特別企画

なぜサービス産業に仕組み化導入が必要か

血が流れる“マニュアル”
MUJIGRAMが変わり続ける理由

良品計画前会長

東京都市大学

准教授

松井忠三 × 大久保寛基

今月から新連載がスタートする。 サービス産業生産性協議会の「仕組み化研究会」が取り組む、サービス産業の
生産性向上のための業務仕組み化理論について解説していくものだ。 第 1 回に当たり、同研究会にも参画する東
京都市大学の大久保寛基准教授が良品計画の松井忠三前会長に仕組み化導入の必要性について聞く。 良品計画が
実践する店舗マニュアル「MUJIGRAM」は、同社の業績を V 字回復させた切り札だ。しかし、単なる店舗マニュ
アルの実践では業績回復は見込めない。 MUJIGRAM の真の効能に迫る。

MUJIGRAM 誕生の訳
マニュアルの決定的な欠点

部長に就任しました。新店の売場の最

客さまのためにならないと思ったわけ

終確認をするために、オープン前日の

です。

夕方6時に私が現地で確認をすると、

早速、アメリカのスーパーマーケッ

大久保 製造業では、トヨタの“カイ

応援に来たベテランの店長が売場の直

トのマニュアルを手本に作り始めまし

ゼン”など、工場の現場での生産性向

しを始めて、とうとう12時まで売場

た。マニュアルはその会社のためにあ

上、スキルアップなどの仕組みがあり

が完成しないという経験をしたのです。 るので、たとえ稚拙でも良品計画のも

ますが、お客さまと関わりが多いサー

当時は100人店長がいたら100通りの

のを作らなければ役に立たない。最初

ビス産業では生産性向上の難しさがあ

売場があったのですね。その現状をこ

のマニュアルは、本社主導で作りまし

ると思います。良品計画にとって“仕

のままにはしておけないと思ったので

たが、使いづらいものでした。その後、

組み化”が必要になった理由を教えて

す。お客さまのためには９割くらいの

お店サイドから書き直すという作業を

ください。

水準の店舗を全店つくった方がはるか

やることで、徐々に使いやすくなって

松井 私は1994年に無印良品の事業

に効率が良い。業務を統一しないとお

いったのです。
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「型」があるから「型破り」ができる
創造性はゼロからのスタートではない
ては適当な言葉がないのでマニュアル
という言い方をしましたが、現実は業
務を改善して標準化していく仕組みな
のです。
例えば「型破り」という言葉が能の
世界にあります。伝統的に能の世界で
やっていることを名優が少しやり方を
変えると、それが新しい型になって型
破りと言われます。型が全くない人の
ことを「型なし」と言います。型がな
いのでどうしようもない。スポーツで
も音楽でも執筆でも皆そうでしょうけ
れど、基本は型があって、この中で少
し創意工夫というものが出てきて、変
PROFILE
東京教育大学（現 筑波大学）体育学部卒業後、西友ストアー
（現 西友）に入社。1991 年良品計画に出向後、92 年同社
入社。2001 年に代表取締役社長、08 年に代表取締役会長。
15 年 5 月に代表取締役会長を退任。

わる。つまり創造性というのはゼロか
らのスタートではないのです。相当な
原則や常識があって、そこから少し変
えていく。仕事の仕方もほぼそれと一

しかしマニュアルには決定的な欠点

マネージャーがパソコン上で見て承認

緒ですね。基本があって少しずつ変わ

があることに気付きます。マニュアル

し、販売部に届けてこれが全社の仕組

っていくのです。

は出来上がったときが最終形です。半

みとして変わるようにするわけです。

「MUJIGRAM」は現在2000ペー

年もすれば仕事はどんどん変わります

そうやって仕組み化をしないと業務を

ジくらいあるのですが、毎日変わりま

が、マニュアルは変わりません。そう

変えることはできません。業務を改善

す。毎月20ページ、つまり１％ぐら

するとマニュアルを使わなくなる。作

することが、最終的にお客さまの要求

い変わります。年間で12％くらい変

業は現場でしか改善できませんから、

に応えることにつながります。これが

わるのです。基本的には毎日変わるっ

売場で作業をする人たちの意見を取り

仕組み化を徹底する理由です。

ていうことがすごく大事なことです。

入れながら、マニュアルを変えていく

大久保 仕組みやマニュアルを作るこ

改善したらそれが新しい型になってい

ことにしました。

とで、業務のばらつきを減らすための

くのがポイントですね。

このようにしてできたマニュアルが

「標準化」や、暗黙知を形式知に変え

大久保 日々改善を繰り返していき、

「MUJIGRAM」なのです。最初のこ

る「見える化」によるメリットがあり、 「MUJIGRAM」が変わることを良い

ろは従業員に説明するのが難しく「マ

業務改善に結び付いていったのですね。 こととする中で、社員が自主的に行動

ニュアルに血を流す」と言っていまし

一方で「固定化」や「自主性の低下」

た。血を流すという意味は、現場の工

などのデメリットもあると思いますが、 松井 土壌は社風です。仕組みが変わ

夫で変わっていき、使いやすいものに

どのようにお考えですか？

らないと社風は変わりません。意識改

なっていくという意味です。

松井 “マニュアル人間”というのは、

革でトップがどんなに号令をかけても

当初は売場の意見を紙で集めていま

決められたことをその通りやる人を言

全く駄目ですね。具体的に何をやるか。

したが、社内のイントラネットに入力

いますね。つまりマニュアルとは、最

この「何をやるか」によって社員の価

してもらうように変えました。店舗で

初に作られて統一されて硬直してしま

値観が変わる。それが“社風が変わる”

