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トヨタ生産方式についての研究 
 

要 旨：豊田自動車株式会社は世界一流の自動車生産会社であり、自分の特徴

管理方式がある。トヨタ生産管理方式の目的はできる限りにムダを避け、顧客の要

求に応えて高品質な製品を目指すと言うことである。目標を追うために JITと自動

化を応用している。これは時代に合い、柔軟さを富む先進方式である。豊田の引続

きの進化にシステム考え方と人才を培う方法と長い目方が大役を尽くした。さて、

中国の自動車産業はいま力が弱いから、トヨタ株式会社から色々な管理経験を中国

自動車会社自身の特徴と結合して、利用すべきだと思う。 
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摘  要：丰田汽车公司是世界一流的汽车生产企业，有自己的独特管理方式。丰

田公司的目标是尽量减少浪费生产顾客满意地高质量产品。为实现目标丰田采用了及时

生产和自动化生产。这是更富于时代性和灵活性的先进生产方式。在丰田的持续发展中，

他们的系统思考方法，人才培养和战略眼光发挥了重要作用。如今，中国的汽车产业还

非常的薄弱，应该结合自身的特点充分借鉴丰田汽车公司的一些管理经验。 
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はじめに 
トヨタ生産管理方式は効率的な管理方式として世界で知られた。トヨタ自動車会社

の歴史は短くし、当時の日本は困難がいっぱいあるのにどうしてこんな成績を取った

のか、多くの研究者がこの興味を持って研究し続ける。企業が生きてゆくために、競

争力がなければならない。その競争力が人材、文化、市場、管理方式とリーダの腕と

思う。私はこのような観点を持って、トヨタ生産管理方式を研究するつもりである。 

 本文は在庫管理と看板方式を中心にして、いろいろな管理手段を探すとしよう。ト

ヨタ生産方式の主な特徴がジャストインタイム生産と思われる。これについて詳しく

説明する。トヨタ会社は原価抑制と市場を重視することなど不可欠だと思う。でも、

トヨタ生産管理方式は完璧な生産方式と言わないと思う。近頃、トヨタ経営のときに

多くの問題が暴れた、このような問題をもっと深く研究したいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.0 トヨタ生産方式が生まれたの背景 
トヨタ生産方式は企業のコストを控えるの有効な生産方式と認められた。みんな存

じのとおり、この方式が一二日に達成することではない、長年の引き続き努力と模索

の後で、初めて形成する生産方式と分かった。 
1.1 トヨタ生産方式に大切な人々 
1973 年、トヨタ自動織機内に自動車部が設置された後、百年に満たないの 2003 年

