年 4 月 18 日）」という状況にあった。そのため、日本からの支援者を受け入れて

いた状況は Y 工場と同様であった。 

 

H 社長による改革後：Z 工場は 1～3 回目の IMVP 調査において特段注目されたわけでは

なかったが、今回の調査において外れ値となった背景には H 社長の改革が存在していた。

H 社長は「あくまで前任者の仕事の続きをおこなっただけ（H 氏・2016 年 1 月 9 日）」と

の発言をおこなうが、その改革の概要は以下の通りであった。 

現地生産子会社の H 前社長は当時 Z 工場の 5 代目の社長として赴任し、「経営の現地化」

をキーワードとした。前任社長が日本語教育を充実させていたため、E 社が何を目標として

いるのかについて初めに日本語で十分に説明し、現地人で有望な人材を日本に派遣し、E 社

生産方式を理解させるように努めた。その後、ここで育てられた人材によって E 社生産方

式を基礎とした「Z 工場生産方式」のテキストを作成させた。「現地の人材に E 社生産方式

を理解してもらうには、実に数年を費やした（H 氏・2015 年 4 月 18 日）」という。こうし

て、現地人によって E 社生産方式の現地語への翻訳がおこなわれたことで、現地人の作業

者にも理解しやすいテキストが作成された。その結果、Z 工場では E 社生産方式が現地語

に翻訳され、現地の作業者も「～のムダ」という形で E 社生産方式の言葉で改善の必要性

を上司に伝達することができるようになった。ただし、「改善が進んでくると、これまで使

用してきたライン設備を変更したり、置き場所を変化させたりするなど、技術的な調整が

必要な場面が生じて（H氏・2016 年 1 月 9 日）」きた。そのため、「数年ごとに意図的にラ

インを編成しなおす機会を設け、これまでの設備の在り方にとらわれずに改善活動を行い

うるよう工夫した（H 氏・2016 年 1 月 9 日）」という。 

これによって Z 工場の一人当たり改善提案（実施）数は急増し、記述統計分析において

みられた突出した状況が生み出された。その結果、H 社長退任後の「Z 工場後継社長として

現地人が指名されるほどに、Z 工場の改善活動は日本のマザー工場に頼らずに遂行できるよ

うになった（H 氏・2015 年 4 月 18 日）」という。ただし、Z 工場においても、生産性向上

については生産技術や設備等の機械に関する技術が必要であり、今後は「現場作業者と他

の技術系職場（製造の技術員と生産技術の技術員）との協働が課題（H 氏・2015 年 4 月 18

日）」であるという。 
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H 社長の例でみるように、作業者から海外生産拠点本社の技術者（製造の技術者）との

間には、当初は Y 工場のように調整がうまくいっていない場合でも、会社が目指す改善活

動についての共通認識ができてくることで、改善活動の成果が期待でき、それによって現

場に任せることができるようになる。こうした状況は表 27 のように表現できる。 

 

表 27  E 社海外生産子会社 Z 工場における改善活動の性質変化（出所：筆者作成） 

 

 

 

補 1.5 ディスカッション 

E 社は海外生産拠点における改善活動を活性化させるために、初めに人事制度を整え改善

意欲を引き出した。改善活動が活発化するためには、こうした人事施策をおこなうことで、

改善活動によって作業者が報われることが必要であった68。これは、アメリカ自動車産業に

おいて同種の改善活動が根付かない原因として、上記の人事制度の不在を挙げる篠原 

(2014) の研究とも整合的である。とはいえ、人事制度を整えたのみでは、改善能力は移転

できないということも確認された。今回の調査では、経営層・エンジニアと作業者の間で

の調整問題が、改善活動を阻害する具体的な要因として表出し、「やる気も能力もある作業

者からの活発な改善提案がなぜか業績につながらない」という状況を明らかにした。実は、

E 社生産方式は一種の認知フレームであり、組織内で共有されることで余分なコンフリクト

を制限するという効果をもっていたのである（Edmondson, 2012）。しかしながら、E 社 Y

工場の事例では、E 社生産方式が英語に翻訳され、英語から現地語に再翻訳された段階で現

地人作業者にとって意味不明のものとなったため、認知フレームが共有されず、海外 Y 工

場における調整問題を生じさせていた。すなわち、Y 工場の作業者はその意欲・能力ともに

高く評価されていたが、上述の再翻訳の結果、経営層が何を求めているのかについての作

業者の理解が進んでいなかった。 

本論文の前章において論じられた工場における改善活動の性質変化のためには、単に資

                                                   
68 ただしこの点は補章 1 においてあまり触れられておらず、今後さらなる研究が必要であろう。 

改善活動の規模 改善活動を担う組織

H社長改革前 小規模～中規模 日本人派遣者が調整役

H社長改革後 小規模～中規模 作業者中心・一部技術者による補助
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源の配置を変えるだけでなく、作業者と経営トップとの間で、改善活動の方向性について