従業員が店長と相談して、今ある仕組

い創意工夫がそこには反映されない、

ということです。業務の中で少し変え

みより良いと考えられるやり方を画面

というのが従来のマニュアルに対する

て提案をすれば効率が少し良くなって

に入力すると、店舗を統括するエリア

概念でした。
「MUJIGRAM」につい

きて会社のレベルが変わる。このよう
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する土壌ができているのでしょうか。

なことを無条件に考え出せることがも

る仕組みをつくらなければ駄目だと思

いうような仕組みを本部にも採用する

のすごく大事です。

ったのです。

べきなのです。

最大の抵抗勢力は
ベテランの店長たち

経理の先輩の背中を見て次の人が育
っていく、というやり方では異動もで
きないし、業務も見えないですよね。

ボトムアップを風土にする
強制力を持つことが必要

大久保 社風を変えたり、社員の価値

僕はメーカーにヒントがあると思って、 大久保 「MUJIGRAM」と「業務基

観を変えていくことは大変なことだと

キヤノン電子という会社を見に行くと、 準書」の両輪で業務レベルの維持と向

思います。それを実現するための道具

設計部門の棚に１冊の本がありました。 上を実現しているのですね。現場の意

にもなった「MUJIGRAM」なわけ

それは昨日、現在という1日単位の業

見を吸い上げ、
「MUJIGRAM」の改

ですが、作成する中で苦労した点につ

務基準書だったのです。さらに、社員

訂を実施しているとお聞きしましたが、

いてお聞かせください。

の方の机の引き出しを見せてもらうと、 トップダウン的に仕事の仕組みを変え

松井 最初にマニュアルを作ると言っ

私物しか入っていない。つまり業務に

るような改革も行っていると思います。

たときに一番抵抗したのはベテラン店

ついての資料を個人が一切持っていな

そのような改革でも「MUJIGRAM」

長でした。そんな創造性のない仕組み

いのです。これを見たときにこういう

をツールとして利用する効果は大きい

をやってもしょうがない、無印ってい

レベルの会社にしないといけないと思

のでしょうか？

うのは創造性、感性でできたブランド

い、これをヒントに業務基準書を作り

松井 トップダウンの許容範囲が広が

だと思っているので、それと反対のこ

出しました。

らないとボトムアップはできないと思

とはできないという感じです。結果的

本部の業務基準書は真っさらな状態

います。例えばお子さまが売場の什器

にはベテラン社員を「MUJIGRAM」

で入ってきた人が先輩に教えられなく

の角にぶつかってけがをしたという事

の任命委員、つまり作成事務局にして

ても仕事ができる、これが基本的なコ

例が報告されてきますね。そうすると、

やらざるを得ないようにしました。彼

ンセプトですから細かくならざるを得

什器の角に最初はカバーを付けるとす

らはもともと力がありますから知恵が

ないのです。経理でしたら決算発表の

る。カバーは早めに手配できるので１

たくさん出てきたのです。反対勢力の

会場手配から始まり、資料の作成法や

週間とか10日のデッドライン（締め

意識を気付かないうちにうまく変える

数字の入力方法など教えられなくても

切り）を設ける。もう少し時間があれ

方法は、責任者をチームの中に取り込

業務基準書を見て分かるようにしない

ば什器そのものを丸くしてしまう。什

んでしまうことです。

といけません。粗いものは役に立ちま

大久保 ベテラン店長のような反対勢

せん。ページ数はだんだん増えますが、

力も目指している方向は同じだったの

その通りにやれば仕事が回っていくと

で、チームに取り込めたのでしょうね。 いうのが業務基準書のコツですね。本
ところで、本社の方にも業務における

部の業務は必ず変わりますから、四半

マニュアルはあるのですか？

期決算のときに変えることにしました。

松井 本社では“業務基準書”と呼

PROFILE
早稲田大学理工学部経営システム工学科卒業後、
同大大学院に進学し、博士（工学）取得。早稲田
大学助手、岡山大学助教などを経て、2012 年よ
り現職。生産管理、生産システムに関する研究お
よびサービス業務管理に関する研究に従事。

業務内容が見えにくい本部の商品開

ば れ る マ ニ ュ ア ル が あ り、15冊、

発や経理を“見える化”することで、

7000ページくらいのものです。これ

教育ツールとしても使えますし、そし

を作ったきっかけは、外部から採用し

て何よりも異動ができるようになりま

た経理部長が他社に引き抜かれて決算

す。異動によって極端に戦力ダウンす

すらできないというところまで追い込

る、つまり経験値が会社の業績の到達

まれたときに、経理やシステムといっ

点になっている企業は勝てません。共

た特殊な業務であっても、社内で育て

有文書で仕事をして到達点が変わると

「暗黙知」を「形式知」に変える
仕組みで見える化のメリットを生む
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器が出来上がってくると今度はそれで