の頃、トヨタ自動車の総売上はフォードに超えて世界の第二番目の自動車製造企業に

なった。この間、豊田喜一郎、豊田英二と大野耐一など色々な人々の動きが大役に立

った。良好な教育を受ける豊田喜一郎は欧米の社会像と工業状態を深く考察した後、

自動車が人類の将来の生活の中で欠けないの部分と思った。そして、間もなく自動車

事業を勧め始めた。20 世紀 50 代頃、豊田英二と大野耐一はフォード自動車企業に訪

ねた時、トヨタ自動車年生産量はフォードの一日での数に達しない。でも、彼ら二人

はフォード生産方式そのままトヨタに応用することはない、フォード生産方式の中に

改善すべきのところがあると思った。この時こそ、トヨタ生産方式の現実化に重要な

大野耐一氏は豊田喜一郎の志を貫いて、日本社会、文化、人間関係など独特な国情の

もとで全新な生産方式を育てった。分かり易いように、事業を創立するために冷静そ

して理性な風格、学ぶの態度、長目の計画と引き続きの努力が企業指導者にとって欠

けないの能力である。そして、我々トヨタ生産方式を学ぶ初心者にっとて、このよう

な精神を知るべきだと思う。 
 
1.2 時代の特徴 
1973 年、世界的にオイルショックに影響されて、工業製品の需要が大幅に減らす一

方になった。オイルを燃やす自動車という贅沢な工業品をはじめ、打撃を逃げないの

ことは分かりにくいではない。特に、大量の在庫を持ち自動車企業は破産の危険に直

面した。20 世紀 80 年代後、世界化と科学技術進歩の環境のもとで、人々の需要が多

様化と個性化になった。それに、納期も短く、品質も高く、価格も低いな製品を求め

ていく。一方、企業間に競うが激しくなった。欧米大量生産方式を実施する自動車企

業の大部分が致命な損失に遭遇した。それに対し、柔軟性を富む、コストを最小に削

減できるトヨタ生産方式はトヨタ自動車企業の隆盛を捧げてきた。多くのトヨタ生産

方式研究者はトヨタ生産方式は時代の特徴に合う生産だと思われる。 
 
1.3 トヨタ生産方式と大量生産方式の比較 
フォード式を代表する大規模生産方式は 1913 年頃に形成した生産方式である。この

方式は市場を独占するときに、分業の細分化を通して最大な利益を得た。しかし、20

世紀 70 年代後、市場が不安定になるとともに、その欠点がどんどんに暴いた。以下、

大量生産方式とトヨタ生産方式の特徴について説明する。 
(1). 大量生産方式について 
1. 管理職人の指示に沿って生産する。そして、製品を市場に押し込む。 



 

 

2. 細分化によって、非熟練労働力を簡単に管理する。 
3. 大量な在庫品を逃げない。 
4. 部門間の調和性が低い。 
5. 創新と生産が分離する。 
以上から見ると、大量生産方式は大型設備に頼って、継続的に生産して、生産設備

の切り替え中の段取時間などの各種損失を減らして生産効率を高めるためだそうだ。

そして、作業の細分化による各工程の単純化、簡素化により、安い賃金の労働力を活

用できるようにして、作業者の技術に依存した部分を減らし、均一な品質の製品を大

量に作るつもりだ。これにより、ひとりあたり商品のコストが下げるけれど、設備の

投資が高くなる。それに、設備の稼働率が確保できなければ、製品の単価が登る。生

産過ぎると、在庫が生する。一方、技術、市場を独占しないと大量な単一性の商品が

売らないに決まっている。 
(2).トヨタ生産方式について 
1.生産指示は後工程取引による。 
2.多能工化と現場でグループ管理。 
3.多品種少量化の生産。 
4.現場労働者に改善と創新の権利を与える。 
5.生産の平準化と同時化。 
トヨタ自動車企業は以上の方法によって、無駄な生産を逃げながら総売上額も昇る。

それに、高品質な製品を確保し、労働者の創造な熱情を激発する。 
大量生産方式は以来から夢中に商品の単価を下げるのが批判するものではないが、顧

客の需要を無視し、大量な浪費を見落とし、生産の柔軟性も欠けて、新世紀の中にト

ヨタ生産方式に負けるのは決まっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.0 トヨタ生産方式の全体像 
トヨタ生産方式は工場現場において、ムダを根本に排除することによって、生産効

