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―タイキクワさんがタイに会社を設立さ

分に関しては、改善の余地があるなと。

れたのが約 20 年前。菊池さんはどのような

ここを整備しないことには、付加価値が

問題意識を抱え、NPW を導入しようと考え

低い部分が増えてしまい、大きなロスに

られたのですか。

つながってしまうのです。

導入企業

タイキクワ

所在地：タイ
設立：1991年
従業員数：約 1,500人

独立系総合ダイカストメーカーとして、日
系自動車メーカー各社へ直接・間接的に部
品を納入している。アルミ・亜鉛精密ダイ
カスト部品の製造などを手掛ける。1991年、
シーラチャ・サハパタナの工業団地に工場
を完成させる。08 年に加工工場をアマタナ
コン工場団地に移設、現在に至る。

菊池：当社はタイのモータリゼーション

菊池：実は以前にも、コンサルティング

の波に乗って、急速に事業を拡大してき

を受けようとタイ人工場長に相談したこ

ました。いまでは 2 工場合せて従業員は

とがあったんです。でもその時は、彼が

約 1,500 人で、売り上げも本社より大き

前向きではなかった。今回はタイ人工場

い規模です。生産設備は、お客様のご要

長にも日産さんのセミナーに出てもらっ

望にその都度対応し、継ぎ足すというこ

た上で、再度相談しました。そうすると

いチャレンジに対して結果を出せたメン

とを繰り返してきました。ただ、手掛け

彼の方から、コンサルティングを受けた

バーについては、国籍やバックグラウン

ている製品の数が多いので、ラインも複

いと言ってきたのです。彼なりに、現場

ドを問わずマネジメントに参画しても

雑になっていました。このラインを、大

を抜本的に改善したいという思いが芽生

らっています。彼は役員として、アジア

きなコンセプトに基づいて一貫性のある

えていたのでしょう。

での KIKUWA 戦略も含めて一緒に考え

形で整理したいと考えたのが、日産さん

てもらっています。

に相談を持ちかけたきっかけです。ダイ

伊藤：世界市場での競争という観点から、

カスト鋳造を手掛けてきたので、この分

タイのモノづくりの位置づけが変化しつ

伊藤：実際にオペレーションに携わる

野の技術に関してはもちろん自信があり

つあるという側面も大きなポイントです

方々に対する指導は、私はできないわけ

ます。ただ、工場全体として、どのよう

よね。

です。そこは菊池さんをはじめ、タイ人工

かっていない部分もある。そこのところ

菊池：そうですね。20 年余り前からタイ

は強力にオペレーターの方々を引っ張っ

を第三者の目で見ていただいて、確認し

でやってきたおかげで、お客様との関係

場長にもやってもらっています。工場長

に機能をリンクさせるべきなのか、わ

たかったのです。

タイキクワ社長

菊池英之氏

や様々なつながりができてきました。た
だ、会社として次のステップに進むこと

伊藤：初めてタイキクワさんの工場を見

を考えると、いまのやり方で地元の企業

たとき、改善を自分たちなりにかみ砕い

や、インドや中国といった国の企業と

て消化し、各工程に取り入れているなと

戦っていけるのか、疑問を感じていまし

感じました。現場の掲示物や工程ごとの

た。実際、二輪に関しましては市場が大

設備に配置などに、それは表われていま

きいインドネシアの方がさらに優位に

したね。一方で、工程間のつながりの部

立ってくると予想していますし、今後、

伊藤：労務費が安い東南アジアの国々は、

人をたくさん雇ってもコスト競争力は世

は認めてもらえてうれしいわけです。は

所を引き出してくれていますね。普段、

最低賃金が上がっているため、コストを

じめは緊張して意見も言えないでいまし

私たちが気付いていない、光っている部

下げる、つまり生産効率を上げる必要性

たが、もともとは自分から意見を言うの

が出てきています。

が大好きな人たちですから（笑）
。いま
わってくるようになりました。

リットは当然あります。図面に書いてい

継続的に実行していくのは現場の方々で
す。結局は現地の方たちがグローバルで
しくみのコンセプトを作り上げる必要が
あります。
菊池：実際の運用は現場ですから、上か