の合意が形成されている必要があったのである。これは、以下のように解釈できるかもし

れない。たとえば、改善活動へのやる気はあるが企業にとって良いアイデアかどうか判断

できない作業者からなる生産現場においては、仮に改善活動のための資源を作業者に分配

するならば、やはり小規模な改善活動は増加すると考えられる。しかし、こうして生じた

多数の改善活動の結果は、企業の目的と合致しないために経済効果が高くなく、いたずら

に資源を浪費するのみである。そうした状況になると、再び資源は作業者から取り上げら

れることになろう。そのため、作業者・作業集団に資源を配分するには、経営側からみて

作業者たちが信頼でき、権限委譲しても問題がない状態にある必要があるのである。 

そして、経営の上位階層から下位階層へとつながるこのような垂直的な調整問題は、マ

ネジメント不可能なものではない。海外 Z 工場のように E 社本国拠点に現地人を招き、E

社生産方式を理解させたうえで現地語に翻訳させるという経営努力の結果、垂直的な調整

問題を克服した事例も存在したのである。海外生産拠点 Y 工場にみるように、この種の調

整問題の解決のためには、これまでは本国拠点の派遣者を投入することで解決されてきて

いた。しかし、Z 工場のように調整の能力をも移転されることで本国からの派遣者がほとん

ど必要とならなくなる例もあったのである。これは認知フレームの共有（フレーミング）

をイノベーションの前提として指摘する研究（Edmondson, 2012）とも一致する。すなわ

ち、認知フレームの翻訳の巧拙が、改善活動をめぐる調整問題に影響し、改善活動成果に

影響していたのである。 

これまで概観してきたように、改善活動の性質変化のためには、人事制度が確立した上

で、調整問題が解決される必要がある。経営側と生産現場との間で、どのような改善活動

が望ましいのかについて合意が形成され、生産現場がそれに貢献する意欲がでるように動

機づけられなければ改善活動は定着しない。そして、改善活動が現場の作業者・作業集団

主導でおこなわれるようになるための条件として、現場に経営側が求める改善活動を理解

してもらうには、経営側が積極的に生産現場へ近づいてフレーミングをおこなっていく必

要があった。E 社 Z 工場においては、こうした必要性のために、経営トップの介入による

（人事制度含む）組織構造の変革がおこなわれていた。 
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補 1.6 小括 

 この章では、どのような規模の改善活動がどのような組織成員によって中心的に遂行さ

れるのか、という工場内の改善活動の性質変化のためには、コンピュータ・シミュレーシ

ョンのようにボタンひとつで資源配分を変化させるのでは不十分であることが分かった。

それは、資源配分の変化が資源の浪費という結果にならないよう、組織内で認知フレーム

が共有される必要があり、こうしたフレーミングには時間とコストがかかるためであった。

たとえば、実際の改善活動の現場においては、作業者・作業集団主導の小規模な改善活動

を活発化させるために、人事制度から共通認識の醸成にまでいたる経営努力が重ねられて

いた。そして、仮に前者の人事制度等が整えられて作業者が改善意欲を持ったとしても、

必ずしもそれが最終的な改善活動の活発化につながるとは限らない。生産現場と経営側と

で何が望ましい改善活動なのかについての共通認識がなければ、現場を信頼して権限委譲

し、資源を与えることはできないためである。このとき、経営側の考えを生産現場に理解

してもらうためには、海外生産拠点のトップがまず日本本社の考えを理解し、海外生産拠

点のトップから順次現地生産現場の作業者までその考えを伝道していく必要がある。この

ように、作業者・作業集団によるボトムアップ型の改善活動を活性化させるためには、本

国の考えを末端の作業者にまで理解してもらうというトップダウン型のコミュニケーショ

ンによるフレーミングが必要であった。 

 本稿では、本論文においてこれまで議論してきた自動車産業において、改善活動の定着

が図られつつある工場として海外生産拠点に着目してきた。そこでは技術者中心型から作

業者中心型へと改善活動が変化する際のマネジメントがトップダウン的におこなわれる必

要があったと述べた。その一方、第 4 章および第 5 章でみられた「ライン内スタッフ」型

の組織を導入する際のマネジメント方法については明らかでない。それについては次章で

研究される。 
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補章 2 ライン内スタッフ制の定着には何が必要なのか？：関係者の回想 

 

