
第4回：製品と工程の分析

経営管理

東京大学経済学部

藤本隆宏

１. 製品と工程の「入れ子」構造

２. 製品設計から工程設計へ

３. 製品・工程マトリックス

「‡：このマークが付してある著作物は、第三者が有する著作物ですので、同著作物の再使用、同著作物の二次的著

作物の創作等については、著作権者より直接使用許諾を得る必要があります。」



オペレーション（作業）

モノの流れ 情報の流れ

プロセスとオペレーション（情報の受発信としての解釈）

各ステーション（作業者・設備・ソフト・マニュアルなど）に

配備された設計情報

凡例：

プロセス（工程）



製品と工程の「かみ合い」構造

原料・仕掛品・製品の連鎖

生産工程の連鎖

＋



例：ミシン針の工程と仕掛品



例：自動車の生産工程と原材料・仕掛品

藤本隆宏「テクノロジーシステムに関するノート」 （土屋守章 『技術革新と経営戦略』日本経済新聞社 (p.151 図8)）

著作権処理の都合で、この場
所に挿入されていた図を省略
させていただきます

‡

組立製品の場合、
裾野の広がった
階層構造になる。

（部品表）



例：自動車車体の工程と仕掛品

資料：三菱総合研究所報告書 1983年
出典：社団法人自動車技術会会誌 「自動車技術」1982年No.7 『小型乗用車のボディ・スポット溶接点数（東洋工業の例）』

‡



２．製品設計から工程設計へ

（１）製品設計図（設計情報）を検討

（２）工程の基本コンセプトを作成

素材と加工方法

内外製区分

生産能力

加工経路

（３）工程レイアウト

（４）各ワークステーションの詳細設計

製品設計図

素材・加工方法の選択

内外製区分の決定

生産能力の決定

加工経路の決定

レイアウト設計

各工程の詳細設計

(加工手段選択、設備、治工具設計、
作業標準、検査・搬送設計など)

工程準備へ



製品設計図とそれに対応する工程フローダイアグラム（１）

秋庭雅夫 『生産管理』日本規格協会出版社 1987 （p.67 図3.7）

‡

※二次使用には、発行所の許諾が必要です。



製品設計図とそれに対応する工程フローダイアグラム（2）

要するに、

製品設計情報を

工程設計情報に

翻訳する

‡

秋庭雅夫 『生産管理』日本規格協会出版社 1987 （p.62 図3.3）
※二次使用には、発行所の許諾が必要です。



加工方法の選択（１）

成形 （鋳造、鍛造、プレス、焼結、押し出し、圧延、etc.）

切削加工 （旋削、穴あけ、平削り、形削り、中ぐり、フライス、
研削、ブローチ、歯切り、etc.）

処理 （メッキ、塗装、熱処理、etc.）

組立 （溶接、接着、ネジ止め、ピン止め、かしめ、圧入、
はめ込み、etc.）



加工方法の選択（２） 機械工業の場合

砂型鋳造法、精密鋳造法、遠心鋳造法、ダイカスト、
低加圧鋳造法、真空鋳造法、連続鋳造法

鋳造加工、圧延加工、管材加工、押出し加工、引抜き
加工、冷間鋳造、プレス加工、転造加工

施削、穴あけ、中ぐり、平削り、形削り、フライス削り、
研削、ブローチ削り、歯切り、金切り

（ガス切断、アーク切断）

セメンテーション、金属皮膜法、さび止め皮膜法、
フェーシング、電気化学的処理、塗装

ガス溶接、アーク溶接、抵抗溶接、圧接、ろう付け、
はんだ付け

（ねじ止め、ピン止め、リベット、かしめ、圧入、はめ込み）

鋳造加工

粉末や金加工 （整形法、焼結法）

塑性加工

切削加工

溶断加工

表面処理加工

磁化加工

溶接加工

接着加工

結合加工

機械加工

処理加工

組立加工



機会を見てみつけて
実物を見ておくとよい
（工場現場、博物館・・）



鋳造・成形 （縦型鋳造法造型機）

上段で無粋の砂型を縦型に造型する」。下段に砂型を連続して並べ、鋳込む。



機械加工

（エンジンの切削加工）



機械加工 （昔の旋盤、研削盤）



プレス成形 （昔のプレス設備）



プレス成形 （自動車のサイドボディ）



溶接組立 （自動車の車体の専用マルチスポット溶接機）



加工経路（加工順序）

単体部品 → 単線型

複合製品（加工組立製品） → 樹型（ヒエラルキー型）

石油化学製品など → 分解型



出典： 人見勝人 ｢生産システム論｣ 同文舘出版 1990年

単線型



タイルの例（単線型）



ヒエラルキー型（樹型）

千住鎮雄・川瀬武志・佐久間章行・中村善太郎・矢田博 『作業研究』 日本規格協会 1987

‡

※二次使用には、発行所の許諾が必要です。



プリント基板実装の例（樹型）



プリント基板実装の例（樹型）



分解型（石炭化学）

出典： 人見勝人 ｢生産システム論｣ 同文舘出版 1990年



ボールベアリングの例； 製品設計から工程フローへ （１）



分解型（石油精製）

小西誠一『石油のおはなし』日本規格協会出版社 1999 （p.90 図3.2）

‡

※二次使用には、発行所の許諾が必要です。



ボールベアリングの例； 製品設計から工程フローへ （２）



工程レイアウト

万能型レイアウト

機能別レイアウト

製品別レイアウト

レイアウトの改善事例



レイアウトのタイプ

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』
日本経済新聞社 2001 (Ⅰp37 図2.18) ‡



