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略歴 

１９５６年生。１９８１年、株式会社日立オートモティブシステムズ入社。同社ほか関連会社にて 37 年間、設備開発

設計から技術・人材マネジメントまで幅広く生産技術関係の業務に携わる。現在、東海大学工学部非常勤講師。 

ISO9001品質マネジメントシステム、ISO14000環境マネジメントシステム導入実績を持つ。 

1級機械・プラント製図技能士 神奈川県職業能力開発協会 技能検定委員 

活動領域・テーマ 

組立・加工ラインを中心とした設備開発設計に関する技術支援 

工場のロス低減による生産性向上指導 

自動車部品領域における製品開発支援 

講師よりひとこと 

現場第一主義（5 ゲン主義）をモットーに業務を進める事から、それぞれの業務は自身の目で確認・分析・判断を行

い改革・改善業務を推進して参りました。また、グローバルにアメリカ・中国・タイ・メキシコなど異文化を持った人

たちとの仕事も多く経験し、設備開発設計から工場管理まで生産技術関連を幅広く経験し様々な視点から支援が

可能と考えています。 

都丸 直治 
株式会社メカニカル技研 技術顧問 

東海大学非常勤講師 

 

https://escuela-de-platino.jp/course-list/


都丸講師インタビュー 
 

長年、日本の屋台骨である製造業の生産現場で実務にあたってこられた都丸先生。今回の講座にかける意気込みを

お伺いいたしました 

――イントロダクションにあった「夜も寝れないようなことを経験し今に至っています」が、まず身に沁み

ました。わたしの職業人生もそんなことごとの連続です（笑）。きっと、具体的に念頭にあったケースが

おありなのでしょうね。それはどのような事例でしょうか？ 

都丸：30 代前半に設計した設備が、要求精度を満足出来ず、結局使い物にならず半年位で廃却されてしまいまし

た。この時、お客さんは製品がまともに生産出来ず怒るし、製品の組込先であるシャーシメーカのライン

を止めてしまう可能性もありました。原因究明も出来ない中で、データ取りをし、それを基に改良を実施

する毎日でした。この設備の仕様は、3 トンの力で押しながら±0.02 ㎜の精度を確保する要求でしたので

クローズドループにより制御すれば、理論上は出来ると判断して設計しました。しかし、最終的には製品

特性もあり使用を断念することになってしまいました。その後、この失敗により新設備の開発とこの工程

に対する理論を確立することが出来ました 

――「この失敗により新設備の開発とこの工程に対する理論を確立することが出来」たということは、最終

的に当初の考え通りにはいかなかったが、結果的にはクリアランスしたということでしょうか。30 代前

半のエピソードとのこと、チームの上には上司のかたがいらしたと思うのですが、お客さんが怒ってこら

れたときなど上のかたがたはどのように対応されたのでしょう。また、最終的なクリアランスまでサポー

トしてくださったりなどあったのでしょうか 

都丸：この案件については、最終的に自動化は難しいと判断し別工法で対応しました。また、上司からは色々な

角度から技術的なサポートと客先への謝罪そして技術的な難しさを伝えて頂き何とか理解してもらいま

した 

――理論のほうをひっこめたのですね。エンジニアリングの世界はそこの見極めが重要なのでしょうね。前

例ないものにチャレンジしていくところと、「撤退」とのバランスが。 

そして客先への謝罪は上司によるサポートのなかにちゃんと含まれているのですね。いざというとき敵

前逃亡されたりしない確信があるからこそ、「理論上は出来ると判断しての設計」トライアルができるの

ですね 

都丸：理論上できるようであればトライしますが、開発するためにはそれ相応の時間とお金が必要となります。

これらを勘案しての判断となりました。この失敗は、開発というより即実用機という位置付けであったた

め、当然の判断だったと思っています。しかしその後も設備開発に携わっていくのですが、この失敗を基

