アパレルものづくり
にリーン生産方式を適用

新しいトレンドに立ち向かう

今

日のファッション業界のビ
ジネスは、10年前とは全く
違います。常に新しさを取り入れ
続けるファストファッションのビ
ジネスモデルの拡大によって価格
の低下が進んだことに加え、これ
まで以上に力を持った消費者の間
で「今すぐにほしい」という心理
が生まれました。グローバル化と
インターネットの登場で、価格の
比較が即座に可能になったほか、
クリックしただけですぐに情報が
入手できるようになったため、フ
ァッションの同一化が進行し、非
常に競争の激しいマーケットにな
りました。
従来の1年に2回のコレクションに
代わって、今日では、消費者は複
数のコレクションの開催と店舗で
の継続的な新商品の展開を期待し
ています。これはアパレルメーカ
ーにとって、少ない数量の複雑な

オーダーが増え、それらを短期間
に市場に展開する必要があること
を意味しています。

りスマート」に生産する方式を見
つけることが必須となっていま
す。ここで「リーン生産方式」の
登場です。すでに自動車業界や食
品業界で効果が実証済みのリーン
生産技術およびリーン生産方式
は、利益を維持しつつ、生産プロ
セスを効率化して、市場の要求に
応え続けるための新しい方法を見
つける上で、メーカーにとって重
要な鍵になります。

エネルギー価格の高騰、通貨価値
の上昇、生産の成長の鈍化などの
要因により、人件費や生産コスト
が増大し、大きな課題となってい
ます。同時に、ブランド企業や小
売企業は、品質に一切妥協するこ
となくさらに低価格な商品を要求
してきます。また、飽和状態とな
ったファストファッション業界で
は、消費者は非現実的で持続困難
なレベルの低価格を期待してお
り、消費者の心をつかむことは
これまで以上に厳しくなってい
ます。

リーン生産方式を適用すること
で、利益性の向上だけでなく、時
間、コスト、リソースなどに余裕
が生まれるので、将来の業績拡大
に向けたイノベーションやビジネ
ス構築に再投資することが可能
です。

板挟みによって利益が目減りする
中、メーカーは、コストを増やさ
ずに、すでに過剰な状態の仕事量
に負荷を追加することなく、「よ

新しい消費者とアパレルものづくり
「10年前には、ブラジルが
製造拠点として最も高コ
ストな国になる可能性が
あることや、メキシコが
中国より生産コストが安
くなる可能性があること
など、誰も予測していま
せんでした」1 – BCG, The
Shifting Economics of
Global Manufacturing
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大部分の製造地域で賃金が上昇（2015）
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https://www.cbi.eu/sites/default/files/study/trends-supply-chains-europe-apparel-2014.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_317002.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_436867.pdf
注意：為替の変動より変化する可能性あり
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は、このファッショ
ン業界の状況の変化
と新しいタイプの消費者の
登場は、アパレルメーカー
にとって一体何を意味する
のでしょうか？良質な新商
品を可能な限り安い価格で
継続的に提供することが求
められる中、メーカーの企
業運営に必要な手法は、ど
のように変化したのでしょ
うか？

アパレルメーカーが知っておくべき大きな影響は、
以下の5つです。
個別対応の複雑な商品の提供
現在、製造業者は、アパレルメーカーがライバル企
業と差別化できるよう、個別対応の商品やサービス
を提供する必要があります。多様な商品構成で小ロ
ットオーダーへの要求に対応することが主流になっ
てきています。注文、パーツ、モノの流れの管理が
さらに複雑になったことに加え、設備機器の設定変
更が必要になる回数が増加しており、生産活動はさ
らに困難なものになっています。これらは、生産時
間に影響を及ぼします。アパレル生産工場にはこの
複雑な状況をうまく乗り切るための革新が必要にな
っています。

り、サイズの単位（場合によりスタイルも含め）を
その国や地域に固有のものに合わせる必要があり、
生産側で管理すべきバリエーションの増加につなが
っています。

品質基準の強化
現在、小売企業や消費者の不良品に対する目は厳し
くなっており、生産量が増加するに従い、求められ
る品質基準はより厳しくなります。理由の1つとし
て、同じ土俵で戦うブランド企業の数が増加し、市
場の競争が非常に激しくなったことが原因です。ま
た、商品の情報や消費者の反応は、フォーラムやソ
ーシャルメディア上ですぐに閲覧が可能です。