率の向上を追い求め、また原価低減を図るために作り方の合理性を追求して生まれた

生産方式である。本章は在庫管理と看板管理を主に研究する。在庫管理の意義や実現

の道を考えたいとつもりだ。看板管理も在庫管理の現場抑制の工具に過ぎない。でも、

看板管理は情報伝達の重要手段として在庫管理の範囲を超える部分がある。それに加

え、現在、看板方式の情報化改造の必要がある。 
2.1 在庫管理 
 在庫管理は製造業あるいはサービス生産業の運営全体に対して、すべての資源を調

達することで合理な在庫を維持することである。トヨタの観点から見れば、在庫を零

に迫ることが第一の任務である。もし、在庫が多く過ぎると倉庫の面積を占めるし、

在庫を維持する費用も上げて製品の原価が昇られるに決まっている。その以外、大量

な在庫によって流れ資金の稼働率も低くなられることである。結果、ムダを生じてチ

ャンスを逃げるということである。 
 その問題に対して、在庫管理を念に置かなければならないと思う。トヨタ会社は在

庫を零に迫るために注文に対するの生産や生産原価を削減すること、ジャストインタ

イム方式を採用すること、製品の質を確保することなどをいろいろな努力が付い込ん

でいる。 
2.1.1 注文生産 
在庫はどれぐらいいいのか、生産工程の水準によって、生産計画はどのように立て

るのか、生産された製品が売れるのかなどような疑問を解決するために確定な製品の

量を認めなければならない。注文生産はそのような生産方式である。トヨタの中で後

工程引き取り方式と言われる。後工程引き取り方式は前工程から生産した部品を後工

程に押し込むのことではなく、部品が後工程から前工程に引き取りに行くということ

である。その方式によって余分な部品を生産しないのでムダな在庫も存在しないと思

う。倉庫もただ流れ場所として存在すると思う。後工程引き取り生産と言えば、第一

に置く工程は売り場点ということである。売り場点の後は運送と工場生産である。こ

の部分は看板を使てジャストインタイム生産方式を採用する。 
 トヨタ会社は売り場点が集まるところで情報グループを設置することがある。その

グループの責任は地域の交通状態、人口数量と結構、収入の水準と競争相手の状況な

どの情報を集める。一方、売り場点の社員も注文の内容をトヨタ会社に時間通りに送

る。これらの情報に基づき、トヨタ工場が迅速的に車を生産する。顧客の要求に合う

ので、生産した車はすべて売れる。 
2.1.2 原価削減 
製品の価格は原価費用と市場状態から決まれると言う。市場の中で多くの企業が同

じ或いは近い機能がある製品を生産することができると思う。それらの製品の競争核

心が価格と多くの会社に認まれる。トヨタ会社もそう思う。企業は生きて行くために

製品の原価を削減しなければならない。原価は人事労働費、エネルギーかかる費と材



 

 

料費から構成すると思う。それすべて、ムダをしないで効率的に使われば、原価を削

減することができるとトヨタ会社にそう考える。具体的に、七つのムダとトヨタに総

括された。作りすぎのムダ、動作のムダ、不良を作るのムダ、加工のムダ、手持ちの

ムダ、運搬のムダと在庫のムダを構成される。すべてのムダは原価に影響する。トヨ

タ会社は工程の中でムダを削減する。ジャストインタイムはムダを削減するの主な方

式としてトヨタに取られる。 
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2.1.3 ジャストインタイム 
ムダを排除するために、工数低減を勧め、生産性を高めるなどの活動が必要である。

このようなトヨタ生産方式を支える２本の柱の一つとして、ジャストインタイムがあ

る。 
  ジャストインタイムが「必要なものを、必要なときに、必要な量だけ造ること」を

意味する。具体的に、前工程が作ったものを後工程に送る方式だから、後工程から必

要なときに必要なものを前工程に取りに行く。一方、前工程は引き取られたものを作

るやり方に部品の流れを変更したものである。外注品はメーカーが納入するという形

なので、納入品の数量と日時を指示することになる。おかげで、売れないものを作ら

ない。ジャストインタイムは生産計画とコントロールすること、そして在庫の管理に

着目して、最小の在庫を求めて、即時に生産できる。このような方法が多品種、小ロ

ート、短納期な商品を生産することができるので、時代の流れに合うと思われる。 
(1).JIT の具体的な目標 
1.できるだけ在庫を削減する 
  トヨタ管理方式の核心がムダを徹底的に削減するということです。在庫は生産シス

テムの不備、生産工程の乱れと生産操作の誤差などから起こされたと思うわれる。JIT
実施の本来は在庫を無くすことである。 
2.廃品を最低に降る 
正に生産しなければ大量な廃品を生み出すので、加工の過程の中で標準な作業を求