に数年後、新設備を開発できたことはこのときの上司のおかげであると感謝しています 

――これもイントロダクションに「37 年間 技術部門で働いてきました」とあります。技術屋さんとして、

このフィールドにおける「失敗」の特徴はなんであるとお考えでしょうか。会社在籍時に、例えば事務方

や営業畑とそもそもの「失敗」認識の齟齬など、あったりしませんでしたでしょうか 

都丸：技術屋の失敗のほとんどが未知の技術に対するリスク管理（経験）不足にあると思います。ボンミスは除

きますが。 



そして、この経験の積み上げが技術屋さんの職人気質に繋がっていると思います。ですから経験不足の新

人はミスをして当たり前と私は思っています。しかし、会社は利益を追求するのでミスがない方が良いの

は当然です 

――それはそうですね。だからこそその落差を上司、先輩が支え、カバーすることに意義がある 

都丸：また事務方との違いは、モノが出来て証拠として残ることが大きいと思っています。 

技術屋さんは、残酷にも失敗した証拠として自分が設計または製作した品物が残り、人目にさらされてし

まいます。形が残ること、これがまた技術屋としてつらいところです 

――「証拠」はキツイですね、いわれてみればそのとおりなんですが。事務方のミスでも、たとえば「総会

資料発送物に正誤表差し込めっていう伝達が脱落したまま封緘。今日付発送マストなのにこの封筒の山

どうしよう」なんてのはありうると思いますが、それでもブツの嵩はたかだか１㎥程度ですものね。費用

とか、金額とかで印象に残っている痛恨のミスなどおありでしょうか 

都丸：社内の新製品の自動組み立てラインで実稼働までに当初予算の 2 倍以上の費用が発生したという前代未聞

の事件がありました。 

これは、まったくの新製品のため設備を導入する側も製品及び設備仕様について不確定要素が多すぎたこ

とが要因で、設備立上げ途中で色々と仕様が変わり設備改造が発生してしまった案件です。設備を製作す

る側の我々も当然のごとく新製品の知見は無く見事に玉砕されました。設計当初から新製品ということを

考え、もう少しリスク管理を行い改造し易いシンプルな構造にしておくべきだったと反省しております、

このケースに関しては 

――２倍ですか！それでも「社内の」とありますから。外との取引だったら訴訟を起こされたりしてさらに

アタマ痛いことになったのでしょうね。どっちに責任がといえば、オーダー出す側の仕様の詰めが甘かっ

たことにあるのでしょうが、受けたご自身側でもリスク管理に対して反省されているのですね。次回につ

ながる生産的な反省といえましょうか。責任の所在のなすりつけ等、ムダな争いが発生するとそちらに労

力を割かれてしまって生産的反省が得られませんね 

都丸：実際には責任のなすりつけはありましたが、進行中でありそれをしても何も生まれないので、事がある程

度安定してから責任の所在を明確にすることで進めました。発注側も、現在は製品開発から立ち上げまで

の期間が短縮され、仕事量の多さと人財不足でやりたいことが出来ていないのが現状だと思います。これ

らの解決のためには、シミュレーション技術等に代表される IT 化、それと人財育成が必要となります 

――量の部分は IT 化で、質の部分は教育や育成で解決していかねばならないということですね。 

さて、先生の「失敗」の定義として「自分または人が求める目標に到達出来ない時」とあります。他者の

求める目標に到達できないだけでなく、自分自身の目標に届かなくてもそれは「失敗」なのですね。他者

OK、自分 NG な事例が実際あったのだと思われるのですが、それはどんなものでしたでしょうか？ 

都丸：例えば、東日本大震災時の私の勤務していた工場の復旧です。この時は、工場の設備数千台が被災し何も

先が何も見えない状況でした。その中で私は設備復旧を任され、国内の各工場から多くの技術者・保全員

に応援に駆けつけて貰い設備復旧を進めました。大方、復旧には一か月は掛かるだろうと言う状況でした

が、世界各国の自動車メーカのラインが止まる状況にあり、皆さんの絶大なる協力もあり約 2 週間で生産

