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日本国内は 
■設備が老朽化し、トラブルが絶えない 
  生産性・品質も低下傾向、経験豊富なベテランは定年退職 
 

■新たに設備投資する環境にない 
  設備保全活動を始めたが効果的方法が見つからない 
 

■設備投資凍結を解除したが・・・・ 
  現在の中堅社員は工場ﾚｲｱｳﾄ、設備導入の経験不足 
 

海外工場は 
■常に問題が多い 
  稼働ロスが多い（生産計画達成に苦労） 
  品質問題が絶えない 
  現地スタッフを育てても辞めていく 
 

■外に進出したいが・・・ 
  新工場建設が心配 
  設備調達はどうしよう 
  現地人材育成はどうするか 

何か良い方法は 
無いものか・・

生産設備 

製造業に必須の生産設備、ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ設備 
日本国内で、これをしっかり管理できていますか？ 

１章 日系企業の悩み 
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製造業に欠かせないのが設備 

工場建設現場 
原材料 
プラント工場 

加工工場 
組立工場 

一貫して必要な 
設備保全・管理力 

「ものづくり」のプロセスには常に“設備”が密接に関係している。 
装置系産業だけでなく、労働集約型の典型である縫製工場でさえ 
設備（ミシン等）がある。 
経営資源＝人・材料・設備・・・とも言われる。 
なのに、せっかく投資、導入した設備を使いこなしているでしょうか？ 
 
 

            海外工場設立・・・設備管理の総合力を要します。 
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●従業員の賃金上昇 
●競合相手の台頭 
●調達コストの上昇 
●従業員の質・定着 
●原材料、部品調達の難しさ 
●主要取引先からの値下げ要請 
●品質管理の難しさ 
●幹部候補人材の採用難 
●限界に近づきつつあるｺｽﾄ削減 
●現地の人材育成が進まない 

海外工場運営の問題上位１０項目 

人材に関わる項目が４項目も 

全て、工場設立 
設備管理にも 
当てはまります。 

(引用) 2010年アジア・オセアニア日系企業に関する調査報告書(ジェトロ)より 

直近の円安 
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●生産計画通りに進まない 

●日々、品質問題が勃発 

●間接部門の効率が見えない 

●ローカル人材を育てても辞める 

●生産設備トラブルに追われる 

●コストが不明瞭 

●日本との調整業務に 
  日々追われる 

生産管理力 

工場責任者への負担、 
管理能力を問われる 

本社 

海外工場 

工場建設～安定稼働
までの重要なポイン
トを教授します 

現地人材育成 
手法の活用 品質管理力 

設備保全力 

業務管理力 

人材育成力 

原価管理力 

情報調整力 

海外工場に必要な７つの管理力 
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ここ１～２年、中国から  ＡＳＥＡＮ に生産を シフ ト する企業が増加中です。 
背景は賃金高騰、低い定着率、が背景にあります。 
 

しかし、単にＡＳＥＡＮにシフトすれば解決する事でしょうか？ 
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２章 チャイナ・プラス・ワン-----ＡＳＥＡＮ 



一般工 

マネージャー 

エンジニア 

日系企業進出主要国の 
都市別賃金を比較する限り 
２倍程度の差でしかない。 
 ただし、格差の大きい国ほど 
 都会と地方の賃金格差は大きくなる 

中国、ASEAN、その他主要都市の人件費比較 
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ASEAN諸国＋日本 1人当たりの名目GDP 比較 
      中国 

シンガポール 

ブルネイ 

中国 

マレーシア 

タイ 

（USD） 

ブルネイダルサラーム 

カンボジア 

インドネシア 

ラオス 

マレーシア 

ミャンマー 

フィリピン 

シンガポール 

タイ 

ベトナム 

中国 

SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータより 9 

２０００  ０１  ０２  ０３  ０４  ０５  ０６  ０７  ０８  ０９  １０  １１  １２  １３  １４ 

日本 

日本 

http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/brunei.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/cambodia.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/indonesia.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/laos.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/malaysia.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/myanmar.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/philippines.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/singapore.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/thailand.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam.html


ＡＳＥＡＮ進出（移転）計画 

   工業用地取得   

    工場建築       

    設備導入    

    設備立上   

    生産開始      

    安定稼働  

     苦悩の背景 
長年の日本国内産業空洞化。 
工場立上技術の衰退。 
 

海外進出は低賃金目的。 
生産とコストに追われる日々。 
日本に応援依頼するも、 
その場限りの活動にとどまり、 
強い工場になりきれない・・・ 
ジレンマを抱える現状です。 