める。 
3.要求に対し、迅速的に対応する 
生産準備のかかる時間が生産ロートに繋がると思う。生産の準備が早ければ小ロー

ト生産ができる。 
4.柔軟な生産システム 
柔軟な生産システムが市場の多様化に対応する方法である。多品種小ロートな生産

を実現するために、工程の段取り替え時間の削減、設備の柔軟性、多能工などを要求

される。 
5.運搬する時のムダを削減する 
製品あるいは廃品を運搬するときに、人員の労働力、非付加価値の時間を使うため

にムダな作業をすると思われる。それに、在庫も増加される。 
 



 

 

2.1.4 にんべんのいた自動化 

トヨタの自動化は単なる設備が自動的に稼ぐとのことではなく、にんべんのある自

動化と言われる。つまり、作業員の知恵を器械に与えるということである。作業の時、

もし不良品が出ると設備は自動的に停止する。この時、作業員は問題が発生の原因を

探して即座に解決する。「品質は工程で作り込む」という。気を払わなければならない

のは自動停止は全部の生産ラインを停止することではなく、定点生産ラインを停止す

ることである。製品は後工程に送る前に解決しなければならない。この方式を利用し

て、製品の品質、作業員の問題を解決するという能力、会社運営の効率が上げられる

ことができる。 
当時代、市場は小ロット、多品種、短納期のような製品を求める方向に向く。伝統

的にある品種の製品が終わると、次の品種を生産し始めるとあれば、生産ラインが不

平準になる。不平準の結果は不需要な製品を過量に生産する、一方、需要な製品の求

めを満たないようになる。結局、在庫の無駄と作りすぎの無駄と運搬の無駄を生じる。

ムダを削減する目標をなすために、作業員と設備に加えたの負荷が過重されないと生

産の乱れを逃げられることは大事だと思う。できるだけ生産ラインと商品のサービス

の負荷を平準化し、生産する時に停止して起動しの繰り返すことを改善するべきだと

思う。 
 
2.2 平準化 
平準した生産を可能にするには、量の平準化だけではなく、種類の平準化も必要に

なる。平準化生産というのは組立ラインは前工程に部品を取りに行く時、各品種の部

品を一定の量で平準的に使って、混合生産するべきだと言う。そのために、生産計画

を造る時に平準化を念頭に置い生産順序付に実施すべきだと思う。 
しかし、顧客の注文数は品種も量も変動的であるから、ある時間帯に各生産ライン

が同一の部品を激しく求める場合がある。前の工程は作りすぎと手待ちの暇を逃げる

ために、工程で消費される全部品の単位時間当たりの消費速度を可能な限り一定にす

る必要がある。組立ラインに最小のロットまとめ生産と製品の輸送方法で一個流れ生

産と輸送を実現する。そのために、取られる部品の変動量が最小限になる。 
一般的に、平準生産方式は外注数と情報予測から週間あるいは日間で生産量を平準

的に配置する。そのために、生産ラインに規定な時間帯でどのぐらい、どうな作業、

どのように生産することが明確になる。もし、月曜日の外注量は火曜日の二倍量にな

れば、月曜日の時、社員に残業費用を支払うに対し、火曜日の時、仕事を早く終わら

せるというところである。顧客の要求によって毎日の生産スケジュールを平準化する

ことも大事である。平準化を実現するために、トヨタ会社は科学的な標準作業を作ら

せる。これは作業員を中心に無駄のない順序で生産する方法である。 
 
2.3 カンバン方式 



 

 

カンバン方式という物は生産時に生産指示として情報を伝達することである。情報

は後工程から前工程へ、部品も後工程から前工程に引き取りに行く。つまり、物と情

報が常に同期化しているということである。本質といえば、カンバン管理は後工程引

き取りの部品補充制度である。看板は在庫管理の工具と言っても、生産全体に応用し

なければ効果が出ない。また、カンバンを実施するの目標は品質の向上、作業の改善、

在庫の削減を追いつくことである。カンバンを通して、問題点が顕在化し、品名、品

番、数量なども一目瞭然なので目で見る管理も可能になる。 
2.3.1 カンバンの種類 
看板にはいくつかの種類があるが、ほぼ２種類に分ける。つまり、生産工程の仕掛