開始に漕ぎつけることが出来ました。ここには協力してくれた皆さんも含め技術屋としてのプライドとこ



だわりがあったからだと思います 

――いまもこんなコロナ禍にありますが、数千台が一度に被災などなかなか事前の想定に含めるのがむつか

しいことと思います。BCP 策定など、世間的にいわれるようになったのは東日本大震災時以降の話でし

ょう。阪神淡路に比べても圧倒的に広域でしたし、原発のクラッシュもありましたし。 

とはいえこのケースは 1 か月見込が２週間の短縮ですから、関係者一同 OK で、先生ご自身も OK だっ

たのではないでしょうか 

都丸：そうですね！この件は目標設定に対してでした。 

他者ＯＫ、自分ＮＧで良くあるのは設備精度ですね。設備の精度としては特に問題ないんですが、長い間

使っていると摩耗により不具合を出してしまうため必要以上の精度を要求する。これは機構を十分理解し

ている設計者本人しか分からないところもあると思います 

――この設備精度の例でいえば「長い間使っていると摩耗により不具合を出してしまう」、これは経験則に

よる見立てなのでしょうか。「○○年使用すれば××ミリ摩耗するから当初はこれだけの精度が必要」と

公式化できるなら説明もたやすいことでしょうが。経験則によるものであって、説明自体もむつかしいと

なれば研修やら教育やらでの伝承、いったいどうすればよいのかと考えてしまいます 

都丸：それらを一つのノウハウとして基準化し作業要領書に落とし込むことは、ある程度出来ると思います。し

かし、ノウハウには直観のようなものも多く、全てが基準化出来ていないのが現実です。これが伝承でき

ない理由の一つになっていると思います。また、基準を使用する上で気を付けなければならないことは、

理解をしないで基準を使用することです。この場合、使い方を間違って基準を使用し問題が発生した時に

は対応できない。また、重大なミスを起こすことがあります。ですから、最初は小さな失敗を何回か繰り

返し経験させながら、基本を理解させ段階を踏んで人財を育成することが、本人にとって一番身につく手

段と思っています 

――なにゆえそんな問いを発しているのかと申しますと、自分はいわゆるブラックと呼ばれるような組織で

の勤務をいくつか経てきているものですから、直感的なところで非常に「上品」と感じられるのです。こ

の「失敗」の定義自体が。やっぱり、日立さんで技術者になるような人々は質が違うんだろうなぁ。そり

ゃそこがダメなら技術立国日本などというものもなかったろうしなぁ、と。 

自分自身全然上等じゃありませんが、箸にも棒にもかからぬおじさんたち――上司にしろ部下にしろ、問

題児の多くはおじさんでした。たまたまかもしれませんが――と仕事をしてきたもんですから「あのおじ

さんらがこの講座を受講したとしたらどうだろう？少しは成長するんだろか。それとも…」と考え込んで

しまいました。技術屋さんというのは、そんなにひどいひとはいないんでしょうね 

都丸：いやいや、この対談では良いことをいっていますからそう思っていただけているだけで、技術屋にも色々な

人がいます。私もそうですが技術屋は、こだわりが過ぎて時には頑固な変人になることがありますよ 

――どなたか「頑固な変人」エピソードありませんか？先生ご自身のはさておき（笑） 

都丸：電気屋さんには失礼ですが特に電気設計屋さんに多いように思います。ソフト設計に関する品質と納期へ

のこだわりが強く全て自分でやる人です。有能であるため仕事の速さ、正確さでは問題はないんですが、

幾つもの仕事を抱えすぎて土日連休でも休む間もなく、世界を駆けまわっている技術者もいました。「身体

が持たないだろう」とこちらも心配し、客先と納期調整により納期を延ばしてもらうのですが、知らない



うちに出てきて仕事を完了させる。自分の仕事に誇りをもって仕事をすることは非常に有り難いんですが

それこそブラックです 

――そうですね。そこで「好都合」とばかりに放置する組織だったらブラックでしょうね。客先との調整等、

組織として手を打っているにも関わらずとなると、ご当人の価値観の問題ともいえますが。でも、有能な