ら言われたのでは続きませんよね。改善

だけでは、
「やらされている」という意

のプロセスにおいても、上から言われて

識が強くなってしまいますから。

やるのと、主体的に取り組むのでは、納
得感がまったく違う。結果が同じだとし

伊藤：多様性を認め合い、プラスの方向

ても、継続性がまったく違ってきます。

スといわれますが、これをなるべく活動

トボードで書くときも日本語で書いて、

に持っていくのは、日産の社風の一つで

これまでは、日本のやり方が元にあって、

の早期に味わってもらうようにしていま

それをタイ語に訳してもらう、というや

す。タイキクワさんも、日本語と英語と

それをタイに移植するというスタンスで

す。そうすると、次の改善へのモチベー

り方を採っている会社が多いと思います。

タイ語を駆使してコミュニケーションを

した。ただ、いまはタイが本社の事業規

し、スピード感もあります。ただ、今後

やっぱり現場の人ですから。その会社の

ションにつながるからです。はじめから

伊藤さんを見ていて、タイ人の従業員と、

取りながら仕事を進めています。その意

模を上回っているので、中長期的なビ

はそれを価値としてお客様に認めてもら

問題は、実際には技術的なものやその会

難しい課題をやってもらっても、
「いつ

よりダイレクトにコミュニケーションを

味でダイバーシティを感じますね。

えるかはわからないわけです。それを考

社の製品特有のものであることが多い。

になったら成果が出るんだろう」という

取ろうとしているなと感じました。うち

えれば、生産拠点としての体質を変える

そこで外の人間がああしろ、こうしろと

気持ちになってしまう。小さな成果の積

の工場長からは「もっと英語を勉強して

指図するよりも、会社の人たちが問題と

み重ねの中に、難しい課題を少しずつ織

ください」とよくいわれるんです（笑）
。業

感じていることや「こうしたい」と思っ

り交ぜるようにしています。

務のスピードも上がるし、タイ人も主体
性を持って取り組めるじゃないですかと。

―実際に NPW のコンサルティングを受け

いとう・かつみ
1989年、日産自動車株式会社に入社。試作
部などを経て、2004 年よりNPW 推進部に
所属し現職に至る。

れる。われわれも含め、日系だとホワイ

伊藤：改善案を出したとしても、それを

上から「これ、やってみて」と言われる

るとき、ホワイトボードには英語が書か
伊藤：短期間での成果はクイックサクセ

上で、指示してくれています。

伊藤：現場をいちばん知っているのは、

「光る人材」が見えてくる

伊藤嘉津美氏

菊池：伊藤さんが打ち合わせで説明をす

ば相手の心にいちばん残るかを理解した

ないこともくみ取って理解してくれます

ことは避けられないですね。

NPW 改善コンサルティング

分が見えてきたこともありました。

ダイバーシティは主体性

菊池：彼は現場の人たちに、どう伝えれ

通用するタイキクワさんとしての生産の

日産自動車が長年の事業で培ったノウハウをもとに、企業の改善を支援する「NPW（Nissan Production Way）改善コンサルティング」。
ダイカスト鋳造で自動車部品などの生産を手掛けるタイキクワが日産流の改善プロジェクトを取り入れて現場に起きた「化学反応」は、
生産効率の向上にとどまらなかった。同社の菊池英之社長とコンサルティングを担当した伊藤嘉津美氏に、NPW の魅力を語ってもらった。