け指示の為の仕掛け看板と前工程に部品を引き取りに行く為の引き取り看板である。

看板には仕掛けや引き取りの機能を持たせるために、カンバンを見れば何をいつ、ど

れだけ、どのように造り、運搬したらいいかなど分かるようになっている。 
2.3.2 カンバンの使用 
ある生産工程で引き取りかんばんが付いている収容箱の部品が初めて使用されると

きに引き取りかんばんが外され所定のところに置かれる。外れたかんばんが一定量に

なるか、または定刻になると、外れた引き取りかんばんを持って前工程に部品を引き

取りに行く。前工程の部品在庫には仕掛けかんばんが付いているので仕掛けかんばん

を外して、持っていった引き取りかんばんを部品箱に付け、後工程に部品を運ぶ。前

工程は外れた仕掛けかんばん枚数分の生産を決められたリードタイムまでに生産され

た部品には仕掛けかんばんを付けて所定の場所に置く。 
一方、生産ラインの現場は多品種な製品を造るので、全ての高品質な部品を統一に

使わなければ、大量なムダを生じる。また、小ロート生産を実施することから、段取

り回数も増えるので段取り替え時間を短くしなければ、時間と労働力を付加価値に転

換されない。カンバン方式を使用する時に、平準な部品、短い取引の時間が必要であ

る。 
2.3.3 カンバン方式に現れるの思想 
1.後工程引き取り 
伝統的な生産方式は小売商の能力と市場状況を考えないで計画から生産した製品を

消費者に無理に促進するので、大量な在庫が生まれる。トヨタ会社はこの問題に対し、

伝統な生産方式に反して後工程取引生産方式を採用した。この方式は顧客のニーズに

応じて必要な時に生産ラインの各工程に生産を準備する。生産と在庫を控えて生産の

同時化、平準化とカンバン工具を通じて無駄な浪費が削減されたから必要なときに必

要な量、必要な場所で合格な製品を生産することができるようになった。 
2.現場主義 
カンバン方式にあるもう一つの思想は現場主義である。現場主義は現場の状況に従

えて生産指示を下て生産の標準作業を確保するからトヨタ生産方式の最も貴重な品質

と言われる。それは現場にかなりの権限を与えて、現場の運営、管理、改善の展開を

させようとする考え方である。ジャストインタイムと自動化はかなりにこの理念に依



 

 

存していると思う。現場主義は生産ラインに問題が現れると多能な操作員スッタフ一

同が現場で迅速的に対策を探すということができる。設備の能力、作業の設計そして

設備の配置が何にか問題があるとカンバンがこれ全てを顕在化することによって、生

産システムを確保する。カンバン方式は数千個の部品と設備を調節して、現場で問題

を解決する方法によって無駄な時間をかなりに削減する一方、無駄な作業と人員浪費

も逃れる。 
 
2.4 １個流し生産 
生産の流れ化は加工する時に「１個流し」を採用し、組立ラインに小ロット生産を

実施する。それから、段取り替えがかかる時間を短縮すべきだと思う。１個流し生産

はできるだけ短い時間で生産ラインにつながる各工程を統一し１個流れを作成し、顧

客のニーズに合う製品を生産する。このせいで多能工を育成すると改めて各部門を組

み合うことは必要である。トヨタ会社はできるだけ無駄な手持ち時間を削減する。こ

れはムダをなくす理念に合う。工程の流れ化は素早く資源を調達することができ、在

庫を削減し効率を上げられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.0 持続的な改善 
持続的な改善はトヨタ会社のもっとも貴重な経験として、企業の文化になった。何

