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ＩＥ基礎テクニックインストラクターコース 

改善技術の基礎知識 

Ⅰ．改善の基本ステップと改善技術 

１．改善の基本ステップ 

２．必要とする改善技術 

３．改善技術の対象 

Ⅱ．ワークユニット 

１．ワークユニットとは 

２．ワークユニットのレベル 

Ⅲ．タイムスタディー 

１．タイムスタディーとは 

２．タイムスタディーの目的 

３．タイムスタディーの進め方 

Ⅳ．ＰＴＳ法 

１．ＰＴＳ法とは 

２．ＭＯＳＴシステム 

３．ＭＯＳＴの特徴 

４．ＭＯＳＴの考え方 

５．シーケンスモデル 



IE基礎ﾃｸﾆｯｸｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰﾏﾆｭｱﾙ 

本マニュアル（本文）の見方・扱い方について 

単位・テーマ名 インストラクター用スライド 

（別途配布するCD－ROMにパワーポイントが 

入っています） 

単位・スライドNoの 

順で表記されています。 

インストラクターが講義・指導するうえでの 

各単位のポイントを示しています。 
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Ⅰ－１．改善の基本ステップ 

生産現場で改善活動を進める際は、できるだけ効率 

的に成果を上げる必要がある。そのためには 

                                             や､ 

分析技術により                                  ことがその近道で 

ある。 

効率的な改善ステップ 

定量的に進める 

- 第1単位-Ｎｏ1 

第１単位-スライドＮｏ1 

Ⅰ-1. 改善の基本ステップ 

ポイント１ 

文章を読み、現場の効率化をする活動そのものにも効率的な進め方があり、 

そのポイントになるのが色が変わっている２点であることを強調する。 

この２つのポイントについては､次のスライドにつなげる。 
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実態の善し悪しは別として､数値 
( 時間､％､件数､枚数   等 ) で把握 

することで関係者の認識統一化 

を図る。 

改善により効果が期待できる部 

分を絞る。 

定量化することで成果が予測で 

き、改善活動の正当な評価がで 

きる。 

■｢効率的な改善ｽﾃｯﾌﾟ｣･｢定量的に進める｣の狙い 

    最少の投資で最大の効果が 

得られるように重点を絞って 

進める。 

    キチンとした手順を踏んで進 

めることで後戻りや、やり直 

しを防ぐ。 

｢効率的な改善ステップ｣ 

の狙い 

｢定量的に進める｣ 

ことの狙い 

①客観的に現場の実態を把握する｡ 

②改善対象の重点化を図る。 

③改善後の成果を予測する｡ 

①重点を絞る。 

②検討の抜け漏れを防ぐ。 

第1単位-Ｎｏ2 

第１単位-スライドＮｏ2 

■｢効率的な改善ｽﾃｯﾌﾟ｣･｢定量的に進める｣の狙い 

る 

ポイント１ 

効率的な手順の狙いは２点あり､ 
・改善効果が見込める部分に重点化すること 

・手順をキチンと守ること 

であることを理解させる 

ポイント２ 

たとえば、 
｢わが社の○○設備の稼動
率は良いと思うか悪いと思う
か｣ 
と出席者に質問し､ 
｢良い､悪い｣という定性的 

表現には人によって感覚の 

バラツキがあることを 

理解させる 

ポイント３ 

上記のように、定量的表現と 
定性的表現の違いを説明後､ 
定量化の狙いが３つあることを 

説明し､各項目を読む 
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Ⅰ－１．改善の基本ステップ 

例えば、代表的なステップとして以下が考えられる。 

現状分析において                         や、 

改善案検討の際、                          を 

利用することで、より大きな成果が得られることが期待できる。 

1) 改善対象の選定   ［改善する単位に分割］ 

2) 現状分析   ［問題点 ( ロス ) の把握］ 

3) 改善案検討 

4) 改善実行 

問題点を定量的にとらえる分析技術 

案を出すための基本的な見方・考え方 

第1単位-Ｎｏ3 

第１単位-スライドＮｏ3 

Ⅰ-1.改善の基本ステップ 

ポイント２ 

ｽﾗｲﾄﾞを読み、改善を進めるにあたって、 
必要となる技術が大別すると２種類あることを強調し、 

次のｽﾗｲﾄﾞの内容につなげる 

ポイント１ 

ｽﾗｲﾄﾞを読み、 
基本ステップが 
４段階に分かれる 

ことを説明 
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第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ4 Ⅰ-2. 必要とする改善技術 