価格の低下とコストの増加
メーカーは、グローバル市場で競争力の優位
性を維持するため、より低い価格での商品化
が必要というプレッシャーを感じています。
価格の低下と同時に、生産コストや人件費率は上が
ります｡現在は低コストな製造拠点国である中国です
が、2018年までにアメリカより製造コストが高くな
るという複数の予測が出ています2｡2013年～2015年の
間に、中国の製造業の労働者の賃金は約20%増加した
と推定されています。輸出規制や貿易協定の変化に
より世界の取引環境は大きなインパクトを受けてお
り、開発途上国に深刻な問題を投げかけました。そ
の結果、開発途上国のアパレル製造業界は、現在繊
維業界の巨人である中国やインドを相手に競争する
必要に迫られています。

グローバル化
小売企業やブランド企業は、現在、世界中の複数の
拠点で生産を行っています。これはアパレルメーカ
ーにとって、グローバルな法規制の準拠、プロセス
の標準化、様々な地域でもばらつきのない商品の
提供が求められることを意味し、新たな課題となっ
ています。また、ブランド企業のグローバル化によ

商品化にかかる時間を短縮
従来のシーズン展開はなくなりつつあり、現在は4
～8週間の間隔で店舗に新しい商品が陳列されます。
商品化までの時間が短縮したことは、つまり、工場
は品質を犠牲にすることなく商品をより早く製造す
る必要があることを意味しています｡メーカーは、注
文の納品が1日遅れただけ、または仕様に適合してい
ない場合、すでに少ない利益を食いつぶす重い罰金
やペナルティが課せられるリスクを負っています｡

困難な市場での競争：リーン生産方式とは

ア

パレルメーカーにとって、
この新たなファッション業
界の状況に対応していくには、リ
ソースを最適化し、機敏性を高
め、柔軟性を向上するための対策
を見つけることが重要です。これ
が現在の市場で戦うための唯一の
方法です｡メーカーが今後も持続可
能な収益モデルを運用していく上
で、時間、リソース、生地などが
無駄になるようなプロセスは選択
肢にはなりません。

「勝者はグローバルな生産活動に
おける経済の変化に、企業経営の
対応ができる会社で、経済の形が
今後も発展・変化していく中でギ
アを切り替えることができる柔軟
性を持った企業でしょう」。3
BCG、The Shifting Economics of
Global Manufacturing

このような新しい環境で、オペレ
ーショナル・エクセレンスの基礎
であるリーン生産方式は、まさに
生産の中心に位置します。この白
書では、リーン生産方式の主な概
要と、世界中のアパレル製造メー
カーにとってリーン生産方式が与
えるプラスの影響について解説し
ます。基本的な概要のほか、より
詳細な技術的な情報、およびアパ
レル業界における最近の事例も紹
介します。
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ムダを無くす：リーン生産方式の基本
「リーン生産方式の手法の主な目的は、無駄（ム
ダ）を省き、価値を生まない活動をプロセスから排
除することです。」4– Don Tapping, The Lean Pocket
Guide:Tools for the Elimination of Waste!

製

造現場で働く大半は、リーン生産方式を聞い
たことがあり、自動車業界が発祥であること
を知っています。しかし、自動車メーカーは単にリ
ーン生産方式を採用したというわけではありません｡

発明したのも自動車メーカーなのです｡1940年代後半
に、当時日本のトヨタ自動車のマネージャーだった
大野耐一氏が、製造プロセスから無駄を排除し、継
続的な改善活動の実施を探究する過程で、このリー
ン生産方式を初めて体系化しました。大野氏とトヨ
タ自動車は、今日リーン生産方式として知られるこ
れらの方式、テクニック、ツールの改良を続けまし
た｡この手法は、自動車業界に加え、他の業界にも広
く採用されただけでなく、製造プロセス全体の効率
化に寄与することが実績として証明
されています。

作りすぎの
ムダ

不良のムダ

手持ちのムダ

致命的な
つの
ムダ

7

動作のムダ

運搬のムダ

加工のムダ

在庫のムダ

しかし、リーン生産方式とは一体
どういったものであり、生産活動
のオペレーショナル・エクセレン
スの達成にどのように役立つので
しょうか？

「リーンとは、『ムダのない生産活
動』を意味します。ムダとは、生産
に不可欠な最低限の設備機器、生
地、パーツ、作業時間以外の全て
のことです。無駄（ムダ）には、
作りすぎのムダ、手持ちのムダ、
運搬のムダ、在庫のムダ、加工の
ムダ、動作のムダ、不良をつくる
ムダの7つの種類があります」。5 –
Sharam Taj, Journal of Manufacturing
Technology Management

