
会場参加・オンライン参加の併催型セミナー 

２０２１年１月７日（木）〜１月２７日（水）（８日間） 

中部生産性本部セミナールーム（または名古屋商工会議所） 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                   

                      

                      

                      

 

  中部インダストリアル・エンジニアリング（ＩＥ）協会 

▶オンラインでもご参加いただけるようになりました。 
※グループに分かれて意見交換を行うため、カメラとマイクを使用します。 

（ＰＣ内蔵のもので可） 

▶基本的なＩＥ手法を、講義形式で広く学びます。 

生産管理論 

工程分析 

稼働分析 

時間研究 

動作研究 

品質管理 

物流管理 

標準作業 



◎ＩＥベーシックコースとは 
本コースでは、基本的なＩＥ手法の理解と改善実践力の養成をコンセプトに、現場での改善活動

を実践する上で必要となるＩＥの分析手法を座学（計８日間）で学ぶとともに、経験豊富な現場改
善のプロである企業実務家のインストラクターの指導の下、実際に量産ラインにおける現場改善実
習（計５日間）に取り組む１３日間のコースです。 
２０２０年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、本コースの開催を延期して

おりました。しかし、本コースの開催を継続していくために、新型コロナウイルスの感染拡大防止
に向けた対策を施しつつ、１３日間のうち前半の座学を対象として、オンラインでもご参加いただ
けるようにプログラムを再構築し、この度、開催の運びとなりました。（右図参照） 
本コースでは、現場での改善活動を実践する上で必要となるＩＥの分析手法から改善活動のポイ

ントや進め方までを学ぶことで、自社に戻ってすぐに役立つ改善スキルを身につけていきます。 

 
ＩＥベーシックコースのここがポイント！ 

▶基本的なＩＥ手法を、講義形式で学びます。 

▶自社に戻ってすぐに役立つ改善活動のポイント・進め方まで学びます。 

▶オンラインでもご参加いただけるようになりましたので、会社・自宅 

での受講も可能。受講場所を選びません。 

 （参加方法は「会場参加」または「オンライン参加」をご選択いただけます） 

 ▶本コース（座学）にご参加いただいた方を対象に、「現場改善実習」に

ご参加いただけます。（「現場改善実習」に参加希望の方は、別途申込みが必要です。［有料］） 
 

【１日目】 

１/７（木） 

9：30～16：30 

09：30～12：30 会場参加：中部生産性本部 セミナールーム 

生産管理論 
 愛知工業大学 名誉教授 野村 重信 氏 

 〇グローバル環境下の生産管理  〇経営管理の基本とこれからのモノづくり 

 〇生産管理における「生産」「管理」とは  〇これからの生産システムとＩＥ 

13：30～16：30 
ＩＥと生産システム 

 名古屋工業大学 社会工学科経営システム分野教授 荒川 雅裕 氏 

 〇生産管理におけるインダストリアル・エンジニアリング（ＩＥ）の役割 

 〇ＩＥの基本と考え方  〇生産システムの運用に対するＩＥの利用法   

 〇ＩＥの効率的な実践・管理のための仕組みづくり（自働化とＩＣＴ・ＩｏＴ化への取り組み） 

【２日目】 

１/８（金） 

9：30～16：30 

 9：30～12：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム（または名古屋商工会議所） 

工程分析 慶應義塾大学  理工学部管理工学科准教授 稲田 周平 氏 

 〇工程分析と改善  〇製品工程分析  〇作業者工程分析  〇ＰＱ分析 

13：30～16：30 

稼働分析 三菱電機㈱名古屋製作所 生産システム推進部 e-F@ctory 生産革新課ＩＥリーダー 加藤 大騎 氏 

 〇稼働分析とは 

 〇稼働分析の目的と種類 

    ①連続観測法  ②瞬間観測法（ワークサンプリング）  ③稼働率計法  ④ＶＴＲ法 

【３日目】 

１/１４（木） 

9：30～15：30 

9：30～12：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム 

時間研究 ㈱デンソー 生産管理部生産調査室生産調査１課担当課長 永井 正峰 氏 

 〇時間研究とは  〇時間分析の進め方  〇レーティング  〇ＰＴＳ法 

13：30～15：30 

動作研究 愛知機械工業㈱  コーポレート企画戦略部長 瀧田 高久 氏 

 〇動作研究とは  〇動作研究の考え方と進め方 



◎２０２０年度 ＩＥベーシックコースの特徴（開催形態） 
 
【従来】座学～現場改善実習まで一貫して開催 

座 学 

（８日間） 
改善の具体的な進め方 

（模擬ライン実習） 
現場改善実習 

（５日間） 

 
 