前章までで、改善活動をめぐる調整の在り方や中心規模の変化は一朝一夕で成し遂げら

れるものではなく、全社的なマネジメントが必要であることが分かった。それでは、改善

活動を調整する組織である「ライン内スタッフ」の導入についてはどうだろうか。こうし

た疑問に答えるために、本章では、トヨタ自動車におけるライン内スタッフ成立の歴史を

振り返り、また、ライン内スタッフ的な組織が一時期存在したものの廃止された本論文第 4

章で登場した A 社の事例と比較をおこなう。 

佐武 (1998) によればトヨタ生産方式の二本柱ともいわれるジャスト・イン・タイムと自

働化のうち、自働化には自動停止装置の開発という技術的知識が必要であり、ジャスト・

イン・タイムの前提となる平準化生産には工程能力の把握のための管理技術（標準作業表、

工程別能力表）の創造が不可欠であったという。そのため、技術的な知識をもって、これ

らを会社のために開発していく現場のエンジニアが必須であった。これが工場技術員であ

り、トヨタ生産方式の立役者としても知られる鈴村喜久男氏などをはじめ、現在トヨタ自

動車技監の林南八氏など、トヨタ生産方式の理念の確立と具体的な手法の変化に影響を与

えた人々はいずれも技術員室の工場技術員出身であるという。佐武 (1998) によれば 1950

年代に鈴村ら数人の工場技術員が現場の組長に任命された時期があり、その時期に現場と

技術員室の融合が進んだことが、技術員室制度の定着の第一歩であったという。 

その一方で、近年、A 社のように技術員室という組織が最終的に廃止されてしまった企業

も存在する。そこで、トヨタ自動車と A 社との技術員室制度を詳しく解説し、両者の比較

をおこなうことによって、ライン内スタッフ組織が定着するためには、ライン内スタッフ

一人一人が工場現場から信頼されるよう日々努力することが必要であると述べる。本章は、

第 7 章で議論された研究課題として議論された「改善活動の性質変化は資源配分や組織図

を変えればすぐに生じるのか？」という疑問に答えるものであり、その意味で、補章 1 の

議論と同型であるといえる。 

ただし、すでに上記の疑問に対して補章 1 が「改善活動の性質変化のためには全社的な

組織設計とトップダウンのコミュニケーションが大事であり一朝一夕では達成されない」

ことが明らかになっているため、この章の目的は若干薄れている。そのため、本章はライ

ン内スタッフ成立と不成立・廃止について参考となる生データを提供することを第一の目

標とする。ここでのインタビュー調査は第 4 章および第 5 章のもののうち未使用のものを
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用い、それに加え 2014 年 6 月 9 日におこなわれた X 氏（1960 年代後半トヨタ自動車入社・

複数工場技術員室配属を経て、本社で基幹職を歴任）のオーラル・ヒストリーを用いる。 

 

 

補 2.1 技術員室と人事区分としての「技術員」 

 技術員室というのは、大まかに大卒・大学院卒のエンジニアであって工場を本籍にして

生産・製造現場に物理的にも組織図的にも近いライン内スタッフと呼ぶべき組織であるこ

とはすでに述べた。技術員室に在籍している人は人事区分上「技術員」であるが、高卒・

高専卒の場合もある。実は、「技術員」とは作業者をあらわす「技能員」と人事的に区別す

るための名称であって、本社の設計技術者も技術員であるし、先端技術開発をおこなう研

究所職員も技術員、工場技術員も技術員である。 

 このとき、技術員は大卒とイコールではなく、また技能員も大卒とイコールではない。

高卒・高専卒であって技術員区分で入社試験を受け合格すれば技術員となるし、高卒技能

員から出世を繰り返しているうちに人事区分が技術員となり、技監として役員になる人間

も存在する。逆に、トヨタに入社するために大卒でありながら技能員区分の試験を受け、

直接作業に従事する人間も存在し、近年はそのような人が増えてきているという。 

 このように、技術員というのは技術系のキャリア（エリート）採用のような存在である。 

 

 

補 2.2 A 社におけるライン内スタッフ廃止理由 

A 社では技術員室という組織が 2010 年まで存在したが、その場合の技術員室は基本的に

高卒の技能員出身者のうち改善の能力に優れたものを現場から引き抜く形態であった。し

かし、この形態の組織は現場から「上から目線でパソコンばかり見ていて役に立たない」

との不満が続出して、廃止されてしまった69。A 社の改善活動にあたっては技術員室・工場

技術員といった存在は観察されない。工場技術員が持っていた役割のいくつかは、組長や

工長に吸収されており、数十万円規模の設備改善であれば現場で完結してしまう。それを

越えて多額の投資が必要となる改善や、必要調整量が大きな改善については、工場自主研

というプロジェクトチームに生産技術部門や設計部門が参加することで実現させている。

                                                   
69 これについてはまったく接触のない 2名（A社を 2011年に定年退職した方と現役の若手生産技術部員）

に別々の機会にインタビューした際に雑談として語られたものなので、一定の信憑性があるかもしれない。 
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そのため、A 社は現段階ではライン内スタッフを必要としていないが、今後生産拠点が増え

ることになったり、現在の小型車の販売数が急激に落ちたりすると、技術員室が存在して

いないことのデメリットが強く影響する可能性がある。まず、現在 A 社の自動車生産工場

は一か所しかなく、しかも、物理的にすぐそば（徒歩 1 分）に生産技術部と設計部門があ

る。しかし、今後生産拠点が増えてしまうと、現場と本社技術者との組織的・物理的な距

離は広がってしまうため、これまでのプロジェクチームによる調整は難しくなる。また、

現在のように、現場と本社技術者がそれぞれをある程度理解しながらプロジェクトチーム

を組むという方法では、本業に割く時間を確保した上で、それぞれがプロジェクトチーム

に参加するためにプロジェクトの数が増えると対応が難しくなる。ライン内スタッフは調

整専従スタッフであるため、調整そのものに習熟していくという特性があったが、プロジ

ェクトチーム方式では（専従スタッフではないことによって）習熟のスピードは遅くなる。

そのため、頻繁なモデルチェンジや、1 ラインで何車種も作るようなフレキシビリティの追

及が求められる場面になると対応が難しくなる可能性がある。生産量が大幅に減って、1 ラ

インで 4～5車種を生産しないと採算が合わなくなったりした場合には問題が生じるだろう

ことが予測される。 

 事実、トヨタ自動車高岡工場と A 社工場では、新車種立ち上げにおいて CV（性能試作車）

完成から量産試作車（号口試作車）完成、生産開始までの期間に差がある。高岡工場にお

けるハイブリッド・ハリアーの立ち上げは CV の完成から生産までが 3 か月程度で済んで

いたが、A 社工場では 2 車種のモデルチェンジの際に CV 完成から生産まで 6 か月半を費

やしている（A 社内部資料）。この 6 か月半は、現物確認フェーズと呼ばれており、現場で

次々と発生する問題を一つずつ解決していくことになる。このフェーズは、従来これより

長かったが、A 社において構造設計段階から設計部門が現場の意見を取り入れるようにする

ことでこれを短縮できたという。すなわち、事後的に現場の問題を解決するのには時間が

かかりすぎるため、事前に問題を無くしておくという方法をとったのである。それに対し、

高岡工場での新車種の立ち上がりは約半分の時間でスピーディにおこなわれる。 

 このように、A 社においては、そもそもの技術員室の構成員が技能員のうち優秀であると

考えられた人物であって、トヨタ自動車の場合と若干異なっていること、また、工場が現

状 1 か所であること、少数の車種を大量生産する工場であって頻繁に車種受入があるわけ

でないことなど、いくつかの前提条件があった。この条件のもとでは、調整の困難度が比

較的低く、技術員室・ライン内スタッフがなくとも改善活動が可能であったため、「上から
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目線でパソコンばかり見ていて役に立たない」との生産現場からの評価につながり、最終