3Mアプローチ

リ

ーン生産方式に詳しい人の大半は、7つのムダ
を知っていますが、リーン生産方式では、ムダ
の原因となりしばしば隠れて存在する ムラ （ばらつ
き、一貫性の不足）、 ムリ （過剰な負担）の解決に
取り組むことも同様に重要です。
たとえば、理想的な裁断システムの流れは、明らか
に管理され調整されているものです。つまり、作業
を実行する上での効果的なコミュニケーション、適
切なツールや機械など、作業方法が定義されている
ことを意味します。しかし、この定義が不十分であ
ったり存在しない場合、ワークフロー上に ムラ （ば
らつき、一貫性の不足）が発生し、結果として、装
置、プロセス、関係者への ムリ （過剰な負担）につ
ながります（表1を参照）｡その結果、生地の使用が
非効率になり、コストのかかる作り直し作業、従業
員のストレスや燃え尽き症候群、その他の不必要な
コストの発生につながるため、ムリとムラは、アパ

レル会社が避けるべき大きな ムダ となります。重要
なことは、1つの要素が別の要素に影響を与えるな
ど、これらはお互いにつながり合っていることを十
分理解することです。逆に言うと、3Mはシステム的
に対応しているので、他のエリアにも効果が及び、
会社全体にプラスの影響をもたらします。
全体的なリーン生産方式の手法では、3M全てに対応
する必要があります。失敗する原因の多くは、リー
ン生産方式のポイントが単にムダの排除と考えて取
り組むことです。この場合、リーン生産方式のプロ
ジェクト実施当初はコストを節約できますが、顧客
からの変更の要望や、サプライヤに問題が発生した
場合はすぐに崩壊することになります。リーン生産
方式の導入が失敗する場合、会社の全体的な視点が
欠けていたり、トヨタなどの先駆者が特定した別の
ムダに取り組んでいる場合がしばしば見られます。

3つのムダ：パーツ間隔が不要な
裁断機のインパクト
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裁断計画の効率化により生
産プロセスを円滑化
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3Mによる生地のムダの削減

生

地は、衣類において唯一にして最大のコスト発生源であり、リーン生産方式の単なる表面的な
アプローチでは、生産コストの増大の原因として「生地のムダが多すぎる」との指摘があるか
もしれません。それでは解決策は？パーツ間隔なしの裁断により、裁断時に発生するパーツ間のム
ダな生地を削減します｡これで問題は解決しました！
しかし「生地のムダが多すぎる」ことには、実際には複数の問題がからんでいます。リーン生産方
式の正しい実施方法では、ムダに関する全ての要因の特定と対応を行います。
たとえば、ムリ（過剰な負担）に取り組む場合、システム上にある過剰な負担を、事前の準備や計
画時に排除する対策も含まれます。この対策として、生地の利用効率を最大化するために、パーツ
の配置方法およびサイズの組み合わせを最適化した自動化ソリューションの導入により、以下を実
現することができます：
1）効率的な裁断計画の作成で生地を削減
2）マニュアルで裁断計画を作成していた場合のスピードアップによる時間の削減
3）担当者の負荷を軽減（手作業でパターンを配置している担当者の時間とエネルギーの削減、
作業のために担当者にかかる関連コストの削減）
このように、物理的な生地のムダだけでなく、計画したプロセスが想定ほど効率的でない場合に発
生するムダな時間、エネルギー、コストなど、全てのレベルでの非効率の排除に取り組みます。ま
た、この手法により不要な人員を別の場所に配置転換できるため、必要な場所に価値を追加して生
産性と収益の向上が可能です。
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リーン生産方式の別の側面、心構え
「まず人を育て、次にプロセスを作
る」– Mike Kuta, Managing Partner,
Productivity Inc 6.

リーン生産方式の考え方：
5 Whys （なぜなぜ分析）
で、根本原因を把握する

リ

ーン生産方式は、包括的なものと
も言えます｡真のリーン企業になる
ためには、工場の作業員から管理職まで
あらゆる人が関与する必要があります。
全ての人の意見は貴重です｡リーン生産方
式の導入準備が整っているかを検討する
前に、職場の風通しのよさを確認する必
要があります｡準備が整っていない場合、
何段階かの手順を踏んで、従業員が権限
を持ち一緒に取り組んでいることを実感
できる環境を構築します｡この環境の構築
が、リーンプロジェクトが成功するため
の基礎となります｡