社員ほど、倒れられたら周囲がカバーしきれず被害甚大なので「そこをなんとか」と説得するしかないで

すね。 

わたし自身まったく優秀な社員ではありませんが、かつては真夜中の社内で腹痛の発作にのたうち回り

つつ納期の迫った仕事を押し込んでいたりすることもあったので、働きマンの心境もわかるのですが 

都丸：周りは本人の体調に気を配りながら見守り、本人が満足出来る仕事をして貰う。そして、何かちょっとお

かしい様子があれば声をかけるか、相談をしやすい環境を作ることが重要だと思っています。これが出来

れば、ブラックでなく逆に達成感を得られる仕事になると思います。最後は如何に普段からお互いのコミ

ュニケーションが取れているかでしょうね 

――仕事量という入口の調整がむつかしいのであれば、様子とか体調とかいった出口部分での確認、マスト

ということですね。ご家族のあるかたであれば、そしてご本人の了承が得られるならば、お身内のかたか

らのヒアリングなども昨今注目されるワークライフバランスの観点からは望ましいかもしれません。 

話を講座へ戻しますが「５ゲン主義」とか「なぜなぜ分析」といった手法、先生自身が取り入れられたの

はどういったプロセスで、でしょうか。社内研修とか 

都丸：これらは社内研修と OJT です。まずは、社内研修で理論を知り OJT により身に着けるといったプロセス

ですね。また、これらを実践すると報告の際にも自信をもって報告できるのです 

――わたしはもともとスクール屋さんにいたものですから、人がどのように知識をインプットして、どのよ

うにアウトプットしていくかという過程に興味があります。社内研修もインプットしっぱなしでは、意義

を感じにくいし身にもつかないかと思います。報告とか発表とかもアウトプットのいち形態ですからね。

そこへも効果遡及するといわれ、なるほどと思いました。プロダクトだけじゃないんだと 

都丸：研修後には実戦での実施が重要です。どんなに素晴らしい研修を受けても実践で活用出来なければ受講し

た意味はないと考えます。ですから、部下には研修後は出来るだけ実践するような課題を与えて身につく

ように仕向けましたが、人財育成は思うようにいかないことだらけです 

――「実践するような課題を与えて」と、こういう、いい感じの課題設定ができてこその OJT ですよね。 

とにかく仕事溜まってるんだからとっとと片付けろ的な、ブラックにありがちなアレとはエラい違いだ

（笑） 

都丸：人財を育てるには、本人が向上心を持つような中長期的人財育成計画を持つか持たないかによってかなり

の差が出てくると思います。当然、途中での見直しは必要です。人財育成には時間もお金もかかります。

このため今後は個々人に合わせた教育というのも必要で、全てに同じということにはならないと思ってい

ます。しかし、これは私も大きな組織だからできたことかもしれません。しかし、小さな組織では一人で

何役もこなさなければならない場合も多いと思いますので、これを逆手に取りスピード感を持った人財育

成を行うこともできるのではないでしょうか 



――これを働く側からの目線でいうと先生おっしゃるとおり「小さな組織では同じような研修教育を受ける

ことができない」というのもそうですし、大きな組織といってもいまは直接雇用の正社員ではなくて派遣

や請負といった形態で働いている人間がすくなくない。このコロナ禍でも雇用形態によって在宅勤務の

可否扱いが異なるケース、散見されましたね。大切な「財」としてみなされ育成の対象となる、そのスタ

ートラインにすらたどりつけなければ、格差は開く一方です。時間的金銭的コスト負担がどこになるかと

いう観点からはイコールフッティングとはいいきれませんが、弊社の提供する講座が少しでも個々人の

スキルアップ、成長に寄与できればと心底願っています。 

さて「５ゲン主義」「なぜなぜ分析」はどちらも製造業発祥ですね。先生の認識として、製造業というフ

ィールドがこういった問題解決にあたって先進的だというのはおありでしょうか 

都丸：製造業がとりわけ先進的ということはないと思いますよ。一般的に真因を追求する上でこれらのプロセス