Ⅰ－２．必要とする改善技術 

現状分析技術 

生産状況を定量的に捉え、ロスを 

把握し改善の狙いを見出す手法 

改善発想技術 

改善案を出すための見方・考え方 

・ワークユニット 

・タイムスタディー、ＰＴＳ法 

・Ｐ－Ｑ，Ｐ－ＭＨ分析､資料分析 

・稼働分析 ( ﾜｰｸｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ) 

・工程分析 

( ﾌﾛｰﾌﾟﾛｾｽﾁｬｰﾄ，ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰﾁｬｰﾄ， 
経路分析，ﾌﾛｰﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ) 
・連合作業分析 ( Ｍ－Ｍﾁｬｰﾄ，４Ｗﾁｬｰﾄ ) 
・ライン作業分析 ( ﾋﾟｯﾁﾀﾞｲｱｸﾞﾗﾑ ) 

・ＥＣＲＳ 

・５Ｗ１Ｈ 

・動作経済の原則 

・ブレーンストーミング 

第1単位-Ｎｏ4 

改善を進めるに当り、必要とする改善技術は２つに大別できる。 
本テキストでは、これら分析技術について５単位に分けてその使い方を解説していく。 

ポイント２ 

現状分析技術の種類を読み上げ、 
この中で今日これから説明する項目を挙げる 

・ワークユニット 

・タイムスタディー、ＰＴＳ法 

・Ｐ－Ｑ分析、Ｐ－ＭＨ分析 

ポイント１ 

前述の通り、改善技術には 
２種類あることを説明し、 

それぞれの狙いを 

理解させる 

ポイント３ 

現状分析技術の種類を読み上げ、 
これらの内容は、本日説明することを 

言う 
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第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ5 
■生産の構造と改善の狙い 

■生産の構造と改善の狙い 

も 

の 

の 

流 

れ 

切断 

切欠･穴明け 

曲げ 

組立 

検査 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 製品 

工程 

作業の流れ 

ものの流れの改善 

(工程改善) 

・生産期間短縮 

・在庫削減 

作業の流れの改善 

(作業改善) 

・生産性向上 

・配置人員削減 

・不良削減 

【改善の狙い】 

工程分析 

稼働分析 

ﾀｲﾑｽﾀﾃﾞｨｰ 

連合作業分析 

ﾗｲﾝ作業分析 

第1単位-Ｎｏ5 

ポイント１ 

絵の説明をする 

・縦軸が生産工程であり､横軸が製品である 
・製品はそれぞれ工程を通って製品になっていく 
・縦の流れを「ものの流れ」といい、横の流れを 
 「作業の流れ」という 

ポイント３ 

【作業の流れの改善】 

・｢作業の流れ｣の改善は､●一つ一つに掛る工数を 
 削減することであり､｢作業改善｣とも言う 

・改善の狙いは｢生産性向上｣や｢配置人員削減｣である 

・適用分析技術は､作業者や設備に着眼する｢稼働分析｣ 
 ｢タイムスタディー｣等である 

ポイント２ 

改善の狙いと適用する 
現状分析技術との関連を 

説明する 

【ものの流れの改善】 

・｢ものの流れ｣の改善は､ 
 縦の矢印の長さを短くする 

 ことであり､｢工程改善｣とも言う 

・改善の狙いは｢生産期間短縮｣ 
 や｢在庫削減｣であり､ 
いかにうまく物を流すかという 

｢もの｣に着眼した改善である 

・適用分析技術は､｢工程分析｣ 
である 
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× × ＝ 

＝ ＝ 

⇒
 

⇒
 

⇒
 

＝ 
出来高工数 

就業工数 

負荷率 生産性 

＝ 

稼働率 能率 

× × 
負荷工数 

(就業工数-負荷ﾛｽ) 