詳細な質問によって問題を解決するシンプルな根本原因
分析テクニック

企業とっては、この手法は、社風だけでな
く文化や社会に対する考え方を含む非常に
大きな変化を意味します。相反するものの
考え方を取り入れて新しいアイデアを生む
ことは、従業員が上司と議論することに消
極的な場合、困難かもしれません。そのた
めリーンプロジェクトを計画する場合、働
き方の違い、業界や社会の考え方の違いを
考慮する必要があります。
リーンプロジェクトには、ツールや
指針だけでなく、人も含まれます。結
局、変化を引き起こすのは人なのです｡
従業員を巻き込み、社会的、文化的、業界
的な背景を踏まえながらマーケットの具体
的なニーズ取り入れる、という全体的なロ
ードマップは、リーン生産方式の導入の成
否を分けるポイントになります。
チームが導入に参加し権限を実感していることを確
認するひとつの方法は、評価結果を共有することの
できるわかりやすいKPI（主要業績評価指標）を設定

1
注文の到着が遅れた理由は？
（生産のボトルネック）

2
生産のボトルネックが存在する理由は？
（工場フロアのワークフローが不適切）

3
工場フロアのワークフローが不適切な理由は？
（裁断機のダウンタイムが多い）

4
裁断機のダウンタイムが多い理由は？
（旧式の装置、スタッフへの適切なトレーニングの不足)

5
ソリューション：機器のアップグレード、
生産現場のスタッフへの再トレーニングの実施

することです。別の方法としては、プロセスの早い
段階で「目標」を設定することで、従業員が達成感
を持つことができ、プロジェクトが困難に直面した
際に難局を切り抜けるための力となります。

次のステージ：リーン生産方式をアパレルものづくりに導入する

リ

ーン生産方式はi自動車業
界で発展しましたが、多く
のテクニックはアパレル製造業界
にも応用することができ、素晴
らしい成果を上げています。こ
の中には、バリューストリーム

マップの作成、5Sの手法、ジャ
ストインタイム（JIT）生産も含
まれます｡ただし、リーン生産方
式が最も有効に機能するのは、複
数の方式を組み合わせて1つの調
和したプロセスとなった時です。

この取り組みの基本は常に従業員
であり、従業員が責任と権限を持
って、企業や組織全体の継続的な
改善活動を推進していく必要があ
ります。

問題の把握：バリューストリームマップの作成

リ

ーン生産方式のプロジェクトのほとんどは、
いわゆる「バリューストリームマップの作
成」からスタートします。それには、現在の状況を
評価し、価値の流れに存在するムダを特定し、今後
の作業がどうあるべきか、計画を策定することが含
まれます｡次に、数多くのツール、テクニック、手法
を適用して、効率を改善して、プロセスの合理化を
進めます。このバリューストリームマップ作成プロ
セスは、自動車業界と同様に、アパレル製造の環境
にも当てはめることができます。重大な問題が特定
された場合、適切な技術やテクノロジーを導入する

ことになりますが、場合によっては大きな改善につ
ながります。例えば、アパレル業界での3Dソリュー
ションによるバーチャルのサンプリングやパターン
作成は、一部の企業にとって大きな改善につながり
ます（事例1を参照）。実際のビジネス事例の1つと
して、以前は30～60日かかっていたサンプル品の作
成時間を、わずか数時間に短縮することに成功した
企業を紹介します。この企業は、さらに新しく導入
した効率的なプロセスによって、顧客向けに制作し
ている1シーズンあたりのスタイルの数を2倍以上に
増やすことに成功しました。7