    会社設立     

    工場増築       

    設備追加    

    設備立上   

    増産開始      

    安定稼働  

ｲｽﾗﾑ圏 
 ＨＡＬＡＬ・・ 
他の国々は・・ 

工場稼働までの流れ 

敷地に余裕がある場合 
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３章 ＡＳＥＡＮにおける工場建設の留意点 



イスラム圏・ＨＡＬＡＬ への配慮 
１、多民族国家でのオペレーション 
  イスラム教への対応、周辺国からの労働者への配慮 
     仏教やキリスト教は馴染みがあるが、イスラム教は・・・。 
   ・スラウ（お祈りの場はどうあるべきか、メッカの方向、男性、女性、手・足お浄め場） 
   ・毎週金曜日はお祈りの日 労働時間の挽回策は 
   ・社員食堂（HALALフード、HALAL食材、厨房分離） 
   ・年間カレンダー（ラマダン、ハリラヤ、イスラム歴） 
２、従業員採用 
    ブミプトラ政策 など 
３、人事制度 
４、宗教への配慮           
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 ブルネイの事例（HALAL工場） 
     食品工場立上の例 

ミャンマー、ラオス、カンボジア 
１、インフラ整備状態 
  電力不足、物流網の未整備、資材調達難、水質 
２、自衛手段 
  自家発電設備、ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ開発、材料メーカー育成、浄水設備 

タイ、マレーシア 
１、インフラ状態良好、産業のベース有り、 
  人件費高騰、 
２、自衛手段 
  徹底した現地化によるオペレーション 

 シンガポールの 
工業団地 

共通する課題 
多くの民族に対する配慮 
他国籍労働者 
 日本人が 
 経験不足な部分 



 

工場建設の重要課題 
 
  １、工場用地 
  ２、法的課題 
  ３、自由度のある工場レイアウト設計 
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 １、工場用地取得  
   ①港からのアクセス 
   ②東南アジアの場合の東西南北 
   ③風向き・・北京工場の黄砂 
   ④地盤・・・・マレーシア工場の例 
   ⑤水はけ・・東南アジア 

北京工場の実例 
  黄砂の飛来 
  工場中が砂まみれ－－－アルミサッシの目張り 
  乾燥による静電気－－－ 床導電対策、ドア・入口除電対策、空調加湿 
   冬季は湿度１７％ 
 
マレーシアの実例（４．５年後のトラブル） 
 敷地に隣接して川があり、地盤沈下していった。 
  インフラ設備の配管類が断裂 
 工場内の床が盛り上がってきた。 
  生産ラインが傾き、アジャストボルトの調整範囲を超えた。 
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ポンプ小屋 

GL 
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 ２、法的課題 
 

  ■建築法・・基本は図面申請 
    杭、梁（地中・各階）、構造壁、内部設備配置・・ 

  ■消防法・・基本は図面申請 
    防火区画、避難通路、消火設備（消火器・消火栓）・・ 

  ■環境保護法・・書類・DATA申請 
    給水、排水水質、煤煙、電力使用量、ケミカル、廃棄物・・ 

  ■労働基準法 
    労働時間、残業時間、雇用・解雇、社会保険・・ 
     導入設備詳細（安全面・管理面 等） 

 
           国によって違いはあるが、 
             日本の法に準じた基準であれば合格できる場合が多い。 
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３、自由度のある 工場レイアウト設計 
 

  柱ピッチ・・広いほうが使いやすい 
  階層 ・・・・１階は生産職場、２階は事務所 
  拡張性・・・何をどこに配置するか 
         ・ユーティリティ設備配置 
         ・材料・製品の入口出口 
         ・人の動線、物の動線 
         ・拡張時の予測 
  新製品、新事業への対応 
          ・各種設備変更 
         ・入替の容易性 
 

  将来の経営環境変化に対し 
  完璧なレイアウトはありません。 
  自由度に配慮しておくことです。 

玄関 

食
堂 

 
水
回
り 

オフィス 
（２階の場合もあり） 

生産職場 

材料 
倉庫 

完成品 
倉庫 

変
電
室 

更衣室 
従業員通用口 

来客 

材料 
受入れ 

完成品 
出荷 

受入 
検査 

品質 
管理 

拡張方向 

イメージ図 

車の動線（納品・出荷・従業員・来客） 
極力、壁は作らない（法的制約はある） 
通りで分ける（壁も同様） 
設備搬入・搬出口 
電気・ガス・給水・排水ルート 
生産設備レイアウト・事務所レイアウト 