にして、完璧とは言えないから、改善の余地があると思う。 
3.1 人材の育成 
人材は企業改善の主体と基礎と思われる。トヨタ自動車会社は数年ほどに過って、

ずっと社員の教育に重視している。問題を想像して解決する方法を探しぬくことが社

員の習慣になりされることが念頭にして、企業文化、人事組織、責任の範囲、権利に

与えることなどいろいろな努力についた。 
トヨタ自動車会社は生産現場で労働者に相当な権利に与える。何にかの問題があれ

ば、操業人が即座に上級に報じるではなく、速急に自分で処置することは権利である。

常に問題を解決することによって多能工な作業員になるの必要な条件と思われる。労

働者は工作から自分の価値と自信を獲得する。それに、問題を解決する能力が高い人

は高い報酬と地位が相応に与える。この制度は十分に自分の社員に信頼することが現

れる。そして、社員も自分の将来に追い求めるの希望と会社に感謝するの気持ちは工

作に対する巨大な積極性を生むに違いない。 
その他に、トヨタ会社はポジションで成績を取る人を集めて、もっと深い技術を培

う。優れた人により多い権利に与える。社員の気持ちを考えて、定期的に墾談会を挙

げることがある。言うまでもないな会議といても、上下級と社員間の関係が潤滑にな

る。もし、新計画を立てる時に各部門を揃て、人々が参加する機会がある。そして、

自分の知恵を発揮し他の知識を学ぶことができる。 
 
3.2 協力企業と友達になる 
  社員を除いて、あとは協力企業である。自分の実業に重視しながら、協力者と関係

者に趣味があることがトヨタ会社の特徴だと思う。他の企業と違う、トヨタ会社は自

分の工場で組み合わせ作業の部分も協力企業に与えることがよくある。トヨタ会社と

協力会社の間、相手のシェアーを常に持っている。両社の地位が同じと見ている。ト

ヨタ会社は協力会社の経営も参加する。自分の先進な理念と管理方式を積極的に関連

会社に伝える。協力会社が生産の圧力があるとき、トヨタ会社は必ず人手を貸しあげ

る。トヨタの高級管理者が協力会社に輸送することがある。 
引き続き協力会社との友好関係を維持して、供え物が確保することができる。そし

て、供え物の質と輸送効率も上げられる。相手の経営を改善することによって、自分

の営業額も昇るようになる。 
 
3.3 作業の改善で応用する方法 
トヨタ会社は作業を改善するときに、IE 方法を用いる。この方法はモノと人の動き

を細かく見る技術である。内容は人、モノ、設備、および情報を総合して、最も経済

的な仕事のシステムを作り上げていこうとするものである。ムダや問題が解決しない

のはムダや問題が見えないからである。IE 方法の特徴は仕事を工程→作業（単位作業



 

 

→要素作業）→動作（要素動作→動作変数）とだんだん細かくわけていき、それぞれ

について,「ムリ」「ムダ」「ムラ」をなくすことになる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.0 危機の管理 
4.1 トヨタに面する危機 
2010 年 1月 21 日、前の 540 万台に踏まえて、トヨタ会社はまた 230 万台の問題車