事例1：コルデイロ・カンポス
3Dテクノロジーとリーン生産方式による商品開発

ビ

ジネスモデルが変化する中、商品開発に進出するアパレルメーカーの数はますます増加してい
ます。フィッティングやコストのかかるやり直し作業に費やしていた業務を、3Dによるバー
チャルサンプルとパターン作成のソリューションを活用することで、商品開発プロセスの最適化、
時間の短縮化、生地やリソースの効率化が可能になります。最新技術の進歩により、現在では、多
くの手作業の自動化が可能になりました｡商品開発サイクルを短縮化できるほか、ムダがなくなるた
め、事実上「リーン化」することができます｡これらはどのようにして達成するのでしょうか？
ポルトガルのテキスタイルメーカーであるコルデイロ・カンポスは、3Dによるバーチャルサンプリ
ング技術を活用して大きな成果を達成した企業の一例です｡
コミュニケーションの強化
3Dバーチャルサンプリングとパターン作成のソリューションは、コルデイロ・カンポスに大きな改
善をもたらしました｡MD、デザイン、商品開発、生産などの部門がアイデアを具体的な形にして共有
できるようになったのです。リアルタイムで同じ画像を見ながら作業ができるため、確認が必要だ
った部分が減り、高コストにつながる誤解や勘違いを無くし、デザインの承認手続きを単純化・迅
速化することができました｡
自動化
コルデイロ・カンポスでは全ての作業を手作業で行っており、多くの「ムダな時間、生地、コス
ト」につながっていたと会社の株主でありマネージャーのアナベル・カンポスは話します｡要求の厳
しいラグジュアリーマーケット向けに年間30万着の衣類を生産していたコルデイロ・カンポスは、
厳しい納期に縛られながらの業務を行っており、商品化までの時間の短縮と、大きなコストがかか
るサンプル作成数を削減する必要がありました｡レクトラの3Dによるバーチャルサンプルソリューシ
ョンを活用することで、画面上で直接全サイズの視覚化が可能なったので、コロデイロ・カンポス
はサンプル作成数を削減し、時間の節約、そして高価な生地のムダを削減することができました｡そ
の結果、より迅速な顧客への対応が可能になっただけでなく、短時間で新しい商品を開発できるよ
うになりました｡また、高度なパターン作成テクノロジーによって品質管理とフィッティング精度の
向上にもつながりました｡
困難な状況下での成長
このような改善の結果、コルデイロ・カンポスは、困難なグローバル経済環境にもかかわらず、力
強いビジネス成長を維持することができています｡コロデイロ・カンポスは最近、ポルトガルで最高
の業績の中小企業を表彰する「PME Líder」を獲得し、ポルトガルのベスト中小企業の1社に選ばれま
した｡コルデイロ・カンポスでは、商品開発プロセスのリーン化の実現において、3D技術の活用がキ
ーとなる役割を果たしており、会社の競争力の維持とビジネスの継続的な拡大につながっています｡
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規律 ＝ 劇的な変化 － 5S活動

5S

整理

清掃

清潔

現在の生産業務や事
務作業に不要なもの
を職場から排除する

常に清掃して職場を
清潔に保つ

これらの状態を長
期間維持する

整頓

躾

作業場に必要なものを
誰でも見つけられるよ
うに整理し、ラベルを
つけて管理する

日々の業務での活動
を習慣化する

リ

ーン生産方式の提唱者は、仕事場を日々整理し
て効率的な仕事場を維持するための維持管理
システムである5S活動（整理、整頓、清掃、清潔、
躾）を推奨しています｡5Sは体系的にまとめられた手
法で、仕事場において標準化と規律を維持すること
の重要性を説いています。また5S活動は、日々の仕
事場の整理整頓から設備機器の定期的な点検・修理
まで含みます。この活動は、企業が継続的な改善活
動を実施し、高い成果を達成するための基盤となり
ます。

裁断室の理想的な5S活動として、たとえば、
予防保守による機械やスペア部品の継続的な
モニタリングで、装置の故障による不要なダ
ウンタイムを防ぐことができます。慎重な整
備士が自動車のオイル交換を決まった走行距
離毎に行うように、リーン生産方式を採用す
るアパレルメーカーは、一定の生産数量に基
づいて定期的にシステムのメンテナンスを予
定していきます。別の方法として、問題が深
刻になる前に潜在的な問題を知らせてくれる
センサーが組み込まれたシステムに投資する
場合もあります。

また5S活動においては、スペア部品を使用す
るたびに、自動的に部品発注を行うことにな
っているので、壊れた部品の発注・交換を待
つ無駄な時間が最小限に抑えられます。つま
り、故障が発生した場合に備えて、交換部品
が常に確実に手元に常にあるということです。この
自動化されたシステムにより、機器のより迅速な修
理が可能になり、人や機器のダウンタイムを削減す
ることができるほか、誰かが在庫をチェックして部
品の注文を行う必要がなくなります。

（適量）多過ぎず少な過ぎず：在庫管理の重要性

ジ

ャストインタイム（JIT）も
リーン生産方式の要素のひ
とつであり、アパレル製造メーカ
ーの環境に適しています。JITで
は、過剰な在庫は貴重なスペース
を占拠し、それを管理するための
コストが発生するという考え方に
基づいています。JITは「必要なも
のを、必要なときに、必要な場所
で、必要な量だけ」持つことに焦
点を当てます。 8JITをリーン生産
のシグナル/スケジュール（かんば
ん）方式と組み合わせることで、
在庫と実際の消費とを連動させる
ことができます。
JITとかんばん方式のさまざまな手
法を応用して、アパレル製造プロ
セス全体のムダを最小化すること

ができます。例えば、受注したオ
ーダーに必要な生地の量を正確に
はじきだせる高度なソリューショ
ンは、JITの考え方と完全に一致し
ています。つまりこれらのソリュ
ーションを利用することで、メー
カーは必要な量だけ生地を注文す
ることができるほか、過剰な生地
の購入費用、保管スペースやコス
トなどのムダを削減することが可
能だからです。
JITの別のメリットとしては、過剰
な量のパーツや生地を工場に保管
することで、生産ライン内の効率
的な移動の妨げとなる「散らかっ
た状態」を減らすことが可能にな
ります。これによりラインのスピ
ードアップが可能になり、同じリ