就業工数 

実働工数 
(負荷工数-稼働ﾛｽ) 

負荷工数 

出来高工数 
(標準時間 × 出荷数) 

実働工数 

× × 
負荷時間 ×人員 

就業時間×人員 

実働時間 ×人員 

負荷時間×人員 

出来高工数 

実働時間×人員 
× × 

負荷時間 

就業時間 

実働時間 

負荷時間 

実働時間 

出来高 

１ 

人員 

負荷率 稼働率 

ｻｲｸﾙﾀｲﾑ 人員 

× 

× 

負荷率 稼働率 

ｻｲｸﾙﾀｲﾑ 人員 

実働工数 

(設備稼動 

時間) 

⇒
 

⇒
 

就業時間内における 

実作業時間の延長 

単位当り作業時間の 

削減 

速度ロス 

(設備) 

稼働ロス 

不良ロス 

負 

荷 

ﾛｽ 

・計画的操業休止､棚卸し 

・停電､断水､地震､火災 

・改善活動､QCｻｰｸﾙ 

稼 

働 

ﾛｽ 

不 

良 

ﾛｽ 

標準出来 

高工数 

・材料待ち､指示待ち 

・切替､段取り交換 

・故障､トラブル 

・不良、やり直し 

・立上がり不良、試加工 

幹 

部 

監 

督 

者 

担 

当 

者 

責任区分 

○ 

○ 

○ 
正味稼動 

工数 

速 

度 

ﾛｽ 

・空転､ｴｱｶｯﾄ､加工速度 

・加工枚数 

・チョコ停 

○ 

○ 

主なロスの内容 改善の狙い 

稼働率の向上 

ｻｲｸﾙﾀｲﾑの短縮 

負荷 

ロス 

就業 

工数 負荷 

工数 

編 

成 

ﾛｽ 

・手待ち 

・前工程待ち､後工程待ち 

・ 

配置人員 
操業配置人員ﾛｽ 

○ 

○ 

⇒
 

配置人員削減 

負荷 

率 

稼働 

率 

能率 

稼 

働 

可 

能 

時 

間 

現場改善の対象範囲 

作業編成の見直し 

生産性の構造 

生産性の捉え方 

■生産性の構造 ～ロスの捉え方～ 
第2単位-Ｎｏ6 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ6 ■生産性の構造 ～ロスの捉え方～ 

ポイント１ 

絵の説明をする 
・棒グラフは投入工数とロスの 

 構成を表している 

・表の中では、各ロスの主な内容と 

 ロス毎の責任区分を示している 

ポイント２ 

生産性を向上させる着眼が 
３つあり､ロスの内容によって 

適用視点が異なることを 

説明する 

生産性を上げる着眼の構造を算式で展開している 
生産性の向上のためには、下記のいづれかあるいは複数の組合せによってなされることを強調する 

・負荷率を上げる・稼働率を上げる 

・サイクルタイムを短縮する 

・人員を削減 

ポイント３ 
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Ⅰ－３．改善技術の対象 

分析する手法は目的と改善対象により下図のように使い分ける。 

この中で最も基本的な技術は、 

                                 ：現状の作業の状態を時間的に定量化する方法 

                                 ：机上で分析的に時間設定を行う方法。 

タイムスタディｰ 

ＰＴＳ法 

第1単位-Ｎｏ7 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ7 Ⅰ-３．改善技術の対象 
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Ⅰ－３．改善技術の対象 