下野 

側溝 
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建築構造 
・基礎（杭、地中梁） 
・ブリック（レンガ） 
・鉄筋コンクリート 
・鉄骨 
・通りと柱の位置 
・床高と耐荷重 
・水平度・平面度 
・屋根、外壁 
・平面図、設備配置、部門別配置 
・立面図（断面）（矩形図） 
・防火区画 
・通路（メイン通路と分岐通路） 
・天井高（エアコン効果） 
・設備搬入経路 
・電気の入り口 
・水の入り口 
・排水方向、排水処理 
・衛生 
・将来の拡張性 
 

動線 
・車の動線（従業員・荷物） 
・人の動線 
・物の動線 
・情報の伝達線 

玄関 

食
堂 

オフィス 

生産職場 

材料 
倉庫 

完成品 
倉庫 

変
電
室 

ロッカー 
従業員通用口 

来客 

材料受入 

完成品出荷 

社名 下野 

側溝 

受入 
検査 

品質 
管理 

テキストにない工場レイアウト設計 

マレーシアの実例 
・杭打ちは１０ｍの深さ 
・側溝 ２．５～３ｍの深さ 
・屋根の樋は大きく 
・ローディングベイは低く 
・集中豪雨の対応力 
・工場排水の傾斜が取れない  
  各所のポンプで汲み上げ 
  ポンプの破損 
  ｷｬﾝﾃｨｰﾝ食材・・等 
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インフラ設備 
・電気        送電線の容量、電圧 
            受電設備の電気容量、 
            変電設備の電気容量 
            将来の拡張性（引込容量、変電容量） 
            電気幹線、系統、容量 
            分電盤配置、分電数、容量 
            停電対応、発電機 
・給水        水質、衛生、水圧、（上水場の水質は良くても途中の配管信頼性） 
            フィルター、軟水器 
・排水        日本は雨水と汚水完全分離、排水経路 
・空調        室外機と室内機、制御方法 
            空調効果（天井、発熱源、吸排気） 
・圧縮エアー    コンプレッサー容量、リザーブタンク 
            ドレイン対策（ミストセパレーター、ドライヤー）メイン配管、分岐配管 
・ボイラー      炉筒煙管ボイラー、貫流ボイラー、蒸気ヘッダー、蒸気配管、ドレイン 
・ＩＴ          電話（固定電話・携帯電話）、社内ネットワーク、監視システム 

テキストにない工場レイアウト設計 
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 海外工場設立成功のポイント 
 

  １、工場のコスト力を蝕む８つのムダ 
  ２、ムダを生ませない工場の概念 
  ３、レイアウト図 
  ４、総合日程管理 
  ５、予算管理のポイント 
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 １、工場のコスト力を蝕む８つのムダ 
   ８つのムダとは 

No.    ムダの種類          対応策 

① つくりすぎのムダ 安心在庫を作らせない、スペース制限 

② 手待ちのムダ 工程別生産能力バランス 

③ 運搬のムダ 一貫生産（一筆書き工程配置） 

④ 加工そのもののムダ プロセス設計へのアプローチ、ＶＥ 

⑤ 在庫のムダ 材料倉庫、仕掛在庫、完成品在庫ｽﾍﾟｰｽ 

⑥ 動作のムダ ＩＥ動作分析、M-Mチャート分析 

⑦ 不良を作るムダ 工場内環境対策（異物、コンタミ）、空気圧 

⑧ エネルギーのムダ エアコン効果（空間）、蒸気供給、電気供給、 
圧縮エアー供給（ルート・太さ・圧力） 

19 工場ﾚｲｱｳﾄ設計で防げるムダとは・・ 



２、ムダを生ませない工場の概念 
 

 ■ものづくりの基本 
  レイアウトで防げるムダ 
  ・接近の法則・・・ものづくりの原則 

生産設備 

電気 ｶﾞｽ 蒸気 水 エアー 

 

原
材
料 

 

 
 

製
品 

 
 

エネルギー資源 

人 

ものづくりとは 
物を動かしながら付加価値をつけていく行為。 
ならば、動かす距離を少なくする事で効率が上がる。 
人も楽になる。設備も簡素化できる。省エネにも繋がる。 