ソースでも生産量が増加し、生産
における全体的なコストを削減す
ることが可能です。
JITとかんばん方式をさらに一歩進
めると、生産スピードをコントロ
ールすることも可能です。顧客の
需要予測に基づいて商品化する「
プッシュ型」ではなく、実際の販
売データに基づいて商品化を行う
「プル型」の生産が可能になり、
トレンドに翻弄されがちなファッ
ション市場に適用した場合、非常
に有効な戦略となるのです。消費
者の欲求や売れ残りを予測する手
法に代わって、店舗のPOSデータを
活用して、現在の売れ筋商品に基
づいた発注で生産を行うことがで
きます。ブランド企業は売れ筋か

ら発注を行い、工場は注文に従っ
て生産を行うので、商品はより早
く店舗に棚に並びます。
正確なデータをタイムリーに共有
するだけでは、JITが成功してい
るとはいえません。これらのデー
タに基づいて、注文を処理し、適
時に商品化を行い、現在のトレン
ドに乗ることができるような柔軟
な製造オペレーションを備えてい
る必要があります。ここでも、ム
ダな時間を排除しプロセスを効率
化するリーン生産方式が役立ちま
す。リーン生産方式によって、ア
パレル工場は社内のリソースの最
大限の活用と、収益に悪影響を与
えることなく短期間での商品づく
りが可能になります。

しかし、JITにはいくつかの問題
もあります。JITは、信頼性の高
い安定した生地の供給が前提にな
っています。メーカーは安定した
在庫を確保しているわけではない
ので、原材料の価格の変動、供給
量の変化、品質基準の変更などに
大きな影響を受ける可能性があり
ます。燃料価格の上昇のほか、輸
送の遅れによっても影響を受ける
ため、JITでは通常、在庫の仕入
れの頻度を多くする必要がありま
す。企業や組織がJITモデルを定
義する時には、適切なバランスを
実現している必要があります。さ
まざまなプロセスの連携がうまく
いかないと、ボトルネックや負荷
が発生する可能性があります。例
えば、裁断の速度がパーツ組み合
わせより早い場合、組み合わせの

段階に過剰な負担がかかる可能性
があります。したがって、ポカヨ
ケ対策を通して、作業ミスを防止
することが重要になります（事例
2を参照）。

事例2：ワコールとポカヨケ対策

リ

ーン生産方式における、ポカオケ、つまり「作業ミスの防止」とは、「商品、プロセス、手順
について、物理的な作業の流れ上でミスを防止する仕組み」のことです。ポカヨケの例は、一
方向のみコンセントを差すことのできる電子機器や、自動車のギアがパーキングやニュートラルの
場合には、発進ができなかったりブレーキが有効になる自動車などさまざまな場所で見ることがで
きます。
アパレルメーカーがポカヨケをうまく導入してプロセスの改善を実現した良い例が、パターンのパ
ーツが紛失するという問題を解決するために下着メーカーのワコールが実施した取り組みです。
ワコールアメリカのドミニカ共和国支店では、裁断後にパーツをピックアップしてから組み合わ
せるまでに、パーツを紛失することが繁栄におこりました。このため、商品を完成させること
ができない、または紛失したパーツを探したり再度裁断するなどのムダが発生していました。
このような問題は、生地を取り扱うプロセスが非効率なことが原因で発生します。
大規模なリーン生産方式の導入のプロジェクトの一環としてレクトラのリーン生産方式のコンサル
タントが状況を分析し、作業の方法について変更のアドバイスをしました。パーツの色柄に合わせ
て色分けした箱を、裁断機の裁断終了地点に配置するなどの提案を行いました。この対策により、
整理するために裁断用のパーツを運ぶ距離が短くなり、紛失する可能性を減らすことができまし
た。また、これまで裁断機と整理台を行き来していた従業員の時間とエネルギーを削減しました。
色分けした箱により視覚的に素早く判断できるようになり、整理作業が簡単になりミスを減らすこ
ともできました。
生産ライン全体にリーン生産方式のプロセスを導入したことで、ワコールは生産性が20%向上したこ
とに加え、時間あたりの処理能力が20%増加し、原材料のコストを3%削減することに成功しました。
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事 例 3 ： テ キ ス タ イ ル ズ ・ オ ピ コ （ T e x tiles O pico ） ―
リーン生産方式を活用してアパレル製造で卓越性（エクセ
レンス）を実現