1) 改善対象の選定 

2) 現状分析 

3) 改善案検討 

4) 改善実行 

動作系列 作業者と機械 

の系列 

工程系列 

Ｐ－Ｑ分析，Ｐ－ＭＨ分析，資料分析 重点対象の選定 

改善する単位に分割 ワークユニット 

ロスの把握 

作業の分析 
タイムスタディー 

ＰＴＳ法 

連合作業分析 

工程分析 

ライン 

作業分析 

稼動分析 

ＥＣＲＳ ５Ｗ１Ｈ ブレーンストーミング 

動作経済 

の原則 

第1単位-Ｎｏ8 

Ⅰ-３．改善技術の対象 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ8 

ポイント１ 
改善対象の大きさには、いくつかの系列があり、それに伴って 
適用する現状分析技術が異なり、使い分けを意識することが 

必要であることを説明する 
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300 250 200 120 80 30 20 

↑ 
生 
産 
量 

 Ａ  Ｂ Ｃ  Ｄ Ｅ Ｆ  Ｇ 
製品→ 

95% 
98% 

100% 
87% 

75% 
55% 

30% 

重点 

■重点対象を選定する分析手法   －ﾊﾟﾚｰﾄ分析－ 

                  Ｑ：Ｑｕａｎｔｉｔｙ    生産量 ，ＭＨ：Ｍａｎ   Ｈｏｕｒ    工数（工数 / 個×生産量 ) 

            Ｐ：Ｐｒｏｄｕｃｔ     製品 

重点製品を選定するため、製品と生産量 ( 製品と工数）の関係をパレート図を 

用いて分析する手法。 

                  Ｑ：Ｑｕａｎｔｉｔｙ    生産量 ，ＭＨ：Ｍａｎ   Ｈｏｕｒ    工数（工数 / 個×生産量 ) 

            Ｐ：Ｐｒｏｄｕｃｔ     製品 

重点製品を選定するため、製品と生産量 ( 製品と工数）の関係をパレート図を 

用いて分析する手法。 

発生頻度は低くても工数が掛かり､工程への影響が大きい場合は， 
Ｐ－ＭＨ分析を用いる｡ 

Ｐ － Ｑ 分析 Ｐ － ＭＨ 分析 

第1単位-Ｎｏ9 

■重点対象を選定する分析手法 
  －パレート分析ー 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ9 
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Ⅱ－１．改善対象の大きさの区分 

作業改善実施するにあたり、 

ことがまず最初に重要である｡ 

それは､ 

                                                                                          からである。 

たとえば、家電製品の組立について改善を考える場合､ 

といった、各段階があり､それに応じた技術の正しい適用が改善 

活動の成否や効率を左右する｡ 

対象となる作業の大きさを決める 

対象の大きさにより、適用する改善技術が異なる 

改善の目的により改善対象の大きさが異なり、 

  （改善目的）         (対象の大きさ）（改善技術） 

･全体の組立手順を見直す        製品単位   工程分析 

･製品梱包ラインを再設計する      工程単位   ライン作業分析 

･プリント基盤の組付作業を改善する   作業単位   タイムスタディー 

第1単位-Ｎｏ10 

Ⅱ-1.ワークユニットとは 

改善対象の大きさの区分 

ポイント１ 

ｽﾗｲﾄﾞを読み、前ｽﾗｲﾄﾞ「改善技術の対象」の内容を絡めながら、 
改善目的により改善対象の大きさ区分が異なり、それに伴って 

適用する改善技術も変わることを説明する 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ1０ 
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■ワークタイムとワークカウント 

