第１章

VM
（見える経営）活動による
管理・間接部門改革

１．国内製造業を取り巻く経営環境と
管理・間接部門改革の遅れ
2012 年になっても 2011 年同様、国内におけるデ
フレ経済と超円高の定着化に加え、ヨーロッパの

競争に打ち勝ち、発展していくためには、管理・
間接部門の体質改革を図ることが必要不可欠であ
る。

２．管理・間接部門改革の必要性

金融危機とアメリカの不景気に起因する世界的な
不況により、日本の製造業を取り巻く経営環境は
ますます厳しさを増してきている。
このような厳しい経営環境の中で生き残りを図
るために、資金力のある大企業は、国内の工場を
閉鎖して中国や東南アジアなどへ工場を移管して
製造原価の低減を図っている。
また、業種特性や資金面、人的面などの制約か

最近、このような企業を取り巻く厳しい経営環
境の中にあって、管理・間接部門の業務効率化を
中心とした改革に取り組む企業が急速に増えてき
ている。
その必要性について図１に箇条書きで記述した
が、以下に詳細に述べてみる。

１．管理・間接費の低減によるトータルコスト

ら工場を海外に移管できない企業も数多くあるが、 の低減
これらの企業は、従来にも増して生産現場の改
善・改革に取り組んでいる。

わが国の製造業で多くの企業が、賃金の安い東
南アジアの各国や中国へ工場を移した結果、総原

一方、工場の管理・間接部門である設計・開発
部門、技術部門、生産管理部門、調達部門、経

の合理化の推進などによって、昔に比べるとはる

革 の 必

かに全体の社員数に対する管理・間接部門の人員

要

構成比率は高くなってきている。

性

ないのが実態である。しかしながら、工場の中国
や東南アジア諸国への移管や国内工場の生産現場

わが国の製造業が、今後、内外の激しい企業間
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管理・間接部門の業務と管理
の質と精度の向上

改

などの理由から製造部門に比べて改革が進んでい

門

いこと、改革をやりたくない抵抗勢力が多いこと

部

低いこと、業務改革の進め方に関する知識が乏し

管理・間接費の低減による
トータルコストの低減

接

多くが、管理・間接部門の効率化に対する関心が

管理・間接部門改革の必要性

間

古くから叫ばれてきているが、経営者、管理者の

理

要性がコンサルタントや一部の経営者によって、

図１
管

理・総務部門などにおいては、業務の効率化の必

管理・間接部門による付加価値
・利益の造出

超過勤務時間の削減による社員の
健全でゆとりある生活の実現
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価の中に占める製造直接原価（主に直接工の人件