【２０２０年度～】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、座学と現場改善実習を分けて開催いたします。 

 

座 学 
改善の具体的な進め方 

（座学） 

←今回は座学（8 日間）を 

開催いたします。 

 
計８日間 

 

詳細は別紙①をご参照ください。→ 
改善の具体的な進め方 

（模擬ライン実習） 
現場改善実習 

 

計６日間 

【４日目】 

１/１５（金） 

9：30～16：30 

 9：30～12：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム（または名古屋商工会議所） 

品質管理 ㈱ジェイテクト 品質保証本部品質保証部ＥＤＥＲ室室長 吉岡 博文 氏 

 〇品質管理とは  〇信頼性と品質管理  〇製品責任（Product Liability） 

13：30～16：30 

設備管理 小島プレス工業㈱ 生産企画部生産調査課課長 竹内 義和 氏 

 〇ＴＰＭとは  〇ＴＰＭの考え方の体系  〇ＴＰＭとしての攻め方  

 〇ＴＰＭ的問題解決の考え方  〇ＴＰＭの今後の展開について 

【５日目】 

１/１９（火） 

9：30～15：30 

 9：30～15：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム 

トヨタ生産方式の考え方 
 トヨタ自動車㈱ TPS 本部生産調査部主幹 高橋 悦史 氏 

 〇ムダの考え方       〇能率の考え方 

 〇トヨタ生産方式の基本的な考え方（ジャストインタイムとは、自働化とは） 

【６日目】 

１/２０（水） 

9：30～12：30 

 9：30～12：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム 

物流管理 トヨタ車体㈱ ものづくり推進部生産調査室室長 森  幸伸 氏 

 〇リードタイムとは 〇物流とは 〇物流の重要性 〇在庫低減について 〇キーワード（物流） 

【７日目】 

１/２６（火） 

9：30～16：30 

 9：30～16：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム 

標準作業 アイシン精機㈱ 生産・物流改革部主査 安達 和利 氏 

 〇標準作業とは  〇標準作業３点セットの作業手順  〇標準作業３点セットの見方 

【８日目】 

１/２７（水） 

9：30～12：30 

 9：30～12：30  会場参加：中部生産性本部 セミナールーム 

改善の具体的な進め方 
造り方研究所  尾ヶ口正春 氏 

 〇ＣＴ短縮の方法  〇ＭＣＴ短縮の方法  〇バラツキ縮小の方法  〇作業配分（バランスの取り方） 

 〇段取り替えの改善 



ＦＡＸ．０５２－２２１－１２６５                ２０２０年    月    日 
中部インダストリアル・エンジニアリング協会（ＩＥ） 行 
Ｔ Ｅ Ｌ ． ０ ５ ２ － ２ ２ １ － １ ２ ６ １ 

 

 

 （フリガナ）                                                          ＴＥＬ （      ）                    

  会社名                                                          ＦＡＸ （     ）                    

  所在地 〒                                                                                  

□ ご参加に関する「注意事項」に同意する。 （下記の「開催要領」とホームページに記載の「注意事項」を 

ご確認の上、✔（チェック）を付けてください） 

▼ご希望の参加形態（会場、またはオンライン参加）に「〇」印をご記入願います。メールアドレスは必ずご記入ください。 

 所属・役職 氏    名（フリガナ） 会場参加 オンライン参加 

１ 
 

 

   

E-mail： 

２ 
 

 

   

E-mail： 

 

いずれかにレ印をお付けください。 

 

 

（請求書および参加証は上記  １  の方宛に送付させていただきます） 

 １１３，５２０円 ・ １３５，５２０円 【消費税込】 ×      名               円            請求日   ／      Ｎｏ２０２０２０          

開 催 要 領 
と き ：２０２１年１月７日 （木）～１月２７日（水） ＜８日間＞ 
ところ ：【会場へご参加の方】  

中部生産性本部 セミナールーム （豊島ビル１１階）  
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15 