ワークユニットは作業の構成・まとまりの単位であり、 

その     ワークユニットの作業時間を                                    と呼び、 

            ワークユニットの発生回数を                                    と言う。 

従って、ワークユニットの仕事量はワークタイムとワークカウントを掛 

けたものであり､ワークユニットの仕事量の総和が製品全体の仕事 

量となる。 

ワークタイム 

ワークカウント 

× ＝ Σ ( ) 製品全体の仕事量 個々のワークタイム 個々のワークカウント 

第1単位-Ｎｏ11 

■ワークタイムとワークカウント 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ11 

ポイント１ 

ワークタイムとワークカウントを説明するだけでなくそれぞれの改善の狙いと 

改善案の内容が異なるので２つを区分することについても説明する 

・ワークタイム ⇒個々の作業時間短縮 

・ワークカウント⇒個々の作業回数削減 
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Ⅱ-2.ワークユニットのレベル 

Ⅱ－２．ワークユニットのレベル 

ワークユニットとは､                                                            である。 ワークユニットとは､                                                            である。 作業の構成・まとまりの単位 

ワークユニットのレベル 
ﾚﾍﾞﾙ 

ワーク 

ユニット 
例 

６ 

最終製品 

業務 

・自動車組立 

・製造 

５ 

中間製品 

大工程 

・ｴﾝｼﾞﾝ組立 

・機械加工 

４ 

課業 

工程 

決まった作業域での１つのまとまっ 

た作業で、作業のサイクルとして完 

成を見る単位。 

・ギア加工 

・車体溶接 

説明 

目的(完成)を果すのに必要な作業・ 

業務のまとまった単位。 

各工程の集積からなる最終ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ｡ 

いくつかの工程を経た、中間段階で 

の作業系列のまとまった完成状態。 

２ 要素作業 
・材料を取る 

・ﾊﾝﾏｰで叩く 

１ 動作 
・手を伸ばす 

・つかむ 

３ 単位作業 
・材料切断 

・穴明け 

いくつかの動作の組合せによって 

構成される１つの作業の区切り。 

ストップウォッチで測定できる最 

小単位。 

作業の最も小さな単位の区分。 

要素作業を構成する測定可能な最 

小単位。 

作業として完結する最小単位で、 

作業の努力度合いや作業結果を具 

体的に評価できる最小単位。 

ワークユニットは､右のように 

レベル分類される。 

ただし、この分類は画一的な 

ものではなく､状況に適応し 

たレベル設定が望まれる。 

第1単位-Ｎｏ12 

ポイント２ 

 

通常現場の改善に必要なレベルは､１～３レベルであることも説明する 

 

ｽﾗｲﾄﾞだけでなく、｢コーヒーを入れる｣｢板書する｣などの身近な例で具体的な 

説明をすると良い 

 

ポイント１ 

改善を進める上で､ 
改善対象の大きさを 

決めることが重要で 

あることを述べ､ 
その改善対象の大きさの 

区分レベルが 

ワークユニットであることを 

説明 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ12 
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Ⅲ－１．タイムスタディーとは 

作業を要素作業単位のワークユニットに分割し､時間を尺度 

として実際に測定・評価する分析手法。 

作業を要素作業単位のワークユニットに分割し､時間を尺度 

として実際に測定・評価する分析手法。 

要素作業名 

１ 

２ 

３ 

４ 

部品Ａ､Ｂを本体部品にセット 

溶接位置に部品を合わせて治具で固定 

スポット溶接をする 

固定治具を外す 

完成品をテーブルの上に置く ５ 

合計 

時間 

５ . ６秒 

１３ . ３秒 

７ . ２秒 

５ . ６秒 

３ . ０秒 

３４ . ７秒 

スポット溶接作業のオペレーションリスト 

仕事の構成を 

明らかにする 

Ｗ / Ｔ 

５ . ６秒 

１３ . ３秒 

２ . ４秒 

５ . ６秒 

３ . ０秒 

Ｗ / Ｃ 

１回 / 個 

１回 / 個 

3 回 / 個 

1 回 / 個 

1 回 / 個 

第1単位-Ｎｏ13 

Ⅲ-1.タイムスタディーとは 

ポイント１ 

タイムスタディーの 
定義を読み､下の表を 

使って具体的な 

アウトプットイメージを 

つかんでもらう 

 