を呼び戻した。目の前、召還の範囲は引き続く伸びているらしい、北米の市場が言わ

ず、欧州、中国、中東などの市場にも及ばれた。ブレーキ板のせいだと報告した。 
繰り返した召喚事件はトヨタ会社が活きて行くの最大な危機になった。この事件によ

るの損失は質量保障金が 1000 億円と売り下げの費用が約 700－800 億円に構成した。

それに、トヨタの市場占有率は米国延で損害された。召還費用を去ってながら、生産

停止の損失、法律に対するの費用と名声を修復するための広告費用と激励費もかなり

占めている。トヨタ会社の信用とそれの全世界の戦略も衝撃されていると思う。 
 
4.2 危機の原因 
トヨタに発展させたのはそれの規模と名声だけでなく、製品の質量、人を中心にす

るの理念と忠実的な消費者も見落とさせられないと思う。でも、トヨタの一連の表現

は会社の中に何か問題があると分かった。それから、私に知った問題について紹介す

る。 
4.2.1 質量の問題 
高品質はもともとトヨタの根本の理念と人々に分かれる。しかし、トヨタの召還事

件は安全につながるブレーキ板の質量のせいだと報告した。前文に述べたように、ト

ヨタ生産方式はムダを抜いて高品質な製品を生産する優れた体制だと分かった。よく

見れば、事件の発生地は欧米などの外国だと分かった。今、世界の経済は一体化にな

っていく。車の部品も通用になった。全世界に営業が拡大するトヨタ会社はコストを

削減するために車用の部品が地域の工場に頼めて生産するようになった。地域の工場

で問題品を生産しても、条件の制約で発見しないのことは平常だと思う。3 月 1 日、

環球網の記者会談によるとブレーキ板の問題がトヨタ協力工場 CTS 会社から作られ

たという。それに、トヨタ会社の精力は限界があると経営の利益だけに着目するに加

えて、質量の問題が発生するにほうがない。 
4.2.2 人材不足 
生産規模が拡大すぎるのせいでトヨタ会社本部の人材は大量に海外に派遣されたの

で本部の人材育成の体制は問題が出た。もし危機があれば、会社は正し判断をするこ

とができない。危機が発生したとき、トヨタ内部は創業家族の総裁を守るすべきだと

いう人が沢山ある。総裁は記者に面することが許さないと思われるので解釈するのチ

ャンスが浪費された。特に異文化の人材は欠けるのだと思う。日本人は何にも完璧に

追うの特徴がある。これはトヨタの成功の一つ所と思う。しかし、ブレーキ板事件が

発生するとき、トヨタの総裁は車の質量問題ではないと警察の捜査結果を否定した。

それはトヨタの信用を守るということではないのだと思う。横柄或いは頑固のくせか

なと思う。トヨタの誠実を傷める行為である。 
4.2.3 体制の欠点 



 

 

トヨタ会社の中に危機処理部門がない。顧客の苦情を受ける時に、技術部門の分業

があまりに細かくので責任をだれに取るのは難しい。適時に顧客の問題を解決するこ

とができない。特に上級に情報を報じるのは遅いので、複雑な問題環境を応じる準備

時間が足りない。 
 
4.3 危機に対応するの策 
先ず、トヨタ会社の着目点は利益だけでなく、製品の質量に戻るべきだと思う。そ

れから、営業を拡張すぎることを逃げて地域の協力工場で原価を低下する要求より品

質がもっと重要だと伝えすべきだと思う。危機を処理する効率を上げるために、危機

管理機構を立てるべきだ。最後に、顧客の利益を重視し正しいに責任を担うべきだ。 
トヨタ会社の国際化が著しい拡張する勢いがみんなに見える。北米市場の中も短い

時間でフォードと通用自動車会社を抜いて、第一に市場占有率を上った。トヨタが拡

張すぎると思う。それとともにきっと色な問題がある。三菱も CTS 会社のブレーキ板

を使う。でも、トヨタと違って三菱が何の問題がない。トヨタが協力社との間に問題

があると思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

終わりに 
トヨタ生産管理方式は原価を抑制するの優れた管理方法である。特に現代の市場の

特徴に合うの柔軟さと速さがこの方式の精髄と思う。他の企業と違うトヨタは眺める

ところが細かく遠くと思う。徹底的にムダを削減する目標が生産システムの中で解決

するのはトヨタの特徴である。企業の競争の核心が人材とトヨタに考えられる。原価

を削減することに対して人材を育成するのに注がれるお金がかなり多い。 
 トヨタの国際化について幾多の問題があることは事実であったが、トヨタ生産管理

方式も現在の優れた生産方式だと言える。しかし、トヨタにとって、最も重要なのは

それの原点であり、顧客の利益と自分の改善だと考えている。 
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