    （または名古屋商工会議所） 
     〒460-8422 名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル 
対 象 ：製造、生産管理、生産技術、ＩＥ部門等の担当者で３～５年の実務経験を有する方 
参加費 ：中部 IE 協会 会員 ······ １１３，５２０円 
      一  般 ··········· １３５，５２０円 

※資料代・消費税を含む（オンラインでの参加も同額） 

オンライン参加 ：定員はございません。 
会場参加 ：新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員制と 

させていただきます。 
 【オンラインセミナーへご参加の方へ】 
①「Ｚｏｏｍ」を使用しての開催となります。予め「Ｚｏｏｍ」アプリをインス

トールしていただき、ご参加ください。（カメラ・マイクが必要です） 
②ご予定の視聴環境にて「Ｚｏｏｍ」をご利用いただけるか、「Ｚｏｏｍ」テ

ストページにて事前にテスト接続し、ご確認ください。 
③Ｗｅｂブラウザからもご参加いただけますが、一部機能が制限される

可能性がございます。また、ブラウザの種類により視聴できない場
合がありますので、「Ｚｏｏｍ」より推奨されています Google Chrome
をご利用ください。 

≪オンラインでのご参加の際の注意事項» 
撮影・録画・録音、またそれらデータのホームページ・ブログ・ＳＮＳ等、
インターネット上へのアップロードはお断りいたします。 
※ホームページに記載の「注意事項」もご確認いただき、上記「同意する」に✔

（チェック）を付けてください。 

 
 
 

 
 

①新型コロナウイルス感染予防対策として、事務局・講師・参
加者の体温測定や手指消毒、換気、座席の間隔確保、机
の消毒等を実施しております。詳細につきましては、ホーム
ページ（https://www.cpc.or.jp/ie/)をご覧ください。 

②新型コロナウイルスの感染拡大状況、講師の都合などの
事情により、日程・時間・内容並びに開催形態の変更、参
加の制限をさせていただく場合がございます。 

③申込受付後、参加申込者  １  の方宛に請求書及び参加
証（人数分）をご送付申し上げます。参加申込者  １  の方
へお送りした参加証は参加者へお渡しいただき、当日受付
へ各自でご持参下さい。 

※オンラインセミナーへご参加の方は、参加証にご参加にあたっての
「注意事項」を記載してありますので、事前に必ずご確認願います。 

④参加費は、請求書に記載の期日までに指定の銀行口座へお振
り込み願います。振込手数料は、お客様にてご負担下さい。 

⑤１２月２８日（月） 以降の参加キャンセルについては、事務
局までご連絡ください。 

⑥当日、会場での録音・写真撮影はご遠慮下さい。 
⑦申込締切日 １２月２５日 （金） …遅れる場合は予めご連絡下さい。 
【口座名義：中部インダストリアル・エンジニアリング協会】 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2020.10.30 

□ 申込み後の受取請求書にて振込  □ 請求書不要 （振込予定日：    月    日） 

三菱ＵＦＪ銀行鶴舞支店 普通  No. １６０２９１７ 
名 古 屋 銀 行 上 前 津 支 店 当座  No. ３１１６１４１ 
愛 知 銀 行 本 店 営 業 部 当座  No.       ２６７８ 
り そ な 銀 行 名 古 屋 支 店 当座  No.   ４９４０７０ 

※個人情報の取り扱いについて 
１． 参加申込によりご提供いただいた個人情報は、当本部の個人情報保護方針に基づき、安全に管理

し、保護の徹底に努めます。なお、当本部個人情報保護方針の内容については、当本部ホームペ
ージ（http://www.cpc.or.jp/）をご参照願います。参加されるご本人、ご連絡担当者の皆様におか
れましては、内容をご確認、ご理解の上、お申込いただきますようお願いいたします。 

２． お申し込みをいただいた方へは各種セミナーのご案内をお送りする場合がございます。 
３． 個人情報の開示、訂正、削除については、以下の窓口までお問合せください。 
４． 本案内記載事項の無断転載をお断りします。 

