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日系企業の海外生産拠点への生産管理システム導入に際しては、現地における様々
な要件への対応よりも、日本などで実績のあるシステムをベースにとにかく稼動さ
せ、現地では、そのオペレーションの徹底のみが求められる場合が多い。従って、
システム導入の目的や意義に理解が得られないまま、また、その効果を実感するこ
とも無いまま、次第に十分活用されない状態に陥っている場合が散見される。
本稿では、その対応策として、海外拠点のローカルメンバーを巻き込み、その参
画意識を高めるとともに、自ら気付き・考え・行動することを促す、意識改革の取
り組みの重要さについて述べる。「そもそも生産管理とは何か？」といった生産の基
本を、ポイントを絞った知識取得や、実務課題に即した実践的なテーマでの検討演
習を行うなど、従来の生産業務改革/生産管理システム導入の取り組みとは異なるア
プローチを紹介する。
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ま　え　が　き

日系企業の海外現地法人における情報システム
導入に際しては、多くの場合、日本から立ち上げ
のためのエンジニアを多数送り込むなど、集中的
な支援を行うのが一般的である。現地の情報シス
テム部門との連携により、情報システムの活用フ
ローを作成し、それに基づき担当者の教育を実施
するなど、情報システムの定着に向けた作業は定
型化されている。しかしながら、時としてその情
報システムは次第に使われなくなり、十分な導入
効果を上げられていないという状況が散見される。
海外の工場、特に複数の事業部の全く異なる製
品を生産するような場合には、一つの会社であり
ながら事業部単位で異なる工場が運営され、より
情報システムの導入・活用を複雑困難にしている。
設計情報や部材の違い、生産計画作成・調達・製
造方法など、共通要素がないと認識されているこ
とが多い。従って、導入された生産システムは、
その使い方がそれぞれ異なるという問題とともに、
モノ作りの基本情報である部品表の精度が悪い、
部材の受け払いなどの情報入力が的確に行われな
いなど、数多くの運用上の問題も抱えている。
本論文は、このような状況にある海外生産工場
に対して、新たな生産システムを導入するにあた
り、過去の問題を繰り返さないよう、従来とは異
なる取り組みに挑戦した事例を紹介するもので 
ある。

グローバル ICT 導入に際しての問題点

電気機器を生産販売するグローバル企業のA社
は、効率化やマネジメント力の向上が見込まれる
との期待で、10年前に日本で実績のある生産管理
システムを海外工場に導入した。しかし、実際に
は期待に応えるどころか充分活用されない事態に
陥っていた。原因として、以下の事が考えられて
いた。
【原因1】	現地にとってシステム導入の目的が明確で

ない
日本側の方針で導入されたシステムは、あくま
で日本の工場における効率化を目指した仕組みで
あり、現地での様々な問題対応やシステムへの要

望などが検討されず、現地としてのシステム導入
目的が、不明確な状態であった。
【原因2】仕事のやり方が人それぞれ異なる
システム導入前の業務は殆どが人手による作業
であり、属人的なやり方に頼っていた。伝票処理
などのルーチンワークにおいても、作業者の裁量
で作業が行なわれ、伝票量が多い場合などはやり
残しも当たり前であった。このことは、システム
導入後も、データインプット作業がタイムリーに
行われないなどの結果を招いた。いわゆる業務の
成熟度が不十分な状態であった。
【原因3】システム導入は他人事と認識している
システム導入の際、現地スタッフのリソース不
足により、日本からの支援者が主となって導入作
業を行なった。現地スタッフは通常業務優先のた
め、システム導入プロジェクトに充分な時間をか
けられず、支援者任せの状態にあった。また、そ
の支援者も、限られた時間の中で次々に発生する
問題対処に追われ、次第にシステムを立ち上げる
ことだけが目的化し、現場との隔たりが大きくなっ
ていった。
【原因4】システムは信用できない
システム導入後も、前述のようなシステムへの
情報登録遅延、登録モレやミスが日常茶飯事で、
現品と情報の相違をはじめ、システムから出力さ
れる情報が信用できるものではなく、意味のない
ものになってしまった。そして、業務担当者はシ
ステムとは無関係な独自の情報収集・管理により、
業務を行うこととなった。
【原因5】問題があっても直そうとしない
結果的に生産システムは、皮肉にもよりいっそ
うの非効率を生むこととなり、慢性的な生産遅れ
の原因の一つに数えられるようになった。この遅
れを挽回するためにとられた手段は、作業応援な
どにリソースを投入するということのみであり、
本来抜本的対策をとるべきところに手を打つこと
ができないまま、現場もマネジメントも疲弊する
に至っていた。