接近させ、 
同期をとる 

接近させ、 
同期をとる 

工程の例 

接近させる 

問題発生が 
明確になる 
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 ・プロセス設計の見直し 
   ものづくりを根底から見つめ直すチャンス 
   分業の弊害を考え直す 
 ・管理しやすい工場 
   問題が見える。すぐに止まる。 
 ・通路の重要性 
   通路は田の字、見通せるから異常が見える。 
 ・動線・・・人、物、情報 
 ・レイアウト図に全ての考えを込める 
   （図面は世界共通の言語） 
 ・日程管理の重要性 
 ・真の評価はずっと先 
   日程通りに立ち上がれば盛大な評価 
   しかし、真の評価は5年後、10年後 
   先の時代に残せる工場レイアウト設計思想 

■レイアウト設計思想 

通路の例 

21 



マテリアル 生産工程 製品 

エネルギー 
人 

 
 
 
 

設備 
電気 
水 
ガス 
油 

■ものづくりプロセスと省エネ 

身の回りのエネルギー消費 

あなたは省エネと考え燃費の良い車に買い替えますか？ 
古い車を長年乗ったほうが省エネかもしれません。（首都圏の場合） 

            （カーボンフットプリント） 

 
エネルギー 
 
 

自宅と会社での省エネの意識差 

世界のエネルギー消費量 
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■世界のＣＯ²排出量 

人類が豊かな生活を追い求める事と、環境破壊の度合いは比例します。 

世界のエネルギー起源 CO²排出量 

主な国別エネルギー起源 CO²排出量の推移 

中国 

ロシア 
インド 

ＥＵ27 

アメリカ 

日本 

日本 
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３、レイアウト図 

⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ａ 

Ｃ 

Ｂ 

通常１階を下に書く 
通りは柱が基準 
通り芯Noを〇で表記 
通りピッチの寸法を記入 
 
CADのレイヤーを有効利用 
・建築図 
・電気配線図、照明配置図 
・空調配管図、空調機配置図 
・蒸気配管図 
・エアー配管図 
・設備配置図 
・吸排気ダクト図 

全ての想いを図面に込める。 
 （図面は世界共通言語） 
図面と日程表で工事関係業者 
全てを動かせる。 
CADの色分けと現物の色分け 
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４、総合日程管理 
 
 ■推進組織（例） 

総責任者 

資材調達 商品設計 人事総務 品質保証 工程設計 設備調達 

推進事務局 

ｲﾝﾌﾗ設備 
・ﾎﾞｲﾗｰ 
・圧縮ｴｱｰ 
・排水処理 
・吸排気 

生産設備 
・工程別設備 
・電気制御 
・搬送設備 

製品別  

工程別  

製品別 

ﾕﾆｯﾄ別 

材料別 

ﾒｰｶｰ別 

製品保証 

工程検証 

人材募集 

組織編制 

経理財務 

予算管理 

人事制度 

全チームのベクトルが合っていないと 
日程が崩れていきます。 
日々問題が発生することに対し、 
瞬時に判断をすることが求められます。 
 現地業者も、判断・指示の早いクライアントを喜ぶ 

建屋建築 

空調設備 

電気設備 

給水設備 

排水設備 

排水設備 

工場建設 

この組織内にもっと細かく 
業者が分かれていきます。 
安全委員会＝美しい工事現場 

仕様確認会議、日程調整会議、安全会議などを 
定期的に行います。 
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■日程管理の例  ガントチャートの一部（中日程表） 
日程表 
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５、予算管理のポイント 

支払月を、工事日程表に突き合わせ 
支払計画計上すると良いです。 
 
最後に行う 
・固定資産計上 
・経費処理 
を考えて設備投資金額明細書を作る。 
このリストに沿って見積もりを取り 
支払いもリストに沿って行う。 
固定資産計上が楽になるだけでなく 
その後の管理～移管・廃棄に至るまで 
管理をしやすくします。 
 

27 



ＡＳＥＡＮ進出（移転）計画 

   工業用地取得   

    工場建築       

    設備導入    

    設備立上   

    生産開始      

    安定稼働  

   方法の一つとして 
  工場運営に参画させる 
設備調達の段階から参画させ 
「自分の設備」「自分の工程」 
として強く意識させる事が重要。 
 ◆設備メーカーへ立会検収 
 ◆日本へ作業研修 
工場立上はローカルスタッフで 