     【個人情報に関する問合せ窓口 担当：齋藤・岩本  TEL 052-221-1261】 

 中部インダストリアル・エンジニアリング（IE）協会 
 担当：堤・吉村 

 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15 豊島ビル 11 階 

TEL （052）221-1261  FAX （052）221-1265 

https://www.cpc.or.jp/ie/ 

２０２０年度   ＩＥベーシックコース   参加申込書 

お申込み・お問い合わせ先 

中部ＩＥ協会 ◎当協会ホームページからもお申し込みいただけます！ 

https://www.cpc.or.jp/ie/
http://www.cpc.or.jp/
https://www.cpc.or.jp/ie/


◎「現場改善実習」について      別紙① 
 

本コースは従来、座学と現場改善実習を一貫して開催しておりましたが、新型コロナウイルス   

の感染拡大防止に向け、２０２０年度より座学と現場改善実習を分離し、参加募集を別々に行 

うこととなりました。 
 

▶本コース（座学）にご参加いただいた方を対象に「現場改善実習」にご参加いただけます。 
※「現場改善実習」の開催には、新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後になります。 

▶「現場改善実習」では座学で学んだ知識を、実際の量産現場で改善することで体得します。 

▶経験豊富な現場改善のプロである企業実務家のインストラクターが指導いたします。 

▶「現場改善実習」に入る前に、「改善の具体的な進め方（模擬ライン実習）」にて、実際の現場 

を想定した模擬ラインで改善を実施します。（詳細は裏面参照） 
 →改善活動のポイント・進め方を学んでから現場に入るので、改善活動が初めての方にも安心です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

中部インダストリアル・エンジニアリング協会 担当：堤・吉村 
〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15 豊島ビル 11 階 TEL052-221-1261 FAX052-221-1265 

実習先にて 

改善 
報告会  改善トライ、 

報告資料の 
まとめ 

改善の効果 
確認と更なる 

改善 

改善案を 
実習先に 

提案 

3 日目 

現場実習Ⅰ：２日間（１泊２日） 

現場改善実習で得られる知識・経験！ 
・ＩＥの基礎知識 
・ＩＥの分析手法 
・具体的な問題解決手法 
・現場改善スキル 
・チームワーク 
・改善モチベーション 

４日目 ５日目 ６日目 

現場実習Ⅱ：３日間（２泊３日） 

改善の成果発表！ 

1 日目 

改善の具体的な進め方 
（模擬ライン実習） 

データ収集し 
現状を把握・ 

分析 

最後は改善の成果を報告会 
で発表します。 

実際の製造現場に入り 
改善活動を行います。 

現場実習スタート！ 

実際の現場を想定した 
模擬ラインで改善を 
実施します。（裏面参照） 

2 日目 

◎インストラクター会社 

・アイシン精機㈱  ・トヨタ紡織㈱ 

・愛知機械工業㈱  ・三菱電機㈱名古屋製作所 

・太平洋工業㈱   ・造り方研究所 

・㈱デンソー 

◎現場改善実習 開催実績（過去５年間） 

２０１９年度：豊田合成㈱、㈱東海理化 

２０１８年度：トヨタ車体精工㈱、㈱ジェイテクト 

２０１７年度：㈱ＦＴＳ、フタバ産業㈱ 

２０１６年度：三菱電機㈱名古屋製作所 

２０１５年度：豊田鉄工㈱、大信精機㈱・半田重工業㈱ 



 

◎改善の具体的な進め方 －模擬ライン実習－について 
▶本コースでは従来、「改善の具体的な進め方（座学）」にて、改善活動のポイントや進め方を学んでい

ました。しかし、座学で学んできたＩＥ手法が、実際の「現場改善実習」に入ってもうまく活用でき

ないなどの、参加者の声がありました。 

 

 

▶実際の現場を想定した模擬ラインにて、改善活動を体験します。 

▶模擬ライン実習により座学で学んだことを体験することで、現場改善実習にスムーズに移行できます。

その成果の一例として、 

・時間観測がきちんと出来ている 

・標準３点セットがきちんと書けている 

・標準３点セットから問題点の把握・山積表へ落とし込む流れを理解できている 

などが挙げられます。 

▶経験豊富な現場改善のプロである企業実務家（㈱東海理化・豊田合成㈱）が指導を行います。 

 

 
 
 

時間観測・標準３点ｾｯﾄ・山積表    目標設定（目指す姿） 

 

 

 

改善の着眼点 

ラインバランス 

 

◎ライン概要（クラッチべダル組立ライン） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１～５工程で部品組付 完成品箱詰め

１工程２工程３工程４工程５工程

オペレーター 

箱詰め 

効果確認 改善実施 

改善案検討・戦略立案 現状把握・問題点抽出 

新しい標準作業 

構成部品 