ポイント２ 

タイムスタディーの狙いを説明現場の作業内容の構成を明らかにする 

・作業内容 ……最も重要 

・個々の作業時間 

・個々の作業回数 

・作業工数 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ13 
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Ⅲ－２．タイムスタディーの目的 

現在の作業の方法をモデル化した上で、その時間を定量的に 

把握、改善の重点を抽出する｡ 

①仕事量の定量的把握 

②見落としのない事実の確認 

③作業のムダの発見と改善の第１ステップ 

現在の仕事の構成を明確にし､分析することにより、改善すべ 

き作業の見落としを防ぐ。 

要素作業レベルでのムダの発見と、それらを改善するための 

着眼を得るための第１ステップ。 

改善目的に関わらず､現状の定量化には作業の時間値を測定する必要がある。 

従って、分析手法の基本としてタイムスタディーを行うことが要求される。 

第1単位-Ｎｏ14 

Ⅲ-2.タイムスタディーの目的 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ14 

ポイント３ 

(前のｽﾗｲﾄﾞを見ながら)オペレーションリストに 
あるような要素作業レベルで仕事の構成内容を 

把握することを説明する 

ポイント４ 

３つ目のポイントについては、 
ｽﾗｲﾄﾞを読む程度でよい 

ポイント２ 

｢作業方法のモデル化｣については､ 
現場には作業方法のバラツキがあり､ 
現状レベルの把握のためには 

｢平均的なやり方を仮定すること｣を 

簡単に説明しておく 

ポイント１ 

・タイムスタディーの目的が 

３つあることを説明して､ 
ｽﾗｲﾄﾞを読む 

・｢現状の実態を把握する｣ 
ことがタイムスタディーの 

第1の狙いであることを 

理解してもらう 
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  i)   対象作業を区分する 

  ii)  観測実施 

iii)  観測結果の検討 

  iv)  改善案検討 

  i)   対象作業を区分する 

  ii)  観測実施 

iii)  観測結果の検討 

  iv)  改善案検討 

Ⅲ－３．タイムスタディーの進め方 

タイムスタディーの基本ステップ 

単に時間を測定するのではなく、対象となる作業を予測した上で、 

                                                              し、 

                                                          することが重要である。 

分析するワークユニットを明らかに 

現状（作業手順・時間）を定量化 

第1単位ｽﾗｲﾄﾞＮｏ15 

Ⅲ-3.タイムスタディーの進め方 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ15 

ポイント１ 

・４つのステップを読む 

ポイント２ 

・タイムスタディーでは､時間値を測定することも大事であるが、 

一番重要なことは、作業手順や作業内容の実態把握であることを 

強調して説明する 
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Ⅲ－３－ i) 対象作業を区切る 

時間測定の準備として、対象作業を 要素作業単位に区切る 

・主目的な要素と付随的な要素 は分けること。 

   (主目的の要素)･･･組み立てる，溶接する，分解する，吹き付ける 

   (付随的な要素)･･･材料を取る，部品を置く，機械の側まで歩く 

・作業を要素作業に分割する単位はできるだけ小さい方が良いが､観測 

可能な大きさ であること。(２～３秒が限界) 