グ

ローバル競争の激化と価格競争に直面し企業の利益が悪化する中、エルサルバドルを拠点とす
るスポーツウェアメーカーのテキスタイルズ・オピコは、リーン生産方式の取り組みを通して
ビジネスモデルを再構築しました。
2014年にプロジェクトを開始したテキスタイルズ・オピコには次の2つの大きな目標がありました。
1）リーン生産方式を活用して生産性を向上させ、資本投資を削減する（新しい従業員の採用
や設備投資など）
2）リーン生産方式を活用して生産性を向上することで、商品とサービスを差別化し、価格以
外の面で強みを持ち、将来における競争力の強化につなげる
テキスタイルズ・オピコは、作業プロセスを効率化し商品やサービスの価値を高めるために、リー
ン生産方式を会社のサプライチェーン全体に導入しました。プロジェクトの取り組みとして：プロ
セスの分析方法と優先順位の決定方法を従業員に教育、ボトルネックを検出して生産性を改善、一
部の作業量を比較的負担の少ない作業員に移し全体のバランスを改善、仕掛品の数量の削減、サプ
ライヤからの生地の供給不足が原因で発生するダウンタイムの削減、などがあげられます。
リーン生産方式の取り組みにより、機器の稼働率にも改善が見られました。切り替え時に発生する
ダウンタイムを軽減すると同時に、設備のダウンタイムの原因を判断して排除することで、テキス
タイルズ・オピコは顧客に対してより迅速な対応が可能になり、さらに良いサービスを提供できる
ようになりました。この結果、同社では価格だけでなくサービス面でも競争力を得ることができま
した。5S活動の実施、問題解決ツールやチーム活動の導入も行いました。
この結果、非常に大きな効果が現れました。たとえば、かんばん*方式の導入により、作業工程の停
止が6日から2.5日に減りました。また、生産効率が53%から80%以上に上昇し、商品の不良率が3.5%
から2%に減りました。リーン生産方式を導入する前は、常に平均して300もの仕掛品がありました
が、導入後は仕掛品の数が90まで削減しました。同社ではこの数をさらに60まで下げることを計画
しています。
リーン生産方式によって、テキスタイルズ・オピコは価格競争に重点を置かないビジネスモデルに
転換することができました。現在では、サービス、スピード、価値の面で顧客から信頼を得てお
り、好調な業績を上げています。
*かんばんに関する詳細は、上記の「（適量）多過ぎず少な過ぎず」をご覧ください。

小さな変化、大きな結果 – 全体的アプローチ
リーン生産方式の基本理念は、進歩への小さな変化が
大きな革新的な変化となりうるという考え方です。

真

のリーン生産方式は、単にムダを排除する
だけでなく、この考え方を取り入れること
でもあります。リーン生産方式の手法では「カイ
ゼン」つまり継続的な改善活動に重点が置かれて
います。たゆみない改善への努力が重要という
ことです。適切なツールと技術をうまく組み合わ
せたプロセスを導入すると同時に、積極的に問
題を特定し解決できる能力を持つエネルギッシュ
な従業員が必要になります。リーン生産方式の下
では、ムダは排除され、小さな問題は日々解決さ

れます。このような小さな変化の積み重ねが、全
体的な大きな目標達成の基盤となり、バリュー
ストリームを一層高めることにつながります。9
リーン生産方式は、裁断済みのパーツを適切な箱に
入れたり、これらの箱を離れた場所に置くのではな
く裁断機の近くに配置するといったシンプルなもの
です。小さいが論理的な変化によってモノの流れを
改善し、生産性や効率性に大きなメリットを及ぼす
ため、トップダウンで行う大規模な構造改革のよう
な大きな効果を簡単に得ることができます。事例3で
紹介したとおり、リーン生産方式のプログラムを導
入したことで、エルサルバドルのテキスタイルズ・
オピコ（TexOps）は、生産性と効率の面で非常に大

