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新しい5Sを創ってみました

従来の5Sの実態
日本のモノづくりを改善・管理する手法で最もポピュラーなのは、何と言っ
ても 5S でしょう。私は 34 年間、製造現場で仕事をしていますが、
「5S は職場
の基本」
「5S は永遠」という言葉を何度聞いたかわかりません。しかし、5S
に関してきちんと教育・訓練を受けたかというと、全くその記憶がありません。
私のお客さまに聞いても、
「5S という言葉は知っていても、具体的な教育は受
けたことがない」というのが答えでした。
それらの方々に自社・自職場での 5S の実態を話し合ってもらうと、
「目的
が不明確」
「効果が出ない」
「指示があいまい」
「お客さまが来る時のイベント
になっている」など問題だらけでした。5S という言葉があまりにも有名にな
りすぎて、今さら何をどうやるのかは聞けずに、結局、床を掃除し、ペンキを
塗るというのが実態のようです。もちろん、5S でうまくやっているという会
社も、中にはあるとは思います。しかし、そのネームバリューに比べて 5S は
問題点だらけ、という認識を私は持っています。

従来の5Sの6つの問題点
従来の 5S の問題点は、6 つあります。
①効果が出ない。どの活動で、どういう効果が出るのかがあいまい
②効率が悪い。同じ活動をず～っとやっている
③定着しない。いつの間にか戻ってしまう
④上記①～③の結果から、活動に終わりがない
その背景として、下記の 2 つが挙げられます。
⑤ 2S のすばらしさに比べ、3S、4S、5S の内容が乏しい
⑥組立産業に特化しすぎ、そのままでは他の産業で使いにくい
そこで、これら 6 つの問題点を解決し、これからの時代にふさわしい新し
い 5S を創りました。
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従来の 5S の実態

目的が不明確
５S やれ～！

効果が出ない

手段（５S ）が目的

やり方がわからない

イベント的

指示があいまい

機械回りの掃除
社長が来る時のみやる

やらされている

言われたからやる
意味もわからずやる
定着しない

真剣にやらない

５S
５ のための５S
のための５
お客さまの来社時にあわててやる
床のみの掃除

教育・訓練がされていない
ただの掃除やペンキ塗り

見えないところに隠す

その場しのぎ

人が代わると散らかる

何でも５S で片づける

いつまで経っても定着しない

５S より目の前の生産

６つの問題点

１．効果が出ない
＋

２．効率が悪い
＋

３．定着しない
４．終わりがない

２Ｓすばらしい

５．３Ｓ、４Ｓ、５Ｓの内容
が乏しい
組立産業に特化しているため

６．そのままでは、他の産業
で使いにくい

解決
これからの時代にふさわし い新し い５Ｓの創造
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₂

5Sをやりたくなる本当の理由

なぜ、やりたくなるのか
いつの時代でも私たち製造業は、PQCDSM を向上させ続けなくてはなりま
せん。そのツールが 5S です。そういった意味で、5S を刷新する必要がありま
した。
本書で紹介する 5S は、従来の 5S が持つ 6 つの問題点を解決したものです。
今まで 5S をやらせていた管理・監督者、やらされていた作業者双方のストレ
スを一気に解消するものになっています。その思いを込めて、やりたくなる
5S と名付けました。

2S：整理・整頓 ☞ 安全で働きやすい職場を創る
テーマは、安全で働きやすい職場を創る、としました。整理・整頓をワンセ
ットにし、従来の考え方と進め方を踏襲しながら、更地化という進め方で効率
を追求しました。更地化により、モデルエリアの整理は 1 日で終わり、工場全
体の 2S も 1 カ月で完了します。
効果は、安全の確保と歩くロス、探すロス、および購入ロスの 3 つのロス
の削減です。

3S：清掃 ☞ 止まらない設備に育てる
テーマは、止まらない設備に育てる、です。従来の TPM を改良し、短時間
で設備のトラブルをゼロにする手法を開発しました。基本的な考え方は、20
の原則を復元すれば設備トラブルはなくなる、というシンプルなものです。
効果は、故障ロス、チョコ停ロス、不良ロスの 3 つのロス削減です。
モデル設備のチョコ停、不良は、設備を 1 日止めるだけでゼロになります。
横展開は、最終的には 3 時間で行えます。それを工場全体に拡大し、予防保全
体制を 1 年で築いていきます。この 1 年は、まさに設備と人との共同作業であ
り、設備を止まらないように育て上げる 1 年になります。
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6 つの問題点を解決した 5S が、やりたくなる 5S

〈2S〉

テーマ： 安全で働きやすい職場を創る
従来の２Ｓの考え方・進め方を踏襲
整理の効率的方法として更地化を導入

効果

歩く、探す、購入ロスの削減

期間

エリア：１日
全体：１カ月

難易度

１：誰でも短期間でできる

ポイント

更地化で２Ｓが１日でできる

【進め方】
現状分析
不要品の排除
置き場所の決定
置き方の決定
取り出しやすさの追求
目で見る管理
しくみづくり

〈3S〉

テーマ： 止まらない設備に育てる

従来のTPMを短期間で効果が出るように改良
20の原則整備で、設備トラブルをゼロにする

効果

故障、チョコ停、不良ロスの削減

期間

モデル：１日
横展開：３時間
全体 ：１年

難易度

５：保全技能が必要

ポイント

20の原則を整備すれば、
設備トラブルは必ずゼロになる

【進め方】
データ分析
改善対象の明確化
全体清掃
3現・2原シート
分解清掃
メカニズムの解明
定期点検
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もっとやりたくなる5Sへ

3S に加え、モノづくり現場の永遠のテーマ、異物と人に 4S、5S でチャレ
ンジします。この 4S、5S で、さらにやりたくなるはずです。

4S：清潔 ☞ クリーンファクトリーの実現
4S では、クリーンファクトリーの実現をテーマとし、異物不良と戦います。
異物ゼロへのアプローチは、完全なオリジナルです。半導体工場、電子部品工
場、自動車工場で異物不良を実際に削減した経験則を体系化し、つくり上げま
した。もし、異物不良に困っていたら、この 4S から始めてもよいでしょう。
効果は、異物不良の削減です。異物の除去により、設備トラブルも減ります。
異物との戦いには最も時間がかかり、モデル設備（エリア）で 6 カ月かかりま
す。ただ一度、異物不良の発生メカニズムを解明すると、その後は意外と楽で、
12 カ月もあれば異物不良ゼロ（極小）のクリーンファクトリーを実現するこ
とができます。

5S：躾 ☞ 人生産性の向上とポカミスの撲滅
人は、工場にとって永遠の課題です。5S ではテーマを、人生産性の向上と
ポカミスの撲滅、としました。具体的には、標準整備、ポカミス対策、新たな
教育・訓練のしくみづくりを進めます。
効果は、AT ／ ST 差ロス、ポカミスロス、不良ロス、教育・訓練ロスの 4
つのロスの削減です。
5S は 2S と親和性が良く、人が多い職場は 2S の実施後 5S を移行するのも
よいと思います。
1 つの標準を整備するのに 1 日、それをビデオ標準にするのに 1 日。全標準
を整備するのに 6 カ月から 1 年かかります。ポカミス対策は標準整備と並行し
て進め、1 カ月から 6 カ月かけます。そして、全体を 1 年で仕上げます。
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