・できるだけ要素作業の目的が異なるもの は分ける。 

・規則的作業 と 不規則的作業 は分ける。 

   (規則的作業) ･･･１作業または１工程のサイクル毎に発生する要素 

   (不規則的作業)･･･１作業に必要であるが､規則的または基本的な要 

                   素作業のサイクル間隔に比べて規則性に乏しい間 

                   隔で発生する要素。 

《連合作業の場合》 

・連合作業においては 作業者が単独に 行っている要素作業は分ける｡ 

・作業者要素 と 機械要素 は分ける。 

できるだけ小さい方が良いが､観測 

可能な大きさ 

主目的な要素 付随的な要素 

目的が異なるもの 

作業者が単独に 

不規則的作業 

作業者要素 機械要素 

規則的作業 

第1単位-Ｎｏ16 

Ⅲ-3-i)対象作業を区切る 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ16 

ポイント４ 

｢主目的/付随目的作業｣を説明する 
・主目的作業…金になる作業 

   部材が完成品に近づいていく作業 

・付随的な作業…金を生まない作業 

   主目的な作業を助ける役割の作業 

ポイント５ 

例を挙げるとよい 
規則的・・・材料セット、外し 
不規則的・・・部品箱交換、冶具交換、 
        検査 

連合作業についても簡単に説明する。 
「人と人」「人と設備」が協働して行う作業 
「コピーを取る」などの例を挙げて 
説明するとよい 

ポイント６ 

ポイント１ 

オペレーションリストを示して、 
「作業名」欄を埋めることが 
このステップであることを理解 
させる 

ポイント２ 

タイムスタディーでは、原則的に 
要素作業レベルのワークユニットに 
区分することを強調する 

ポイント３ 

・「迷ったら細かく区分すること」を 
 強調する。細かすぎる分類は 
 足せばよいが、粗過ぎる分類は 
 後から足せない。 
・タイムスタディーは不慣れな 
 場合には難しい面もあるので、 
 観測可能な大きさにするのは 
 重要なことであるが、その際も 

 作業内容は細かく分かるように 

 しておくことを強調しておく 
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Ⅲ－３－ ii) 観測実施 

区切りを入れた要素作業毎に時間を測定する。 

測定は一般的にはストップウォッチを用いる。 

規則的な繰り返し作業がある場合には５～１０回の連続観測を行い、代表 

値を決める。 

区切りを入れた要素作業毎に時間を測定する。 

測定は一般的にはストップウォッチを用いる。 

規則的な繰り返し作業がある場合には５～１０回の連続観測を行い、代表 

値を決める。 

・作業の状態および内容が正常で 

あるか確認し､不安定な時期を 

避ける。 

・作業者に観測の目的を充分に説 

明し、よい結果が得られるよう 

に協力を求める。 

・協力的な作業者で 熟練作業者 

を選ぶ。 

《対象作業の選定のポイント》 

熟練作業者 

不安定な時期を 

避ける 

《測定のポイント》 
・観測時に 測定しやすい作業の区切りで分割 する。 

・観測はあらかじめストップウォッチを動かしておいてから 

始め、観測時、作業単位の読みの時間を記録する。 

 (観測用紙"読み時間"欄) 

・作業が良く見え、かつ邪魔にならない位置に立つ。 

・観測中に トラブルがあった場合にはメモ をしておく。 

⇒規則的な作業が飛ばされたり、規則的な作業の中に不規 

則的な作業が発生した場合には、その作業名を記録して 

おくと良い。 

・作業の 繰り返しがある場合には連続して観測 する｡ 

・観測者の不注意などの理由で、記録すべき時間を見落とし 

た場合には 読み時間欄にマークをして観測を続ける。 

⇒部分的な失敗があっても全観測データが使えないわけで 

はない。 

測定しやすい作業の区切りで分割 

繰り返しがある場合には連続して観測 

トラブルがあった場合にはメモ 

読み時間欄にマークして、観測を続ける。 

ポイント１ 

現場のバラツキを平均化し､ 
現状レベルの把握をするため 

には５～１０回の連続観測が 

望ましいことを説明する 

ポイント２ 

ｽﾗｲﾄﾞを読み､下記の点を補足説明する 

・｢よい結果｣・・・決して“早くやる”､“うまくやる”ことではなく､現場の実態が正確に把握できるという意味 

・「熟練作業者」・・・改善の目的が現状のレベルＵＰであれば熟練作業者を対象にする必要がある新人等の未熟練者の 

            習熟も改善であるが､これは日常管理として取り組むべきである 

・｢不安定時期を避ける｣・・・分析の目的は､現状の実態を調査することであるので 

                  異常な時期をさけるのは当然である 

Ⅲ-3-ii)観測実施 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ17 

第1単位-Ｎｏ17 
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Ⅲ－３－ iii) 観測結果の検討 