で解決することが抜けもなく早いと思い使っています。そして、これは意識付けです。課題解決の基本は

ＱＣストーリーにあると思いますが、これを基本に必要に応じ色々とアレンジすればよいと思います 

――いやいや、それはどうしょうもない会社のどうしょうもない事務方ご存じないからですよ（笑）製造業

でなくとも、たとえばマーケティング部隊などならこういう観点あるかと思いますが。「抜けもなく早い」

をごくごく自然かつ組織的におこなう。ブラックの場合こういった発想のなさが、職場環境の風通しの悪

さと相関すると感じているのですけれども。もっとも、そんなひどい職場、ご覧になったことないのでし

ょうね。うらやましくもあり、製造業がそうでなかったらとっくに日本潰れているわなとも痛感します 

都丸：その通りです。製造業は愚直にコツコツと積み上げ続ける作業が必要な世界です。これを理解している企

業は強いですね。また、積み上げ方にも色々とあり、そこに各企業のノウハウや文化があるのだと思いま

す。なかなかほかの企業では真似をしても身に付けることが出来ないのが事実です。また、創業者の素晴

らしいところです 

――企業ごとの「DNA」といったところでしょうね。真似だけで済むなら、経営書読めば誰でもできてしま

う。実際はそうじゃないわけで。 

また組織としての意思決定に技術者出身の役員がプレゼンスをもっていることなども「理解」の表れなの

だと思います 

都丸：目先だけで事業を進めると、どうしてもフラフラと方向性も定まらず事業を進めがちです。そこは、じっ

くりと自社の現状と将来性を分析し中長期事業計画を立案する。その後、状況を加味し定期見直しをしな

がら進める事だと思います。このＰＤＣＡを回すのが技術職は好きなのかもしれませんね 

――技術屋さんだから PDCA 回すのが好きなのか、PDCA 回すのが好きだから技術職を志向するのか。両

方かもしれないなぁとお話伺っていて感じます。 

「５ゲン主義」「なぜなぜ分析」、実際に組織内の問題解決に使用してこられたかと存じます。それらがう

まくいかなかった例はありますでしょうか。もしあるのなら、それはどういった点が失敗だったのでしょ

うか 

都丸：「なぜなぜ分析」は正しく運用するとなると難しいところがあり、現状把握がしっかりできていないと違っ

た解決方法になってしまいます。 

特に人の行動について実施した場合は、失敗した本人の正直な気持ちを引き出すことが重要です。 

これが出来ないと真因追及に至らずに終わってしまい再発を防げませんね 



――「正直な気持ち」ですか。それを引き出すのは、単なるメソッド以上の、普段からの関係構築などが必

要そうですね。自分が上長ならば苦心するところです。 

逆に自分が部下の場合は、上司にはなかなかいえない。この人いざってときにこっちに責任全部おっかぶ

せるだろうな７割くらいの確率で。とりあえず小出しにして様子みるか。そうやって身を守ってきました。

不具合再発の可能性と、目の前の危険性とを天秤にかけてしまうのです。再発を防げるところまで深掘り

できる組織はすごいと感じます。まずは部下に安心感を与えないことにはすべてがはじまらないので 

都丸：前職の会社では、不良品の流出等不具合が発生した時は“落穂拾い”という事故報告会を行っていました。

この報告会は、各期に１回工場単位で行うもので社長以下役員を迎え、発生部門の担当部門長が事故内容

と再発防止策の報告し審議をするものです。私は、ある時期 6 年間はその常連で、半年に１回、多い時に

は 2 回、報告会で報告者をしていました。 

この報告会は、真因を追求し自責で再発防止までを報告するものであるため、何回も検証と面談をして真

因を掴むことをしないと、相手はその道のつわものです、簡単に見破られ再度審議となってしまいます。

この緊張感を持った経験が上記の内容に繋がっていると思います。但し、この報告会は手抜きをしない限

り怒られることはありません。最後はご苦労さんで終わる良い自己反省の場です 

――お話にあった「失敗事例報告会」と、ベクトル似てますがこちらは「社長以下役員」「部門長」と、役者