的に廃止された。その前提条件が変われば、必要となる組織構造も変化するかもしれない。 

 

 これに関して、A 社の自動車製造部門のトップを務めた後に A 社の副社長に就いた M 氏

は技術員室の存続の可否を左右する要因について 2017 年 4 月 8 日に E メールにて下記の

ように答えている（企業名を特定しかねない情報のみ匿名化し、残りは原文を掲載）。 

 

一般的には、技術員室を持つかどうかは、生産準備の頻度、規模、技術レベルと生産

技術部のパワーとのバランスをどう考えるかで決まります。技術員室が出来ると生技

は現場を見なくなります。生技は将来を見て、現在は現場に任せろという考えがあり

ます。新車の生産準備と生産技術開発的な仕事に専念するということです。これだと

現場を知らない技術者ができてしまいます。トヨタの様に沢山の車種を抱え、次から

次へと新車生準が続く会社は、技術員室が必要です。（A 社自動車工場）も生準が立て

込んだ時には有効でしょうが、そうでもない時は、生産技術と技術員室は同じ様なダ

ブり仕事をするか、本当に現場は製造に任せて、生技開発に専念することになるので

しょうが、事業部の生技でできる開発のネタはそうはありません。結局は技術員室は

ダブった組織となるのでしょう。（A 社自動車工場）も（車種 1）のフルモデルチェン

ジ、（建屋）でも（車種 1）生産、（車種 2）のマイナーチェンジと 2010 までが大変な

年だったのかも知れません。（A 社自動車工場）に技術員室を作るかどうかは、昔から

上記の様な議論があります。最近は「コラボ」で対応している様にも見えます。 

 

 M 氏の回答は、この節で考察した①技術員自体の質と②生産車種の変更頻度と③工場の

数や本社との距離などの組織的・物理的な条件によって技術員室（ライン内スタッフ）の

必要性の認識が変化するという論理と整合性があるといえよう。特に、M 氏の回答の一部

である「トヨタの様に沢山の車種を抱え、次から次へと新車生準が続く会社は、技術員室

が必要です。（A 社自動車工場）も生準が立て込んだ時には有効でしょうが…」という部分

は、ここでの考察とも一致している。ただし、M 氏は当時海外出張中であったので、真相

は現場の責任者に問い合わせた方がよいと答えている。そこで、当時の責任者（製造部長）

であった O氏に口頭でこの点について問い合わせてみると、下記のような回答が得られた。 
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技術員室という組織が製造部にある時期もあったが、一度解体されて各課の技術係

となった。ただし、ボデー課の再編と同じく、必要に応じて課や室を改編したり、

再度復活させたりというように組織設計を変更している。保全課なども、他の部署

が「これは保全課の仕事だ」と言って設備保全の仕事を任せきりになるような不健

全な状態が続くと、部長の判断で保全課を解体して各課の保全係を置き、各課がそ

れぞれ設備保全の責任を取るようにさせることもあった。 

 

 すなわち、必要性に応じて解体されたりまた復活したりするということである。ここで

の議論をまとめると以下のようになるだろう。 

 生産車種が多い、マイナーチェンジ・メジャーチェンジが頻繁だと調整の必要性が増

加するためライン内スタッフの必要性が高まる 

 工場の数や本社と工場との距離などの企業の物理的な条件もライン内スタッフの必要

性を高める場合がある 

 ライン内スタッフの構成員の質によっても当該組織の必要性の認識は変化する 

 ライン内スタッフは、作業者からみた必要性または経営層からみた必要性、一定の水

準を下回ると、経営トップ層によって廃止されてしまう 

 

 

補 2.3 トヨタ自動車定年退職元技術員のオーラル・ヒストリー70 

 それでは、トヨタ自動車における技術員室・ライン内スタッフ組織の定着にはいかなる

要因が必要だったのだろうか。これを明らかにするため、1960 年代という比較的早期にト

ヨタ自動車に入社した人物のオーラル・ヒストリーを記す。これは、2014 年 6 月におこな

われたインタビュー調査時に収録されたテープレコーダーの書き起こしに対して、2017 年

11 月 7 日および 11 月 9 日の 2 回、ご本人による修正がおこなわれたものである。 

 前提として、当時は大野耐一氏が鋳造などの徒弟制度的な職人芸が必要な部署の生産現

場の技術を、なんとか技術的に体系化して会社のものとしたいという事情があった。こう

した技術を吸い上げるために製造現場採用の大卒者が必要となっていた。 

 

                                                   
70 この節で用いているインタビューは、東京大学ものづくり経営研究センター特任研究員・芦田尚道氏を

代表として、二松學舍大学専任講師加藤木綿美氏および筆者でおこなった共同調査の成果である。 
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X 氏への質問および X 氏による回答 

Q：鋳物の製造のように工長の技術に頼る部分が大きいところにおいて、工場技術員は当時

相手にされていたのか？ 

 