きなメリットを得ることに成功しました。
他の企業でも同レベルの成功を達成したと
リーン生産方式ビジネス事例*
のレポートがあります。スリランカのある
アパレルメーカーは、リーン生産方式の手
3Dサンプリングやパターン作成ソリューションは、リーン生産方式のプ
ロセスを構築し、無駄（ムダ）を削減するための近道
法を採用した後、生産コストを10%削減した
原材料の調達から生産までの時間
のに加え、リードタイムを30%短縮し、工場
マーカーの効率性
の稼働効率を20%向上させることが出来まし
10
欠勤率
た 。また別の中国のメーカーは、自動裁
スタッフの離職率
断システムとリーン生産方式により、担当
者の人数を60%削減しながらも効率を20%向
トラブルによる損失時間
上させることが出来ました。
利益率（対予算）
結論として：
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
「定性的、定量的、両面のパフォーマンス
指標でプラスの傾向が出ていることから、
*実際の事例に基づく結果
大量生産型のアパレル業界の企業や組織
は、リーン生産方式を導入することで、社
内文化にプラスの影響を与え、利益につな
非効率は士気の低下につながります....。この（リ
がると言えます」。11
ーン生産方式の）プロジェクトによって、現場にい
また、リーン生産方式は、従業員の心身の健康にも る従業員の士気が高まりました」。
良い影響を与えます。作業プロセスの効率化によ
り、作業員にかかる潜在的で過剰な負担を軽減しま 仕事場の環境を改善することで、企業のサステナビ
す。ワコールアメリカの裁断生産マネージャーであ リティを向上することにつながります。スリランカ
るサンディ・メンデス氏は次のように述べていま にあるMASでは、リーン生産方式を導入後、欠勤が
す。「人間は非効率なことは好きではありません。
35%減りました。アパレルメーカーの労働条件に対し
て監視の目が厳しくなる中、リーン生産方式は従業
員の職場環境の向上のための鍵となります。

まとめ
「最も素晴らしかったのは、『最初から正しい方
法』で業務を完遂するという熱意が工場全体から
わき上がったことです」。12 – Textile World –
TexOps：Modern Factory, Innovative Products

ア

パレルの製造は、i急速な変化の途中に
あります。価格対策に限りがある中で、
コストの上昇や様々なスタイルを要求する消費
者によりメーカーはこれまで以上にプレッシャ
ーを受けています。自動車産業で非常に有効で
あると実証されたリーン生産方式が、多くのメ
ーカーにとってますます重要なツールとみなさ
れることは当然と言えます。しかし、リーン生
産方式はその場しのぎではありません。リーン
生産方式を適切に導入するには、経営層から従

業員まで全体として取り組む必要があります。
適切な正しいアプローチで取り組むと、リーン生産
方式のテクニックはアパレル業界に大きなインパク
トをもたらすことができます。リーン生産方式の手
法に取り組んだ企業には、生産性、効率、品質、お
よび顧客満足度の面で大幅な向上が見られます。利
益の向上が厳しくなる状況の中、リーン生産方式を
導入した企業は高い収益性を実現しながら、より良
いサービスと多くの品揃えを消費者に提供していま
す。リーン生産方式は単にムダを削減するだけでな
く、価値の向上にも寄与します。また、重要なこと
として、リーン生産方式を導入することで、従業員
の士気の向上、欠勤の減少のほか、長期的なオペレ
ーションのサステナビリティ向上につながります。

レクトラが選ばれる理由
変更管理
リーン生産方式のプロジェクトの成功の可否は、リーン生産方式の活用だけでなく、効果的な変更管理の取
り組みによります。レクトラはこれらを熟知しています。レクトラは、リーン生産方式を活用したアパレル
業界での長年の経験と最新のテクノロジーとを組み合わせることで、企業の裁断システムを真の競争力を持
つ強みに転換するお手伝いをします。
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レクトラとファッション

レクトラ・ファッション・プロジェクトでは、40年に及ぶファッション業界のノウハウや専門知識をコンサ
ルティング、トレーニング、そして継続的なサポートとして提供しています。レクトラのコンサルタント
は、お客様のニーズや生産プロセスを検証し、お客様の要望に対して最適なソリューションを提案します。
レクトラ・プロジェクトについては、レクトラのグローバルオフィスまでお問い合わせください。

レクトラお問い合せ先

詳細については、www.lectra.co.jpのサイトをご覧ください｡

レクトラについて
レクトラは、製品の製造に生地、皮革、産業繊維、および複合素材を扱う各業界向けに、総合テクノロジーソリューション（ソフトウェア、自
動裁断システム、および関連サービス）を提供するグローバルリーダーです。レクトラは、ファッション、アパレル、自動車、家具、その他さ
まざまな業界向けに、世界の主要市場にてサービスを提供しています。各市場向けのレクトラのソリューションを利用することで、お客様は製
品の設計、開発、および製造プロセスを自動化し、最適化することが可能です。1,500名以上の従業員を抱えるレクトラは、お客様のオペレーシ
ョナル・エクセレンスの実現をサポートすべく、100か国以上の国にてさまざまな一流企業と特別な関係を構築して
きました。 レクトラはユーロネクストに上場しています。詳細は、弊社ホームページwww.lectra.co.jp （日本語
版）もしくはwww.lectra.com（英語版）をご覧ください。
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