勝ち残りを掛けた新たな課題と ICT

このような状況を打破するため、A社では、10年 
前の生産管理システムを抜本的に改善する取り組
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みが始まった。
A社は、近年、需要増加の追い風により売上は年々
増加しているものの、日常的な生産遅れや、売れ
筋商品への計画切り替えの柔軟性の欠如による、
販売機会損失が目に余る状態となっていた。その
ため、市場の要求に対応できるグローバルレベル
での在庫と供給量の機敏な調整が必要となり、そ
の結果、すべての業務サイクルの短縮を行なう必
要が生じた。例えば、需要対応のための納期回答
の短縮や、供給対応のための生産の月次から週次
化が上げられる。更に、経営層からは在庫費用や
業務コストの削減が要求されたことは言うまでも
無い。
これらの勝ち残りを掛けた難題に対しては、今
までのような人手による応急対応ではなく、業務
を効率化した上で、さらにシステムを徹底活用す
ることにより、はじめて解決できると言える。こ
こにおいて、改めてシステム導入に対するチャレ
ンジが宣言され、プロジェクトが立ち上がること
となった。（図-1）
システム導入を成功させるためには、システム
が業務改革を実現するための手段の一つであると
いうことを、改めて認識する必要がある。従って、
業務改革はシステム導入に先行して進めるべきで
あるが、結局十分な改革検討が行われないまま、
システムを導入することだけが主目的になってし
まい、現状の業務のままシステムを導入し失敗に
終わるケースは少なくない。
業務改革推進上のポイントを挙げると、

• 改革の狙い・目的・目標をはっきりさせる

何のために、どこまで改革を進めるのか？まず
は、これを明確にしてメンバーで共有し、方向性
を合わせることが必要である。その上で変革のイ
メージを描く必要がある。
• 改革推進の実質的な実行体制の構築
業務改革を進めるための体制は、形式的にメン
バーが決定されるものの、実際には現状業務優先
で、ほとんど時間をとることができないことが往々
にしてある。業務改革が、改革施策の立案、実行、
効果の検証、そして更なる施策を立案し実行して
いく継続的プロセスであることから、業務の一貫
として捉え、そのためのリソースを充当していく
必要がある。
• プロジェクトメンバーの意識改革
実のある改革の検討とその定着を考えた場合に、
プロジェクトメンバーが自ら主体的に参加し、活
動してもらう事が重要である。前述の体制上の問
題とともにメンバーの意識も重要なポイントと言
える。
これらの中で、特に海外においてより困難と考
えられるものは「メンバーの意識」の問題である。
なぜならば、ローカルメンバーの業務スキルレベ
ル、マネジメントレベル、改革・改善への関わり
に対する考え方、言葉の壁等、日本とは異なる風土・
習慣も加わり、彼らの積極的参画を阻害する要因
は多い。従って、今回我々は、ローカルメンバー
の参画意識の向上が改革を成功に導く近道と考 
えた。
どのようにして、ローカルメンバーのモチベー
ションを高め、積極的に関与する姿勢を引き出す
か？これに対しては、人材の流動性が高い海外に
あって、メンバーが業務知識の習得とスキル向上
に大変積極的であることに着目した。すなわち、
積極的に参画することにより、業務知識やスキル
の向上に繋がることが実感できるようにし、メン
バーの学習意欲を満足させられるような進め方を
検討した。
どのようにして、ローカルメンバー全体が、機
能的に業務改革を推進できるようにするか？これ
に対しては、ローカルメンバーの組織全体への働
きかけが重要であると考えた。すなわち、経営層、
部門マネジメント層、そしてオペレーション層の
それぞれが、それぞれのレベル・立場で参加する図-1 プロジェクトの狙い・目的
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ことで、全員参加を強く印象付ける進め方を検討
した。このことはさらに、上下左右のコミュニケー
ションと情報共有を向上させることが期待された。
その結果、「生産業務改革」と「生産管理システム
導入」に先立ち、その大前提となる「そもそも生産
管理とは何か？」ということからスタートし、ロー
カルメンバー自身の「気付き」を引き出し、自ら考
え行動するための教育を推し進めることとなった。

「生産管理とは何か」を伝えるために

日本において生産管理の歴史は古く、基礎的な
内容としても膨大な情報量となることは周知であ
る。その中で基本中の基本は何か、現地が抱える
課題との関係はどうか、そして現地にとってとに
かく最低限必要なことは何か、ということを吟味
し、限られた時間の中でポイントを絞り、可能な
限り理解してもらいたいと考えた。そして、その
中から生産管理システムの位置づけ、必要性が見
えてくればとの思いがあった。
また、それを実現するためには、教育内容のみ
ならず、方法においても、通り一遍の短時間の座
学講習だけでは、本質的な理解は得られない。何
らかの形で現実と対峙し自ら考える場面が必要で
ある。さらに、本教育がローカルメンバーに対して、
どんな狙いがあり、何を期待しているのかを、そ
の職制レベルに応じた形で明確にし、各自がその
理解の上に立って取り組むことが重要であると考
えた。