いにしておけば、ほめられて仕事を出してもらえ

費）が大幅に減少した。また、海外に生産拠点を移

るのがわが国企業の実態である。
しかし、多くの工場の生産現場で顕在化する過

さない企業においても、生産現場の改革を進めた
結果、製造直接原価は減少している。

剰在庫、欠品、納期遅れ、不良、生産性の低下、機

そのため、管理・間接部門の人件費と間接経費

械故障などの「悪さ、トラブル」をもたらす原因

の占める比率が相対的に増大しており、今や、コ

の 30％から多いところでは 80％ぐらいは、実は製

スト競争についていえば、製造直接コスト競争か

造部門以外の管理・間接部門、営業部門の非効率

らトータルコスト競争に移ってきている。

性によるものである。

たとえば、中国に工場を移すと製造直接原価の

したがって、管理・間接部門や営業部門につい

総原価の中に占める比率は、きわめて低くなるた

ても、改革を進めて効率的で質の高い、精度の高

めに、生産現場の改善に力を入れて作業者を削減

い業務と管理ができるようにするとともに、管

しても、会社全体の収益向上にはあまりつながら

理・監督者のマネジメント力を向上させることが

ない。それよりも、日本の本社、支店、営業所、工

必要である。

３．管理・間接部門による付加価値・利益の造

場などで管理・間接部門の業務効率化を図って、
余分な人員と経費の削減を図った方が経営的なメ

出

リットが出るということになる。特に大企業の本

今日の管理・間接部門は、単に直接部門を支援

社などは、余分な人を抱えていたり、業務の生産

するスタッフやサービス部門という位置づけだけ

性が低かったりしているために、超過勤務時間
（残

にとどまらず、自ら改革して付加価値や利益を生

業時間、休日出勤時間）
が多くて、人件費の増大を

み出すことが求められている。

招いているケースが多い。したがって、工場の管

たとえば、企業が生き残り、さらに発展してい

理・間接部門はもちろんのこと、人件費や事務経

くために、開発・設計部門と生産技術部門では、

費の削減に取り組む必要性のある本社、支店など

高品質で付加価値の高い製品を短期間で開発し、

においても、業務の効率化を中心とした改革を推

量産化することが重要な役割、使命である。そし

進することが必要である。

て、この役割、使命を果たしていくためには、今

２．管理・間接部門の業務と管理の質および精
度の向上

まで、あまりやられてなかった部分、すなわち、
計画的、組織的、戦略的に業務を進めていく管理

従来、多くの製造業では、工場において、全社

体制の整備と、管理・監督者のマネジメント力の

的生産（工場）革新活動を展開してきたが、全社と

向上を実現していくための改革を進めていくこと

いうのは名ばかりで、つねに主たる対象になるの

が必要である。

は製造部門（生産現場）であった。工場の管理・間
接部門である開発・設計、生産技術、生産管理、

４．超過勤務時間の削減による社員の健全でゆ
とりある生活の実現

調達、品質管理などの部門は、全社的活動の中に

一般的に、生産現場に比べて管理・間接部門に

あまり組み込まれてこなかったのが実態である。

従事する社員の多くは長時間労働を強いられてい

例えば、５Ｓ活動に取り組んでいるといっても、 る。すなわち、生産現場の社員の残業時間よりも
熱心なのは生産現場だけで、間接部門の仕事場で

管理・間接部門の社員の残業時間の方が多いのが

ある事務所（事務現場）で５Ｓに取り組んでいる工

一般的に見られる傾向である。こうした現象の多

場はほとんどない。また、得意先の関係者、これ

くは、管理・間接部門においては、生産現場と比

から発注を検討している企業の購買担当者や技術

べて業務の効率化が遅れており、生産性が低いこ

担当者が工場に来ても、視察をするのは生産現場

とに起因している。したがって、業務の効率化を

だけであり、管理・間接部門の事務現場を見る人

中心とした部門改革を実施して、効率化、活性化

は、まったくいないといってよい。したがって、

された快適な事務所作りを目指すことは、単に残

事務所は汚くても、生産現場だけを表面的にきれ

業時間の短縮による原価の低減にとどまらず、
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図２

VM（見える経営）活動による管理・間接部門の改革の目指す姿
収益の増大
業務と管理のやり方の改革

◆社員一人一人の業務予定と進捗状況がわ ◆目標管理業務、日常管理業務の PDCA の
かり、早い段階で問題点が発見でき早期解
管理サイクルをVM ボードの前で日常的、定
決ができる
期的に回している
◆個人の業務の仕掛状態が一目でわかり、計 ◆各部門の VM ボードには重要課題、日々発
画的、効率的な仕事のやり方ができペーパ
生している問題点とその対応の進捗状況が
ーリードタイムが短縮され、仕事のスピードア
一目でわかる
ップが図れる
◆会議室での会議からVM ボードの前でのミー
◆仕事の負荷状態が一目でわかり、適正な人
ティングが増え、管理のスピードが早くなり早
員配置ができる
期解決ができるようになる
◆情報の共有化と業務の標準化が図られてい
る
職場風土改革
社員 1 人ひとりのモラールが向上し、人・組織の活性化が図られている
職場はコミュニケーションが良く、良好なチームワークが確立されている
隠ぺい体質から脱却し、風通しの良い職場風土である
社員の意識改革
◆規律意識、問題意識、改善意識、実行力が身についている
◆活き活きとした顔つきで、ハキハキとした態度で、何事にも前向きな姿勢な社員
職場作業環境の改革
「物の見える化」を実現した５ Sが徹底されている
「業務の見える化・流れ化」を実現したファイリングシステムが確立されている
属人化した仕事のやり方、物の持ち方から組織的な仕事のやり方ができる環境に
なっている

社員の心身ともに健全でゆとりある生活を実現す
るためにも必要不可欠といえる。

３．VM 活動による管理・間接部門改革の
目指すもの

１．広義の VM（見える経営）とは
VM とは Visual Management の略であり、広義
の VM と狭義の VM がある。
広義の VM とは、
「見える経営」のことである
（図３）
。企業のマネジメントとは、方針や目標を