・個別時間、代表値の算出を行う。 

   特に長い時間と短い時間は異常かどうか確認し､異常値 

は除外して代表値を算出する｡ 

・観測記録の整理は記憶があるうちに行うこと｡（当日 ) 

・観測中の改善着眼項目はできるだけ詳細に記録し､作業 

改善に生かされるようにすること｡ 

観測記録の整理 

テキスト編 - P8-ｽﾗｲﾄﾞ1/2 

Ⅲ-3-iii)観測結果の検討 

観測記録の整理 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ18 

ポイント１ 

代表値の決め方に 
ついては、次ｽﾗｲﾄﾞで 

詳細説明を行う 
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Ⅲ－３－ iii) 作業手順・時間値のモデル化 

・基本的には、現状で最も多く観測 

された方法をモデルとする場合が 

多い。言い換えれば、熟練した作 

業者が平均的に行った作業手順 

をモデル化することになる。 

・手順のバラツキ原因や不規則的 

作業・トラブルも当然改善の対象 

と考えられ、別途改善検討を要す 

る。 

・基本的には、現状で最も多く観測 

された方法をモデルとする場合が 

多い。言い換えれば、熟練した作 

業者が平均的に行った作業手順 

をモデル化することになる。 

・手順のバラツキ原因や不規則的 

作業・トラブルも当然改善の対象 

と考えられ、別途改善検討を要す 

る。 

手順のモデル化 

・個別時間のモデル化 ( 代表値の算出 

方法は下記のようにいくつか考えられ 

る。 

   一般的には、平均値か 1/4 選択値が推 

奨される。 

・個別時間のモデル化 ( 代表値の算出 

方法は下記のようにいくつか考えられ 

る。 

   一般的には、平均値か 1/4 選択値が推 

奨される。 

時間値のモデル化 

・平均値   ･･･全観測値の平均値 

・最多値   ･･･最も出現頻度の高い値 

・中央値   ･･･観測値の最大値と最小値の中間の値 

・最小値   ･･･最も小さい(速い)値 

・1/4選択値･･･全体観測値の中で最小値から25%の値 

              (10個の観測値で３番目に速い値） 

・平均値   ･･･全観測値の平均値 

・1/4選択値･･全体観測値の中で最小値から25%の値 

作業観測した結果は多くの場合、手順・時間値がばらついている。現状値のモデル 

化をしてそれを基準に改善を考えることが必要である｡ 

テキスト編 - P8-ｽﾗｲﾄﾞ2/2 

Ⅲ-3-iii)観測結果の検討 

作業手順･時間値のモデル化 

第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ19 

ポイント２ 

下記のポイントを1/4選択値について補足説明する 

・平均以上に時間が掛っているものは何らかの不具合があったものとし、 
 平均値を求める範囲から除外する考え方 

・努力目標としてより厳しい条件を設定する意味がある 

・1/4選択値は結果として後述するＰＴＳ法で分析した時間値に近いものが 

 得られるので、簡易に設定する場合には用いることがある 

 

 

ポイント１ 

改善案の検討･評価の 
ためのベンチマークを 

設定する意味で現状の 

モデル化を行う必要が 

あることを説明する 
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Ⅲ－３－ iv) 改善案検討 

現状の作業を分析し改善案を出すには、先入観にとらわれず、 

意識的･疑問的な態度で臨むことが重要である。 

このときの見方･考え方 ( 改善発想技術 ) はいくつか用意されて 

いる。 

■主な改善発想技術 

①ＥＣＲＳ（改善の４原則） 

②５Ｗ１Ｈ 

③動作経済の原則 

④ブレーンストーミング 

テキスト編 - P9-ｽﾗｲﾄﾞ1/3 

Ⅲ-3-iv)改善案の検討 
第１単位-ｽﾗｲﾄﾞＮｏ20 
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無断複製転載を禁ず 