いケースが結構多いのです。商品開発

動く。そういう業務改善はトップダウ

は時代とともに変わっていきますから、 組み化」によるサービス産業の生産性

ンで動いていかないと難しいですね。

停滞をすると厳しくなるので、それが

向上に貢献できたらと考えています。

ボトムアップを風土にするまでが大

必ず行われるように仕組みに血を流し

「MUJIGRAM」のような基準書作成

会」の取り組みがさらに発展し、
「仕

変です。風土にするまでは何があって

続ける必要があります。人任せにせず、 による「仕組み化」を実現したいと考

も実行できるように強制力を持って動

商品開発の仕組みは変え続ける構図を

えているサービス産業に携わる方への

かさないと駄目なのです。風土になれ

つくっておかないといけません。

アドバイスがあれば、お願いします。

ばこれが社風になり、きちんとした仕
組みになります。
大久保 「MUJIGRAM」について、

松井 「MUJIGRAM」に関し毎週２、

軟弱な社風の会社では
仕組み化はできない

３社見えますが、取り入れてここまで
来ましたという企業はほとんどありま

今後どのように発展させていこうとお

大久保 本研究会では、
「仕組み化」に

考えですか。

体系的に取り組めるようになることで、 取り入れられなかったか。企業体質が

松井 仕組みは、一定のところまでい

できるだけ多くのサービス産業の職場

悪いわけです。企業体質や社風を変え

くと寿命を迎えることになります。し

で、
少しでも分かりやすく、
容易に「仕

るのはトップの仕事です。社風が変わ

かし、
「MUJIGRAM」はお客さまと

組み」を取り入れられるようにするこ

らない限り仕組みはできません。

社員の声で変わっていく仕組みですか

とを目指してきました。それにより、

ら、どちらかというと徹底力の方が大

サービス産業における生産性向上を実

作業はヒントだけもらって、後は自分

事になります。
「MUJIGRAM」の一

現していきたいと考えています。この

たちで作って竹をつげる。こういう移

番の特徴をわれわれの言葉で言うと、

ような取り組みに対して、どのような

植が大切です。会社はそれぞれ仕組み

意義や期待をお持ちですか？

や風土や価値観を持っていますから、

言葉なのですね。
「のっける」とほぼ

松井 優れた仕組みは共有化してプ

この価値観とか風土に合わせられなけ

100％、店で実行するのですよ。つま

ラットホームにして仕事をするという

ればいけません。

りPLAN（ 計 画 ）
・DO（ 実 行 ）
・

のがすごく大事です。
「MUJIGRAM」

そこを解決するためにはトップ自ら

CHECK（評価）
・ACT（改善）と

を世の中に知ってもらうことで、マニ

社風を変える。できるまでやり続ける。

いうマネジメントサイクルがきれいに

ュアルには従来と違うものがあるらし

軟弱な風土の会社が「MUJIGRAM」

回るようになる。このPDCAが回ら

いと世の中がだんだん思ってくれてい

のような仕組みを取り入れるのはほと

ない組織は弱い組織です。

ます。
「MUJIGRAM」についてもプ

んど不可能です。風通しの良さや徹底

商品開発のような仕組みについては、 ラットホームみたいな形で一応理解を

力を持った組織風土を持っていないと

「MUJIGRAMのっけたか？」という

せん。あっても１社くらいです。なぜ

木に竹はつげません。木を竹にする

一人一人のＭＤがつくっていくと社員

していただいて、具体的には各社各様

自社に「移植」するのは至難の業です。

の力量の差になってライバルに勝てな

のものに応用していってもらえればと

トップ自らがリスクを張ってやり続け

思います。今、私のところに中国から

るというのが一番大事です。

研究会では、セミナー、書籍などさまざまなアプロー
チで「仕組み化」に取り組んでいる。
※書籍は 9 月初旬刊行予定。

「MUJIGRAM」を取り入れたいと、

大久保 「MUJIGRAM」による仕組

たくさんお客さまが来ます。日本だけ

み化が、業務の無駄をなくし、良いノ

でなく各国でそういうニーズが歴然と

ウハウを蓄積して、効率を上げるため

している。サービスないし流通の効率

であると同時に、企業のトップが目指

アップの良い材料があるということに

す組織風土をつくり上げることにもな

少しずつ皆さんが気付き始めている。

るわけですね。
「仕組み化研究会」と

それはもう少し太い流れにした方がい

しても、仕組み化を取り組みやすくす

いと思います。

るための各種ツールなどの開発を進め

大久保 その太い流れになっていくた

ていきたいと思います。

めのお手伝いとして、
「仕組み化研究
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本連載は、全 6 回にわたって、サービス産業生産性協議会に
おける「仕組み化研究会」での取り組みを紹介していきます。