管理・間接部門改革の目的は、４つの改革、す

設定し、それを実現するためのマネジメントシス

なわち、職場作業環境の改革、社員の意識改革、

テムを構築し、それをもっとも効果的に運用する

職場風土の改革、業務と管理のやり方の改革を実

ためのプロセス管理を実施して、方針や目標を達

現することである。この４つの改革の目指す内容、 成し、成果を上げることである。
到達点については、図 2 に記述してある。

この中で重要なことは、方針や目標、マネジメ

そして、この管理・間接部門改革を行うために

ントシステム、プロセス管理、成果のすべてを見

は、中部産業連盟東京本部が開発し、現在多くの

える化して、マネジメントを行っていくことであ

製造業に普及しつつある VM 活動（見える経営活

る。また、この見えるマネジメントを行っていく

動）
を推進することが、効果的である。

ためには、見える方針・目標管理と日常業務管理

４．VMとVM 活動の意義・考え方

の仕組みを確立し、見える管理
（目で見る管理）
＝
狭義の VM を導入、実施することが必要である。
このようなマネジメントのやり方を広義の VM、

VM 活動による管理・間接部門改革の推進手順、 すなわち、見える経営と呼んでいる。
具体的内容などについては、第２章と第３章に記
述することにして、ここでは、VM と VM 活動の
意義・考え方について述べてみる。
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以下に、もう少し具体的に述べてみる。
（1）方針・目標の見える化
通常、企業では、社長が経営方針・目標を設定
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図３

デフレ時代を生き残る工場の管理・間接部門改革

広義の VM ＝見える経営
広義の VM＝目で見る経営（見える経営）
方 針 ・ 目 標 管 理

方針・目標の見える化

マネジメントシステムの見える化
◆管理システム
◆物的システム
◆事務システム
プロセス管理の見える化

日 常 業 務 管 理

企 業 のマネ ジ メント の や り 方

◆全社、部門方針・目標
◆日常管理業務の目標

◆管理サイクル
◆改善管理サイクル
成果の見える化
◆部門成果
（管理指標）
◆全社成果
（財務指標・収益）

狭義の VM＝目で見る
管理
目で見る管理の
仕組み・道具立

◆異常・ムダ・問題
点が見える
◆適切なアクションを
タイムリーにとる管
理

し、これに連鎖する形で下位の部門の方針や目標

目標を達成して成果を上げるためには、プロセ

を設定する。また、日常の仕事や管理業務を行う

ス、すなわち、途中の経過、過程の内容などにつ

場合も目標を設定する。方針や目標の見える化と

いて、Ｐ（計画）
、Ｄ（実施結果）、Ｃ（問題点、原

は、これらの方針や目標を誰でも見ることができ

因）
、Ａ（処置、対策）に区分して見えるようにしな

るようにすることである。

がらレビュー
（検証）
を徹底的に行うこと、すなわ

（2）マネジメントシステムの見える化
マネジメントシステムの見える化とは、管理・
間接部門においては、
「業務の見える化」といって

ち、早め早めに、見える予防的管理サイクルと改
善管理サイクルを回していくことが必要である。
（4）成果の見える化

もよい。この中で、管理・間接部門の管理システ

成果の見える化とは、各部門が目標を掲げて実

ムとは、その部門にとって重要な管理システム、

施した改善活動の成果を、管理指標と財務指標に

たとえば、生産管理部門の生産計画・日程管理、

よってひと目でわかるようにすることであり、終

調達部門の発注計画・納期管理、開発部門の開発

局的には、会社の通信簿である損益計算書と貸借

計画・設計日程管理などの管理システムであり、

対照表に結び付けて、成果を見えるようにするこ

その部門の事務所で誰でも容易に見えるようにす

とが必要である。

２．狭義の VM（見える管理＝目で見る管理）と

ることが必要である。
また、管理・間接部門の事務所では、業務手順

は

書や業務のフローチャートなどの事務システムが

狭義の VM とは「見える管理＝目で見る管理」

整備されて容易に見えるようになっているととも

のことである。内容は図４に記述してあるとおり

に、業務分類表をベースとしてつくられたファイ

である。経営の見える化を実現して「見える経営」

リングシステムが構築されており、業務名の記入

を推進していくためには、この VM の仕組みと道

された背表紙のファイルが、業務の流れの順番で

具立てを製造部門のみならず、すべての管理・間

棚に陳列されていること、さらには業務別、個人

接部門で整備して、業務と管理の見える化を実現

別の業務日程計画や進捗状況などが容易に見える

することと、本格的な５Ｓ活動を推進して物の見

ようになっていることが必要である。

える化を実現することが必要である。そして、異

（3）プロセス管理の見える化
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常、問題点と PDCA がひと目でわかる状態にして、
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