並木高矣 『工場管理の知識』日本経済新聞社 1972 （p.88 図6-1）
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‡

著作権処理の都合で、この
場所に挿入されていた図を
省略させていただきます

著作権処理の都合で、この
場所に挿入されていた図を
省略させていただきます

著作権処理の都合で、この
場所に挿入されていた図を
省略させていただきます

著作権処理の都合で、この
場所に挿入されていた図を
省略させていただきます



レイアウトの改善で、大きな設備投資なしに、
劇的な生産性向上ができることもある

関根憲一・岩崎澄男・新井啓介 『組立人員1/2化』日刊工業新聞社 1988 （p.100 図8.1）

‡



レイアウトの改善で、大きな設備投資なしに、
劇的な生産性向上ができることもある

‡

関根憲一・岩崎澄男・新井啓介 『組立人員1/2化』日刊工業新聞社 1988 （p.110 図8.5）



工程フローダイアグラム

製品別のラインの場合
工程フローダイアグラムの順に
実際の設備が
並ぶことになりやすい

レイアウト

著作権処理の都合で、この場
所に挿入されていた図を省略
させていただきます

並木高矣 『工場管理の知識』日本経済新聞社 1972 （p.112-113 図7-2）



３．製品・工程マトリックス

製品の多様性と生産数量 ⇔ 工程設計のタイプ

一品生産品 ⇔ プロジェクト

多品種少量生産品 ⇔ ジョブ・ショップ（機能別）

中品種中量生産品 ⇔ バッチ・フロー（製品別、バッチ）

一品種大量生産品 ⇔ アッセンブリーライン（製品別）

連続生産ライン（製品別）

仮説：製品・工程マトリックスの対角線付近に「適合領域」がある。



プロジェクト

ジョブ・ショップ

バッチ・フロー

ライン・フロー

（一個流し）

連続フロー

一品
多品種

少量

少品種

大量

一品種

大量

プロダクト・プロセス・マトリックスの一般的な枠組



プロジェクト

ジョブ・ショップ

バッチ・フロー

ライン・フロー

（一個流し）

連続フロー

一品
多品種

少量

少品種

大量

一品種

大量

プロダクト・プロセス・マトリックスと「適合領域」

適合領域



工程の基本タイプ

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』
日本経済新聞社 2001 (Ⅰp45 表2.2) 
Hayes, R.H. and Wheelwright, S.C.,
Restoring Our Competitive Edge, 
John Wiley & Sons.などを参考に筆者作成 ‡



事例：岩屋磁器の主要製品（1）

1. レリーフ

２. べセラ(屋外用オブジェ)

3. 伝統磁器



事例：岩屋磁器の主要製品（2）

４．建物外装用タイル

ボール

５．化学工業関連製品(耐酸磁器)

施工例（滋賀県議会棟）

サドル



プロジェクト

ジョブ・ショップ

バッチ・フロー

ライン・フロー

（一個流し）

連続フロー

一品
多品種

少量

中品種

中量

一品種

大量

岩屋磁器の製品系列と製品・工程マトリックス

少品種

大量

レリーフ

（壁画）

べセラ

（大物磁器）

伝統磁器

耐酸磁器

触媒

ビル外壁用
タイル

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』日本経済新聞社 2001 (Ⅰp42 図2.22)
‡



岩屋磁器の主要製品の工程特性

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』 日本経済新聞社 2001 (Ⅰp43 表2.1) 
筆者によるⅠ磁器実態調査

‡



製品・工程マトリックスの使い方と問題点

加工組立産業と装置産業を一つのマトリックスに収めるのは無理？
…工法ごとに別々の製品工程マトリックスを用意することも。

マトリックスの縦軸（工程のタイプ）に、新しい生産方式が含まれていない｡
ジャスト・イン・タイム（JIT)、グループ・テクノロジー（GT)、
フレキシブル・マニュファクチャリング・システム（FMS)、他

マトリックスの横軸（製品の多様性と生産量）も、もっと細かく分析する必要｡
例えば、同じ品種数でも、異質性の程度に違いがありうる｡

対角線にこだわりすぎると、競争のダイナミックスを見失う｡
…わざと対角線をはずしたほうがよいこともある｡



工法ごとに
異なるマトリックスを
用意しよう

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』日本経済新聞社 2001 (Ⅰp46 図2.23)

‡

‡



フレキシブルな生産方式
の持つ意味

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』
日本経済新聞社 2001 (Ⅰp47 図2.24) ‡



フレキシブルな生産方式
の持つ意味



「多品種少量」の意味

・・・品種の数だけでは
わからないものがある

「類似したもの」の品種数と
「非常に異なるもの」の品種数
は、意味が大きく異なる。

藤本隆宏 『生産マネジメント入門』
日本経済新聞社 2001 (Ⅰp48 図2.25) ‡
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