A：1960 年代後半では，大衆車カローラ専用に全く新しいエンジンが設計され、そのエン

ジンのために高度に機械化された専用のシリンダーブロックの鋳造ラインが建設された。

立ち上がり当初の 2 年間は、設備故障が多発して可動率は 50～70％しか無かった。 

 当時組立工場は定時より数時間前にエンジン欠品の理由で停まったりした。そのためカ

ローラは極度のタマ不足で、ディーラーの親爺さんが土下座してカローラを仕入れたと噂

が立つほどだった。もし、エンジン工場の鋳物ラインの故障がなければ、マツダのファミ

リヤや日産サニーは駆逐されていた…と思う。 

当時は溶けた鋳鉄を鋳型の中で所定の形に固めることは出来たようだが、注湯時の飛び

散る火花の制御が出来ず、コンベアの中に入ってラインを停めてしまったのだった。 

もう一つは、制御の考え方にあった。巨大な自動化ラインを一つの制御系で作ってしま

ったので、どの工程でチョコ停異常が起きても全ラインが停まる拙さがあった。 

大野耐一専務（当時）が陣頭指揮で大改修をおこなったが、それはラインを多数の島に

分けて、それぞれが自律分散の制御系を置くこと。島と島の間には適度なクッション在庫

を置き、島で散発するチョコ停がライン全体に影響しないようにしたことである。 

ここから、自律分散の大切さを学び『トヨタ生産方式の基本原理』になっていった。 

 

この時代は現場の工長が持っているノウハウに頼り、現場任せになっていた生産管理を

サラリーマンの技術職に移し、組織的な生産管理体制の構築をして行く活動期であったの

だった。言い換えれば、技術を個人のものから組織のものにしたということだ。八幡製鉄

でも、製鉄工の持っているノウハウ（技術）を大卒の技術員が吸い上げて、コンピュータ

のプログラム化して行き、暗黙知をどんどんどんどん学術的な形式知にしていったときい

ている。 

私が実習した頃は、まさに大衆車ブームと共に組織的量産体制が確立されようとしてい

た時代でもあった。 

 

Q：工場技術員が技術を吸収しようとしている最中だったのか？ 
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A：私がいた車両工場では、板金溶接や、車両組立では工長の技能の優位性は消えていた。

残っていたのは、プレス型にまつわる品質問題と、塗装の上塗り品質で、これらは工長の

神通力無しでは解決しなかった。 

 

Q：技術員室はいつから存在したのか？ 

 

A：これに関しては、原田武彦氏の、『モノの流れをつくる人』71という本があるので参考に

して欲しい。原田氏とは、私が生産調査部のときに一緒であった。彼は機械回りの技術者

で、本当に現場のことを考えていた。 

最初の技術員というのは、現場作業者に中からよくできる人材を抜いてきた。大野耐一

氏は、「現場は人を減らさないと活性化しない」と考えていたからだ。「10 人みんなでナア

ナアと仲良くやっていると進歩しないから、その中から無理やり 1 人か 2 人抜いちゃえ」

という事だった。しかも「一番できるほうから抜いちゃえ」ということだった。そうすれ

ば現場は困り、困れば改善する意欲が出てくる。その改善しようという意欲が出たところ

で、抜き出された人たちが助っ人にまわり改善を進めさせる方法を採った。つまり、10 人

いたら 2 人くらい抜いて、それで残った 8 人でうまくやる方法を皆で考える。皆で考えた

改善案を抜いた 2 人の人が具体化する。「お前、一番できるやつだな」という人を抜くわけ

だから、抜かれた人材から見れば、手の打ちようが分かる。そのようにした現場から抜擢

された作業員を技術員と名付けたという。最初は大卒とかの事務員じゃなくて、現場の技

能系の人から構成されていた。 

  

初期の段階としては、現場の問題点を発見しようとするには、現場を不自由にさせない

といけない。だから、無理矢理課題を与えて、できない状況にする。もうちょっと違うこ

とを言うと、ル・シャトリエの法則というのがある。化学反応で、窒素と水素を混ぜてタ

ンクに入れてまぜるとアンモニアになるというものだ。 

3H2＋N2 ⇔ 2NH3   3 モル＋1 モル ⇔ 2 モル 

分かり易く言えば、 

1 気圧で 3 立米の水素と 1 立米の窒素が化学変化で 2 立米のアンモニアになる、という反

                                                   
71 原田 (2013) 参照。 
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応なのだが、ところがこの化学反応は特殊で、日和る分子が多いのだ。直ぐ反応を起こす

分子と、外的条件を見ていて反応する分子と、最後まで抵抗する分子がいることが分かっ

ている。つまり外的条件に合わせて化学反応の進み具合が変わってくるのだ。 

圧力が低いと水素同志、窒素同志がくっついているのが心地よく反応が左に進む。圧力

が高くなると窮屈になるので、アンモニアになっていく。言い換えれば、4 モルのほうが居

心地がいいのか、2 モルのほうが居心地がいいのかの違いである。居心地のいいほうに、化

学物質も分子も動く。だから当然現場も居心地が悪いようにすれば、居心地のいいほうに

動くのだ。 

これを発見した人に因んで ル・シャトリエの法則という。 

 