が揃いますねぇ。それがまたみなさん「その道のつわもの」なんですね。発表する側も真剣なら、受ける

側も真剣。かつ技量が高いからこそ奏功するのでしょうね 

都丸：この報告会には、失敗の検証と資料作りのために数人で約一か月弱の時間を要します。これこそが関係者

に対するＯＪＴでしょうね。これにより私も否応なしに色々な面で育てて貰いました 

――中途半端なものだと「とりあえずこれで勘弁してください」クォリティに堕ちてしまいますからね。 

おカネの計算してしまって申し訳ないんですが、仮に２万円／日の若手社員が５名、一カ月間のこれに関

する実働が 10 日分としてざっくり百万円。実際にはそこに各上長も関与してくるわけだから、人件費の

みを考えたってそれだけのコストをかけているわけです。逆にいえば、それだけかけても長い目でみれば

元が取れる、ということですね。会社が、経験則としてそれをつかんでいる、と。納得です。 

さて「５ゲン主義」は主に認識の手法であり、「なぜなぜ分析」は文字通り分析のいちメソッドと解しま

した。このふたつは相互を補完しうるが、「KT 法」はそれを包括しているように見えます。オリジンがア

メリカのコンサル会社ということで、「日本」「製造業」を前提としているわけではない。あえて「KT 法」

をもってくることにアドバンテージはあるとお考えになりますか。たとえば前者２つではアプローチし

にくい、こういった問題が可視化できる、とか 

都丸：課題解決に当たって実際のところ王道はありません。まずは 5 ゲン主義で現状把握することです。次に、

それぞれの手法を課題に合わせて使うことが重要になります。順序的にはご質問の通りだと思います。 

また、ＫＴ法は複雑な事案を整理して進める、また、広い視野で見ることが出来るため非常に良い手法と

思っています 

――KT 法は複雑な事案を広い視野で見るのによい手法なんですね。実際の現場ではどのように使い分けさ

れていたのでしょう？ 

都丸：正直、なぜなぜ分析等は、使い慣れてくると簡単に扱えるのでまず手始めに使用します。そして、簡単に

解明できず行き詰った時にはＫＴ法で整理して深掘りをしてみる。といった具合です。この二つは虫の目



と鳥の目といったところで、本来ならば広い視野から段々と深掘りすべきでしょうが、時間が掛かるため

難易度で使い分けています 

――こういうところが実際にお話をお伺いする醍醐味です。ひとりでいくら本を読んでいても、豊かな経験

を基にした解き明かしがないと、本当のところがつかめません。「虫の目」と「鳥の目」ですか。虫の目

で解決できそうというこの見極めも経験による判断でしょうが、そんなときは、まずはちいさい道具でさ

くっとアプローチするんですね 

都丸：人は何かに集中するとどうしても視野が狭くなり周りが見えなくなります。私もそうでしたが、色々と多

くの失敗を重ねたことで、このように考えることが出来ました。改めて良い経験をさせてもらったと思っ

ています 

――失敗だって、しっぱなしではしかたがない。そこからのフィードバックが卓越しているなと。当事者の

先生と、それを支えた組織の勁さをひしひしと感じます。 

さて、お話尽きませんが、いままでの対話の流れのなかで触れることができなかったけれども、これはぜ

ひ受講生へ伝えたいというようなメッセージありましたら、お伺いできますでしょうか 

都丸：なかなか話すことのできない内容ですが、私は前職の自職場で 3 回のリストラを実施してきました。実施

する側もされる側も非常に辛く、この時こそ毎日平常心ではいられない状況でした。リストラをしなくて

も良い組織（会社）を作ること。これがそれ以来の私の夢でした。個々人のスキルアップの重要性を痛感

しています。この講座がその一助になれば幸いです。 

――本日は長いお時間お疲れさまでした。今回、先生の実務家としての血肉化したメッセージをみなさまに

伝えるお手伝いができ、本当に光栄です。ありがとうございました。 
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