製造現場の改善方法に学ぶ
副業のための時間捻出法！
に加えて、さらに副業のための時間を確保する必要

副業を実行するには、現在の仕事や私生活の時間

があります。しかし「時間が余って仕方がない」と

言える人がどれだけいるのでしょうか。そこで本稿

では、副業時間の捻出の仕方を、3 つの手法を軸に

考察してみます。
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行為の総量を減らす手法として、ここでは、現場

実例をつけているが、当然、これが全てではない。

作業の効率化のフレームワークである「ECRS」の原
●「ECRS」の順番はどうすればいいのか

則をもとに進めることとする。
「ECRS」は、
① Eliminate（排除）

② Combine（結合）

③ Rearrange（交換） ④ Simplify（簡素化）

ECRS は単純にゴロがいいから、この順で呼ばれて
いるのではない。一般的には E>C>R>S の順に削減
効果が大きくなる。せっかくシンプルな作業に改善

の頭文字から取っている。主に工場などの生産現場

しても、その作業自体が削減可能だとしたら、改善

の作業改善で実施されており、ホワイトカラー職種

した意味がなくなってしまう。そのために ECRS の

や家事などの時間効率化にも役に立つ。各項目には

順に考えられている。もし、上位概念がどうしても

改善の参考として、仕事、家事やプライベートでの

できない場合は、下位の方策を考えてもいい。

① Eliminate（排除）
不要な作業をなくす。
「資料を作成したが、実は誰も見ていなかった」
「引き継ぎ時からやっているのでなんとなく」
という仕事は意外にも多くある。しかし、一見す
ると不要だと思われた作業が、思わぬところで影響
していることもあり、排除前に厳密な調査が必要。
【仕事の場合】
・誰も読んでいなかった資料作りはやめた

② Combine（結合）

・事務連絡ミーティングを廃止し、メールにした
・出張後の帰社ルールを廃止。業務はオンラインで
も可能なのでPCを支給し直行直帰をすすめた
【家事やプライベートの場合】
・夕ご飯を宅配弁当に切り替え、献立を考える、作
る、食器を洗うなどの時間を削減した
・無洗米を使い、お米を研ぐ時間を削減した
・親睦につながらない飲み会に参加するのをやめた
（頻度を減らした）

・各種報告メールのCCに、必ず上司を入れた

作業と作業の同時進行。実は、一緒にできる業務
内容もある。結合の実行にはタスクを分解して考え
ることが大切。しかし、闇雲に結合をすると質が落
ちることがあるので注意が必要。
【仕事の場合】
・打ち合わせ後に議事録を書いていたが、打ち合わ
せ中に議事録を書くようにした
・出張を機会に、別の案件の打ち合わせも実施した

③ Rearrange（交換）

【家事やプライベートの場合】
・風呂掃除は、風呂に入りながらやる
・毎食ご飯を炊くのではなく、一度にたくさん炊い
て冷凍しておき、その都度解凍して使用し、食事
の時間を短縮した
・本は電子書籍で購入し、満員電車の通勤時間でも
読めるようにした
・単純作業はテレビを見ながら行なうこととした

減少し、労働時間が短くなった

順序の変更。より効率的な進め方を追求し「本当
に今の順番でなければならないか？」を考えること
が、改善点を見つけることにつながる。
【仕事の場合】
・出張先がバラバラで非効率なので、出張先の時期
と行き先を合わせた（東北・北海道方面など）
・会議後の資料送付ではなく、資料送付後に会議を
開き短時間化（論点を絞った密度の濃い会議）
・生産工程の最終段階で検品を行なっていたが、製
品の確認を上流工程で実施したところ、手戻りが

【家事やプライベートの場合】
・「肉を切る→まな板を洗う→野菜を切る→まな板
を洗う」のではなく、「野菜を切る→肉を切る→
まな板を洗う」とする
・「おかずを作る→ご飯を炊く→食べる→洗い物をす
る」のではなく、「ご飯を炊いている間におかずを
作り、余った時間でまな板などを洗っておく」とし
て、同時並行で作業を進められるようにした
・実用書は、目次と巻末を先に読み、理解できない
箇所を本文で確認する

製造現場の改善方法に学ぶ副業のための時間捻出法！
32

特集企画／副業解禁！ 変わる働き方・生き方

④ Simplify（簡素化）
複雑な手順でやっている作業や、過剰に丁寧にや
っている作業を簡単にすることで、業務の効率を上
げる。しかし、必要最低限度を下回ることで、質を
下げてしまわないように注意が必要。
【仕事の場合】
・メール返信〝承知致しました、ありがとうござい

昨今、作業速度を上げる手法として、従来は手作
業で行なってきたことを、AI や機械学習などの技術
を取り入れたロボットに代行させ業務の効率化を図
っている。

ます、よくある問い合わせの回答など〟をテンプ
レ−ト化して、ワンクリック返信する
・社内会議資料は内容に注力しデザインを簡素化
【家事やプライベートの場合】
・お弁当に冷凍食品を使用し、調理時間を軽減
・フィンテックを活用し、銀行振込の手間を軽減
・毎日の服装を迷わないように、パターンを決めた

他方、機械の導入に際して「人間がやった方が心
がこもるのでは…」という考えもある。少なからず
読者の皆様も、そういった思いを抱くことがあるの
では…。
でも、蛇口から出て来た水は当たり前のように使

「RPA」
（Robotics Process Automation）
などの考え方が注目を集めている。これにより、何
時間もかかっていた作業が、ほんの数秒で終わって
しまったという事例もある。

用している現実があり〝井戸から汲んできた水を使
わなければ心がこもらない〟とは、誰も思わない。
●ダグラス・アダムスの法則
以下は、テクノロジーに対する認識は世代間でギ

AI や機械学習は

ャップがあることを示唆した「ダグラス・アダムス

↓

の法則」である。機械を使って省力化することへの
罪悪感が、少しでも薄れれば幸いである。

専門的な知識が必要なのか？

・人間は自分が生まれたとき、既に存在したテクノ

↓

ロジーを自然な世界の一部と感じる

手近なところから機械による
効率化を導入することは可能

・15歳から35歳の間に発明されたテクノロジーは、
新しくエキサイティングなものと感じられる

例えば、繰り返し作業には Excel の関数やマクロを
使ったり、ロボット掃除機や食洗機を導入したりな

・35歳以降になって発明されたテクノロジーは、自
然に反するものと感じられる

どが該当する。
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や私生活、家事で活用しているケ

ースはあまり見かけません。

生産現場と、事務職や家事は一

見関係のないことのようにも思え

ますが、お互いに参考になる点は

数多くあります。本稿では、
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以上、 つの手法を例に挙げまし

たが、他にも「両手動作分析」や

参考にできる施策は数多くありま
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「レイアウトプランニング」など、

す。興味のある方は、ぜひ弊社へ

お 問 い 合 わ せ く だ さ い。 本 稿 が、

副業を実践するにあたり一助とな

れば幸いです。
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