この法則のように、現場に対して 100 回説明するより現場の環境を変えないとダメだよ

ということ。この外部環境を変えるのが、経営者の役目なのだという事を大野耐一氏は身

を以て説いたのだということ。職場で、5 人で仕事をやっていて「全然問題なく回っている

よ」と言うなら、それで満足していること自体が経営者・管理者として問題である。5 人だ

ったら 4 人にしなさいと、4 人でやってどれだけできるかということ。そして、それででき

るようになれば、この一人の分だけ新しい仕事に回せる。そうして、その分だけ生産性が

上がる。そういう課題を持ってやらないといかんよということ。それで、その技術員室を

つくるっていう元は、要するに課題をつくっていかないかんということなのだ。それで、

部下に対して、いつも緊張感持たせるために、あれをやって見よ、これに挑戦せよと、職

場の課題解決に向けて様々なテーマに取り組ませた。特に大きなテーマは段取り替え時間

の短縮であった。 

トヨタの基本コンセプトは日本の伝統である『日々精進』にある。 

「一日もムダにしない」「今日は何の日、何やる日？」「今日は、私は何を伸ばすの？」。

学校で毎日新しいことを勉強するのと同じように、現場に入っても、今日は何に挑戦する

のか、それぞれの場面で挑戦するテーマがあるはず。大増産なら、全員入れて、それでも

足りないのをどうやってやるかとか。減産になったら、余剰人員をライン外に出し、かね

てからやりたかったいろいろな実験なんかをやらせる。自分の使っている設備の総点検を

させる。まったく新しい作り方に挑戦する。どんなときでも何かに挑戦する。これが基本

コンセプト。 
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Q：実際に高岡工場で技術員になられたあとのことを時系列で回想するとどうなるか？ 

 

A：組織の話をすると、高岡工場は工場長以下、工務部、製造部、検査部と工場管理室があ

った。工場管理室は工場長直属のスタッフで、地域対策、新工場建設、工場全体運営業務

をおこなっていた。特色があったのは「製造部」だった。 

普通の会社は、プレス部、車体部とか塗装部とか総組立部といったように職種別に分か

れている。要するに、色気のない鉄板の世界で、板をプレスして曲面にし、それを継ぎ合

わせてドンガラつくる世界がまずある。それから、色を塗って車に仕上げる人もいる。こ

れらは文化が違うから、多くの会社では、車体部と総組立部とが普通分かれている。とこ

ろが、当時の高岡工場だけは全くの縦もちで、プレスから完成車になるまで一人の製造部

長が面倒をみる事になっていた。これが、ものすごく改善に効いている事が後で分かった。

具体的には、プレスのバリや溶接ナットの歪みなど、上流工程の日常管理の甘さから来る

不具合で、後工程は大変な迷惑を被っているのが常であるが、この両社が同じ部であるこ

とで、フィードバックがスムーズにおこなわれ、そういった不具合は激減した等々･･･。 

その製造部には、部長直属のスタッフという位置付けの、技術員室という組織があった。 

その技術員室の大将が A さんだった。その当時、課長で、何でも屋さんの、ものすごく

頭の切れる課長だった。高岡工場をつくるときの建設委員で、現場の指揮をしていた。そ

れから、その下に B 係長という塗装のオタクが居た。ときどき、実験室に籠って何やら試

験管いじくって、面白いことをやっていた。 

その下が、車体工場建て屋にあるプレス G（グループ）、ボデーG、組立建て屋にある塗

装 G、組立 G に分かれていた。私が入社配属になったのは組立建て屋の組立 G であった。

組立 Gには、私より 2 年上でリーダー格の大卒 C と、同年の大卒 D、（私は院卒）、同年の

高卒 E（彼がルノー工場の文献を参考に高岡の組立工場のレイアウトを描いたという･･･）

若手の高卒 F と G がいた。塗装 G には、先の B 係長の下で、高卒で同年の H（塗装工場

のレイアウトを描いた）、私と同期入社の大卒 I、年下の高卒 J と Kといった顔ぶれだった。 

プレス G 車体 G も同じような顔ぶれであった。 

 

技術員室というのは名ばかりで、殆どが現場の御用聞きのような仕事をしておった。床

や建物の修繕工事の発注、新しい治工具の開発と発注、現場で発生した設備・品質問題の

解析、現場 QC サークル活動の技術的な支援等々、ラインから離れられない現場の職制の
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使い走り的な仕事が大半だった。 