    会社設立     

    工場増築       

    設備追加    

    設備立上   

    増産開始      

    安定稼働  

工場稼働までの流れ 

28 

４章 効果的な人材育成着手タイミング 



   教育・文化・国民性、労働環境    

指示された事
だけできる 
応用不可 

５Ｓが正しく 
理解できる 

自主改善が
できる 

経験知 

学
習
環
境 

スキルマップのイメージ図 

製造業が 
定着 

管理監督者 
マネジメント 

領域 

従業員に合わせた人材育成の視点  

29 

要素作業が応用 
出来る 

基本作業が 
企業をまたいで 
応用できる 

経営目標に 
向けた自部
門の目標管
理ができる 

ﾁｰﾑで改善
ができる 

ﾏﾚｰｼｱ工場の 
失敗例 
 SW ﾚﾊﾞｰｺﾞﾑ 

ﾏﾚｰｼｱ工場の失敗例と 
マネジメント力 
１０年後の改善力 

タイ工場の作業者レベルと 
マネジメント力 
現在の生産技術力 

フィリピン工場の 
管理監督者 
国民性 

ﾏﾚｰｼｱ工場の 
失敗例 
 電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ 

工業の 
ベースが無い 

製造業が 
発展 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Condensador_electrolitico_150_microF_400V.jpg


（保全）に必要なスキルをマップ化    

作業が 
出来る 

操作が 
出来る 

日常点検
が出来る 

操作指導
が出来る 

定期点検
判定が 
出来る ＰＬＣ操作

が出来る 

中規模 
修理・改善 

ＭＰ活動 

小規模 
修繕・改善 

経験知 

難
易
度 

スキルマップのイメージ図 

（保全）に必要なスキルを点数化   

新人ワー
カーの領域 

自主保全 
の領域 

専門保全 
の領域 

自ら考え行動を起こすローカル人材育成  

30 

５章 （保全）人材育成と人事制度 



終身雇用の概念がない海外では報酬に対して非常に敏感に反応する。 
給与テーブルを作成しておき、会社として公平な評価報酬を与えることで 
不満を未然に防ぐとともに、従業員の目標の指標に出来る。 

ＳＳ ＊～＊         00～00 

Ｓ ＊～＊       00～00 00～00 

Ａ ＊～＊     00～00 00～00 00～00 

Ｂ ＊～＊   00～00 00～00 00～00   

Ｃ ＊～＊ 00～00 00～00 00～00     

Ｄ ＊～＊ 00～00 00～00       

Ｅ ＊～＊ 00～00         

  自主保全 リーダー 専門保全 マネージャー 部長 

全てのランクに 
詳細に 
定義付けをして 
細かく分けると 
運用しやすい。 
日本人の査定に 
感覚的主観が 
入らないようにする 
 
最低賃金が上がっ
た時は全てのテーブ
ルを見直す。 

     給与テーブルに反映  （例）     

向かう方向の選択肢が明確になれば 
現地スタッフは自ら動き出します。 
学習しようとし、質問してきます。 

自ら考え行動を起こすローカル人材育成  
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社
長
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ま
で 



■究極の現地化 
 

 ・商品設計 
 ・プロセス設計 
 ・設備設計 
 ・設備調達 
 ・工場建設 
 ・立上管理 
 ・平常オペレーション 
   これを全て現地スタッフに情報共有し、 
   担当を分担することで、最終的にオペレーションを 
   現地化の方向へ向けられる。 
   数年に一度あるかないかのイベント（工場設立）を 
   日本人だけで進めてしまわないように。 

日本人 

日本人 日本人 日本人 Vacant Vacant 現地人 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

組織図で表す 
現地化の意思 

現地人 現地人 現地人 現地人 現地人 現地人 
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 海外工場の例 
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■企業内教育の重要性 

2000年代の特徴 
１、労働力のアウトソーシング 
  派遣社員化 
  パート化・アルバイト化 
２、企業内教育のアウトソーシング 
  外部研修 
  外部コンサルタント 

日本の企業を支えてきた人材は企業内教育で養われてきた 

・時間外研修 
・ＱＣ活動 
・改善提案活動 

 

工場内の結束力 
 企業ノウハウの蓄積 

  