これらの内容を踏まえ、我々の考える生産管理
基礎教育の体系（進め方）を、次のようなステップ
で実施した。（図-2）
Step1　実態に則した教育のための事前準備
Step2　的を絞った基礎教育と実務へのすり込み
Step3　自ら考え行動する実践教育
【Step1】実態に則した教育のための事前準備
現場における生産上の主要な問題を把握すると
ともに、トップヒアリングにて経営層の方々の目
指す方向性を確認し、それらを基に生産管理の基
礎として特に重要と思われる内容を検討した。
①生産管理の構成・全体像の概要
②生産管理の目指すところとは何か
③ローカルメンバーによる確実な実行と確認　
（PDCAの内、特にDとC）
④生産基本情報の重要性とデータ入力
⑤生産管理システムの構成
等の要素から、的を絞った形でテキストを作成 
した。
また、本教育の狙い・目的として、ローカルメ
ンバーの階層に応じて、実務に活かして欲しい事
を明確にし提示した。（図-3）
【Step2】的を絞った基礎教育と実務へのすり込み
座学である基礎教育は、基本的知識として是非
とも理解してもらいたい内容であるため、終了後
にはその理解度を確認するテストを実施した。幅
広い内容を対象とするだけに、それぞれが自分の
弱点を確認することが重要である。
教育を単なる教育として終わらせないために、

図-2 生産管理基礎教育の進め方イメージ
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基礎教育の内容を踏まえ、改めて自らの業務を振
り返り、気付いた点を列挙するということを行なっ
た。これにより基礎知識と実務を、それぞれの理
解ですり合わせることができる。
これらのローカルメンバーの気付きと、準備段
階でのトップヒアリング等により把握していた問
題点とを整理し、課題を形成した。その中で特に

重要な検討テーマを選定し、内容に応じてロー
カルメンバーによる演習のためのチーム編成を
行った。
【Step3】自ら考え行動する実践的演習
演習の内容は架空のケーススタディではなく、
現実に直面している課題に対して実際に検討する
という実践的な方法をとった。演習内容は、以下
の通りである。
①テーマを深掘りするための問題抽出と共通認識
②解決策の検討と実施の具体化検討
③改革の確実な実行のための計画作り
チームによる検討は、各チームリーダーのもと
に集まり検討を進めるといった、ローカルメンバー
主体の取り組みを重視した。
活動成果については、各チーム全体が集まる場
で発表し、意見交換を行った。その中には、解決
策を検討レベルでとどめることなく、実際に直ぐ
にできる改善は着々と進め、具体的な結果を出し
ているケースも見られ、自ら考え行動する自主改
善活動へのシームレスな移行も伺えた。（図-4）

図-4 今回の取り組みイメージ
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ＳＣＭ-ＷＧ
△△-ＷＧ

□□-ＷＧ

○○-ＷＧ

ローカルの
期待集約

マネジ
メントの
しくみ
P 
DCA 
・定着モニタリング指標
・期待効果数値化
・成果の刈り取り計画

成果の
刈り取り

ローカルによる
成果の刈り取り

新業務・システム
の定着と
継続的改善
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最後に、本演習を活かし本格的な業務改革と、
より大きな成果を得るためのシステム導入に向け、
具体的な施策やローカルメンバーによる期待効果
の検討の進め方を全体講習として締めくくった。

ローカルメンバーの意識変化

今回の生産管理の基礎教育は、知識習得とその
実践への適用を体得し、効率的・効果的な業務改
革の推進/生産システム導入を目指す取り組みで
あった。さらに、その根底には、本教育を通じてロー
カルメンバーの意識改革を行うことが重要な目的
であった。これにより、以下のような効果を生む
ことが出来た。
• 今までにない「生産管理の基礎教育」から始める
ことで、推進サイドの本気度がローカルメンバー
に伝わり、進める上での一体感が生まれた。

• 生産管理の基礎に照らして自ら業務を見つめ直
し、「気付き」を得ることが出来た。

• チームで解決策を検討することで、今回の取り組
みへの参画意識を高めることができた。

• 検討した施策を自発的に実施するなど、現場主導

の改善活動が芽生えた。

む　　す　　び

海外現地工場の生産管理システム導入を失敗に
終わらせないため、「そもそも生産管理とは」とい
う、従来は取り組まなかったような基本教育から
取り組んだ。その根底には、ユーザーであるロー
カルメンバーの意識改革の実現があり、大きな成
果があったと言える。
また、今回の教育は、A社トップのものづくり現
場への強い関心と、ローカルメンバーも生産管理
の基本を確実に踏まえる必要があるという考えの
元で進められたものである。これは、現場に対して、
相応の時間と努力を強いることになるため、この
ようなトップの理解が不可欠であったことは言う
までもない。
今後は、海外生産拠点における生産業務改革/生
産管理システム導入に対して、さらに各国固有の
事情やそれぞれの国民性なども考慮し、現地に適
し密着した形での教育やコンサルティングを展開
したい。
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