私が入ったときに、室長の A さんからガーンと言われた言葉が強烈だった。「上司として

お前に、あれをやれとか言う仕事は何も無い。自分が現場に出て、自分で仕事を見つけ、

拙いところを直して廻れ。」「ただひとつ心しとけ。銭を稼いでいるのは現場で作業してい

る人たちなのだ。お前、一銭も稼いでいないのだ。現場の稼ぎの上前をはねているヒモと

同じなのだ。」「現場では、みんなが汗を流して仕事している。その汗の一滴でも二滴でも

減らすことを考えろ」と。「それらの改善を累積していって、お前のもらっている給料の 10

倍から 100 倍稼げ」ということだった。「まあ、とりあえず年間１億くらいの改善をしろ」

「俺は何も言わんから」と。それで、「工場長になったつもりで現場を見て歩け」と言われ

た。 

その後もうちょっと経ってから、「技術員室というところは、良いことの一つや二つ成し

遂げたとしても上司に報告する必要はない。良いことをすれば、受益者であるラインのほ

うから伝わってくる」とも言われた。技術員がいいことしたときは技術員が褒められるん

じゃなくて、ラインが良くなってラインが褒められる。それで、「悪いことしたときは、す

ぐ報告してこい」と。これが、後になって本社から来た上司にその通りにやったら、同僚

が逐一報告していたので何もやってないと思われて、ひどい目に遭うのだけど････。つま

り、いいことは報告書を書いてくる必要はないから、現場に書いて来い、ということ。ま

ずいことをやった場合は、すぐに上司が手を打たんといかんから、すぐに報告せよという。

これが、ちょっとユニークなことである。 

それで、とりあえず現場に行くと、やりにくい作業をいっぱいやっている。設計的なこ

とで手を打たんといかんことがいっぱいあった。その中の一つが『ボルト締め付け作業』

だった。 

バラバラの状態で納入されていたので、現場作業者は、一本一本のボルトに平ワッシャ

ーとスプリング・ワッシャーをはめ込んだ状態にして、そのボルトを使ってボデーに部品

を締め付けていたのだった。これが大変な作業だった。平ワッシャーとスプリング・ワッ

シャーをセットすること自体が手間取る作業で、これを締め付け工具のソケットレンチに

入れた（嵌め込んだ）状態は不安定で落下しやすかった。落下すれば手間取り作業が遅れ

る。 

落下した後それを拾い集めて再びセットして締め直すことは、手間取るのでラインを停

めてしまうことになる。現場の作業者はそれが嫌だった。 
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予めワッシャー類をセットしたボルトをラインサイドに置けば、落下したときにそのセ

ットしたボルトを使うことで、ライン停止は免れる。それで現場の連中は暇さえあれば、

昼休み使ってゴム粘土を代の上に板状にして置いて、その上にボルトを立てて、ワッシャ

ー類を嵌め、セットした状態で準備していた。笑い話みたいだが、それを準備するために、

ボルトとワッシャーの入った通い箱を持ち出して、寮へ帰って夜なべ仕事でやろうとした

人が、守衛さんに捕まったこともあった。それ程の問題だったのだ。 

大野耐一氏は、ライン巡視の時にその準備したボルトを見て、「仕事熱心で有り難う」と

言うかと思いきや、烈火の如く怒り、その場で捨てさせた。多くの人は、「何という不人情

なことを言う人か」「非情な人」と思った様子だったが、大野耐一氏の本心は別にあった。

怒りは管理監督者に向けられたものだったのだ。 

本来の組立作業とは。ひとつ一つの作業は、誰でも楽々出来るように工夫して置いた上

で、その仕事を各自に目一杯割り付け、編成効率の高さを競う改善に進む事を目指してい

た。この目指す方向とは真逆の、作業の改善をせず、はみ出した部分をサービス残業でや

らせておいて自慢げな顔をしているラインの管理者を叱っていたのだった。 

此処に大野氏の改善哲学を垣間見た気がした。 

 

さてボルトの問題に戻そう。 

短絡的に考えれば、ボルトとワッシャーをセットする機械を考え、ラインに導入するこ

とが今までの技術員室の仕事である。 

しかし、組立工場では 1 ラインあたり数百本のボルトを使っている。その組立ラインそ

のものも、当時でも本社には一応 2 本あって、元町に 2 本、高岡に 1 本。協力会社を入れ

れば 10 ラインを越していた。それぞれがボルトにワッシャーを組み込む装置を作っていた

のでは、幾つあっても足りないし、費用は莫大になってしまう。 

それで、そのひとつひとつのラインのところへ行って作業のやり方を考えるよりも、元

のボルトメーカーか、ワッシャーメーカーのところへ持って行って、その部品そのものを

セットして持ってくるようなことを考えないと、意味ないよな、と考えた。 

たまたまある展示会でセムスボルトという名前でボルトにワッシャーとスプリング・ワ

ッシャーをセットして付けてあるものが売られていることを知った。これだと思った。と

ころが、そういう新製品というのは高価である。なぜかというと、世の中のものは原価の

積み上げでものの値段が決まると思ったら大きな間違いで、値段ってやつは行き掛りで決
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まるためである。原価を積み上げて値段を決めるほど精緻な原価管理はその頃できていな

い。もっと言うと、役員同士が「お前のとこの年商いくらだ？」、「まあ、（利益の）何円分

くらい出すわ」と言って、それぞれの系列会社が最初に年額を上のほう同士で話し合いし

ている。何をやるかの前に金額が決まっているのだ。部品の値段なんてあってなきがごと

しで、放っておくと去年の値段と比べて今年は 5%減らそうなどとなる。だから、古いもの

っていうのは、全部、毎年毎年 5%減らせるから、どんどん安くなっている。そしたら、そ

の落とし前をどこでつけるかって言ったら、新しい製品に乗っけるしかない。つまり、新

しいから高いのではなくて、新しいから値段をふっかけているわけである。 

しかし、実際はフォードが言ったように、量産すれば値段が安くなる。そういうところ

が頭にあったから、「これは直さないといかん」と思った。それで、話が前後するが、技術

部に殴り込みをかけて、新車開発後の次の新車の現場から入っていくのだが、そのときに

いちばん先に頼んだのが、ボルトをワッシャー付きのボルト、つまりセムスボルトにして

くれということだった。入社 2 年目の若造が、工場長に成り代わって「お願いします」と

言った。 

翌年から始まったトヨタとしての初めての組立工程のコンカレント・エンジニアリングG

としての『試作車検討』は、高岡工場の組立て担当の技術員が現場の生産準備班と共に参

加しておこなわれたが、そのメインテーマの一つがセムスボルト化だったのだ。結果とし

て 1970 年 4 月に立ち上がったカローラ 2 代目にはセムスボルトが全面採用になった。 

この年以降クラウンやコロナがモデルチェンジしていくが、これ以降モデルチェンジの

度にセムスボルトが採用されていった。 

 