 
 “個“への変化 

ノウハウは外部へ分散 
 

    オペレーションの効率追求（分業）      

海外工場で現地人材を育成するのは 
日本人赴任者です。 
海外で必要なのは「マニュアル化」と言われます。 

デジタル思考？ 
マニュアル社会？ 
マニュアルを作る知識は？ 

変化 



を見つめ直し 

の苦労を知り 

の大切な時間の中から 

の能力に着目することで 

のやる気を引き出し 

の可能性を信じて 

に新たな想いを託す 

人 

成長 
成果 

よくあるコンサルティングの例 
○コンサルタントの指示従属型 
○考えるよりも命令実行を重視 
○仕組みより短期成果を追う 
○人材育成は後回し 
○一部の活動メンバー中心 

テクノ流 
コンサルティングの 
特徴 
 
 ●コンサルタントは 
  気づきを与える黒子 
 ●考えて、納得し、行動 
 ●仕組みを変える 
 ●人材育成が同時進行 
 ●全員参加の活動 活動期間 

自律的成長が継続していく 

定着せず衰退 

静歩行 → 動歩行 → 走行 

きっかけ作り 

   人に着目した指導 

34 テクノ経営総合研究所   株式会社 



「経営業績の改善」を加速して実現できるステップ 

１、「改善余地（伸びしろ）」がわかります。 

２、「実現の方法」もわかります。 

３、「実現のための費用」をご提示します。 

４、「予想成果（金額）」もご参考提示します。 

５、「費用対成果」で、ご判断できます。 

６、「活動運営ﾉｳﾊｳ導入と実践、成果実現」 

７、「自社の自主活動」として定着化 

弊社でご提案 
させていただきます。 
（所要6時間・無料） 

全員参加 
分担・活躍で 
経営実績改善を 
実現できます。 
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   工場診断の紹介 

各種セミナーも 
開催中 

テクノ経営総合研究所   株式会社 



世界がコモディティ化していく中で、 
日本企業は更に新たなものづくり技術を目指していく立場。 
発信の原点は常に日本に有り。 
 

こんな製品が作れないか・・ 
こんな設備が作れるが・・・・ 
 

海外工場と日本国内工場の役割は・・・ 

20世紀の日本のものづくり 
  欧米追従・成熟型 

21世紀の日本のものづくり 
    新規開拓型 

すだちくん 

家庭用分電盤にセンサー取り付け、 
アイボで分析、スマホへ転送 
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６章 これからの海外生産のあり方 

http://www.msn.com/ja-jp/news/techandscience/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%9c%e3%81%ae%e3%80%8c%e9%a0%ad%e8%84%b3%e3%80%8d%e3%80%81%e7%af%80%e9%9b%bb%e3%81%ab%e7%94%9f%e3%81%8b%e3%81%99-%e5%85%83%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%bc%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e3%82%89%e9%96%8b%e7%99%ba/ar-AA8rL5v?ocid=NAMDHP


第4次産業革命が始まったと言われます。 
    勝ち残るのは米独印？日本は？ 
ＩoＴで工場が変わる 消費者と繋がる 
    消費者要求にリアルタイムで対応 
    消費の多様化はさらに進みます。 
物流も更なる新たな革命を強いられます。 
我々、製造業はどこへ向かえば良いのでしょうか？ 
 

もう一度考え直しましょう。 
    ものづくりに必要な生産設備は不変です。 
    設備を使いこなすことで勝ち残る道があります。 
    使いこなす力が付いたら次のステージへ進みましょう。 
低賃金を搾取する海外進出はとうに終焉を迎えています。 
    これからは価値作業の機械化です。 
    完全自働化ではなく、簡易機械化であると考えます。 
 

新工場建設は稀なチャンスです。 
過去を振り返り、将来を見つめ、衆知を結集してあるべき方向へ 
会社を軌道修正していくきっかけにしてください。  

分業の弊害を考える 
・食の安全 
・賞味期限表示頼り 
・作る人、食べる人 
ネット文化の弊害は・・ 
・思考回路の変化 
・知識と知恵 
人は豊、便利になると 
同時に失うものがある 
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  ご清聴、ありがとうございました。 
 

ものづくりプロセスになくてはならない「設備」です。 
新工場設立＝設備管理力 
失われた20年を取り戻すためには、日本国内の体制を 
強靭にする必要があります。 
設備に強い集団が海外工場を成功させます。 
日本の工場は単なる「空洞化」に嘆くのではなく、 
海外工場を常にリードする設備管理力に満ちた 
「技術集団」であるべきと考えます。 
 

     企業は人なり 
    ものづくり＝ひとづくり 
     教育の時間を惜しむことなく 
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