は楽しんでやってるな、というのが伝

小さな成果を
短期間で
積み重ねる。
まずはこれが
大事です。

伊藤嘉津美氏

日産流「改善」で光る現場と人材

界で通用していました。ただ、タイでは

菊池：日系企業同士で仕事をしていくメ

対談

てくれていますよね。感謝しています。

ダイバーシティは「主体性」

他の分野でもそういうことが起きてくる
ことは、容易に想像がつきます。

NPW 改善コンサルティング

ていることを、どれだけ引き出せるかが

に目に見える形で成果を出したい。そこ

にぴったりなのは、タイ人の役員の存在

していきたいですね。タイ人のスタッフ

までいかないと、
「改善ごっこ」になっ

です。彼は私どもが工場を立ち上げた当

も、国際的に活躍していく資質はあると

てしまいますから。ただ、それまでには、

初、高卒で入社しました。エンジニアで

思うので、こうした部分も伸ばして新展

これから山あり谷ありでしょう。PDCA

はなかったのですが、品質管理部門など、

開の力になってほしい。

サイクル（計画、実行、評価、改善）で

キルや知識を吸収し、2011 年から役員

伊藤：タイキクワさんのプロジェクトを

しでした。今後は評価と改善も組み入れ

伊藤：いろんな個性を持っている人たち

になりました。積極的にジョブローテー

開始して、4 カ月ほど経ちました。ロ

て、しっかりとした成果を出し、会社の

は、いろんな意見を持っている。まずは

ションの機会を与えています。あたらし

ケットで言えば、まだ発射が成功した段

収益につなげたいですね。

菊池：チームのメンバーは通常の業務も

これが日産さんが重視されている「ダイ
バーシティ（多様性）
」の片鱗なのかなと。

抱えています。そんな中で、伊藤さんか
ら出される宿題を、喜々としてこなして

勢が出てきましたね。

いますね。

たり相手に教わるといった、一緒に考え

菊池：今回のプロジェクトを通して、認

伊藤：たとえば、いままで 2 人でやって

そこを尊重して、聞くようにしています。

るという姿勢で従業員に接してくれまし

めてもらうのは、みんな嬉しいんだって

きたことを、1 人でやってみてもらって

それぞれの意見の良い所を取ったり、相

た。
「あ、それいいね」
「それは私も気づ

ことがよくわかりました。小さい成功か

います。効率化や省人化を体験してもら

手に賛同する。違う意見をぶつけ合った

かなかった」と言ってもらえると、彼ら

もしれないですが、自分で考えたことが

おうと、いろんな部署で 1 人減らして

り、足したりして、いいアイデアを出し

具現化して、なおかつ評価してもらえる。

やってみてもらっています。これって、

ていく。この流れがタイキクワさんの改

テンション上がりますよね。プロジェク

やる方からしたらかなり大変な課題です

善プロジェクトの中にも出てきています。

トチームは、マネジャーやチームリー

よね。疲れるし、仕事も増える。こちら

ダーといった班長クラスですが、各セク

はヒントを出すだけですが、それでも

菊池：NPW を通じて、ダイバーシティっ

ションからよりすぐったエースで、リー

ちゃんと取り組んでくれています。

て、主体性なんだと思うようになりまし

ダイバーシティとは？
「多様性」の意。組織マネジメントや人事の分野
では、国籍や性別、年齢などにこだわらず様々な
人材を登用し、それぞれの力や個性が混じり合う
ことで組織が活性化されるとする考え方。
多様な人材がその実力を最大限発揮することがで
き、正当な評価を受けることができる企業風土の
構築を目指すものでもある。日産自動車が企業哲
学の根本に置く発想。

ジョンに沿ってそれを練り直して、作り
とを将来的にアジア展開する際の基準に

大事だと思っています。キクワさんの活

線」ではなく、相手の考え方を引き出し

菊池英之氏

きくち・ひでゆき
通信機器メーカーで勤務後、1995 年に株
式会社菊和に入社。2003 年からタイに赴任
し、2006 年より現職

階です。これから軌道に乗せて、具体的

動メンバーも、何回かやっているうちに

菊池：伊藤さんは、いわゆる「上から目

タイキクワ取締役社長

直したい。このプロジェクトで学んだこ

自分たちでアイデアを出して実行する姿

入れてみて、どのような変化がありましたか。

NPWによって、
スタッフの隠れた
長所も引き出され
ています。

ダーとして会社を引っ張っていく人たち

た。自分たちで意見を出して、それを実

を集めています。そういう人たちの良い

行してみるからこそ主体的に取り組める。

菊池：当社でダイバーシティという言葉

言えば、これまでは計画と実行の繰り返

さまざまなセクションを渡り歩いて、ス

ィングとは？
NPW 改善コンサルテ

自動車の製造を通じて蓄積してきたノウハウを凝縮した生産方式
NPW（Nissan Production Way）をもとに、モノづくりとサービスの
現場改善を支援する事業。
① モノづくりの現場を持つ組織によるコンサルティング
② 日産の現役社員が最新の改善手法を提案
③ 成果コミット型のコンサルティング
④ 生産／サービスの現場プロセスを、ともに作り上げる姿勢
⑤ 改善を持続できる現場環境づくり・人づくり、などを特徴とし、
幅広い業種で導入されている。

詳しくは WEB サイトへ
日産 NPW

検索
NPW 改善コンサルティング室

〒 220-8686 神奈川県横浜市西区高島 1-1-1

TEL：045-523-5308 ／ FAX：045-523-5740
E-mail：info_IP@mail.nissan.co.jp