 

 

補 2.4 ディスカッション 

この節では、A 社の事例と、トヨタ自動車 X 氏オーラル・ヒストリーとを解釈していき、

ライン内スタッフ組織が機能するには何が必要なのかについて考察する。まず、前提とし

て、ライン内スタッフ組織のような組織図を採用できるのは大野耐一氏のような経営トッ

プ層である。仮に、1 工場レベルにおいて新しい形態の組織を採用して、それがうまくいっ

たとしても、それを全社の複数工場に採用する場合には、全社的な組織設計をおこなう権

限がある人物が必要となり、そうした権限は経営トップ層にあると考えられるためである。
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これに加え、オーラル・ヒストリーの中でも言及されていたように、工場長のような立場

で、工場の QCDF（品質・コスト・納期・フレキシビリティ）向上のために必要な調整を

おこなっていくには、全社レベルでこうした調整役の権威が受容されている必要がある

（Barnard, 1938）。そのためには、全社としてこうした組織が採用されていることが認識

される必要があり、そのためには経営トップがその重要性を認識し、それを全社的に伝え

る必要があるだろう。 

また、工場技術員を「御用聞き」や「ヒモ」などと回想する場面があったように、ライ

ン内スタッフの個々人もまた、現場のために何が必要かの情報を仕入れ、現場の助けにな

ることをして生産現場から受け入れられないといけない。こうした事情は、C 社にみるよう

に企業の生産拠点の数や生産車種の違いによっても変化し、生産現場の困りごとを解決し

てくれる存在としてのライン内スタッフの重要性が生産現場から認識されづらい状況にな

ると、「上から目線で役に立たない」という評価になってしまい、最終的に廃止されてしま

うこともある。 

このように、ライン内スタッフが現場から信頼され権威受容をなされることによって機

能することは、第 5 章で述べた通りであるが、こうした議論はオーラル・ヒストリーでも

確認された（表 28）。そして、現場から権威を受容されるためには、セムスボルトの使用の

例にみるように、作業者の役に立つことを技術的な知識によって解決し続けていくことが

必要であった。そして、権威を受容するのは現場側であるため（Barnard, 1938; 野中, 1990）、

トヨタ自動車元社長（現相談役）渡辺捷昭氏の言葉を借りれば「現場に役立つ知識と知恵

をもって、目線は下から」という心掛けでなければ現場からの信頼を得ることは難しい72。

こうしたことを戒めるために、オーラル・ヒストリーに登場した山本巌氏も技術員室・ラ

イン内スタッフを「ヒモ」と表現し、「現場でみんなが汗を流して仕事してる。その汗の一

滴でも二滴でも減らすことを考えろ」「それらの改善を累積していって、お前のもらってい

る給料の 10 倍から 100 倍稼げ」「まあ、とりあえず億稼げ。年間１億くらいの改善をしろ」

と発言したといえるかもしれない。 

 

                                                   
72 渡辺捷昭氏に対する 2014 年 2 月 20 日インタビュー調査による。 
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表 28 ライン内スタッフの定着度と複数要因比較表73（出所：筆者作成） 

 

 

このように、ライン内スタッフ組織は経営トップによる組織設計によって発生も廃止も

なされるものであるが、それが有効に機能し続けるためにはライン内スタッフの一人一人

が生産現場の立場に立って、生産現場の役に立つよう知識と知恵を用いて問題を解決する

よう日々努力し、その結果として現場と経営トップとの両方からの信頼を継続的に得るこ

とが必要であった。 

 

 

補 2.5 小括 

 改善活動にはライン内スタッフが重要な役割を果たすこともあり、ライン内スタッフ制

の採用によってイノベーションとしての改善活動の平均規模を変化させうることは、第 6

章のシミュレーションによって明らかになった通りである。しかし、現実の経営において

は、経営トップによる組織設計の他にも、ライン内スタッフ組織を構成する組織成員の一

人一人が日々現場のために知識と知恵を持って努力をし、目線は下から生産現場に接近し

ていく必要がある。そのため、ライン内スタッフ制の採用も一朝一夕には達成されないも

のであることが判明したといえよう。 

 このように、補章 1 と補章 2 では、これまでの本論文の議論をもとに、残された議論と

して、改善活動をおこなう調整形態を変化させるためのマネジメントについて考察した。

そして、改善活動を分権的な組織でおこなうために権限委譲を実行するのも、ライン内ス

                                                   
73 基本的に第 9 章のデータから作成しているが、適宜第 4 章・第 5 章のデータを活用している。 

A社ライン内スタッフの概況 トヨタ自動車ライン内スタッフの概況

定着度 2010年廃止、2017年再結成の可能性 定着

職歴 現場直接作業者経由 技術者経由・生産技術部等への出向経験あり

教育歴 高卒が大半、まれに高専卒・大卒 大卒・大学院修了が大半

作業現場への態度 「上から目線」との評価あり
「現場に役立つ知識と知恵をもって、目線は下から」

「銭を稼いでいるのは現場で作業している人たちなのだ」

A社自動車生産工場の概況 トヨタ自動車高岡工場の概況

生産準備の頻度 頻繁ではない 頻繁、1ラインで5～8車種の生産可能（変種変量ライン化）

戦略的立ち位置 稼ぐライン、地に足のついた改善 先端的な改善活動を生み出すライン、変種変量ライン
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タッフ制の採用にも、全社的なマネジメントの努力とライン内スタッフたちの努力とが必

要であることがわかった。 
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