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生産技術者のための
コストダウンの見方・考え方
習得セミナー

〜PC(Excel)を活用した最適生産設計と最適な設備投資の経済計算〜
■
東 京
開催日時
■
名古屋

2020年 9月24日（木）〜25日（金）
2021年 1月26日（火）〜27日（水） 各回とも2日間
10：00〜17：00
2020年11月26日（木）〜27日（金）

会

場

日本能率協会 研修室

対

・生産技術・製造技術部門の管理者、スタッフ
・製造部門の管理者・監督者、スタッフ
象
・現場の改善、コストダウンを推進されている方々
・企業で設備投資に関係している管理者、スタッフ

講

師

小川

■ 本セミナーのねらい

生産技術者のコストダウンにおける役割
は、製品の加工費と設備費の低減です。

正樹

JMA専任講師／㈱MEマネジメントサービス 代表取締役
マネジメントコンサルタント・技術士（経営工学）

■ 本セミナーのポイント

加工費の低減は工程における付加価値
作業の増大であり、設備費は最適投資の
実践がポイントです。
本セミナーでは、生 産 技 術 者にとって
必要なコストダウンの知識を習得すると
共に設備投資で失敗しないための経済
計算についてPC（Excel）を活用しな
がら丁寧に指導します。

工程設計とコストダウン手法

・コストダウンに 結び 付く原価の 視 点を
解説します。
・IEとパラメータ設計を融合した生産設計
法を学んで頂きます。
・PC（Excel）を活用したパラメータ設計に
より、ばらつきの少ない設備の生産条件
設定手順を体験できます。
・新 規 投 資、取 替 投 資など目的別の設 備
投資計算の方法を体得できます。
・設備投資対効果の算出方法をPC（Excel）
を用いた演習を事例を交えながら解説
します。

■ プログラム
１日目

本セミナーでは
電卓を使用しますので
ご持参ください。

オンライン設計
ステップ

役

割

コストダウンの
狙いどころ
コストダウンの可能性

オフライン設計

工程
システム
設計

工程
パラメータ
設計

工程
許容差
設計

加工機能に
対する工法の
創造

コア要素技術
の確立

工程・作業
系列追求

生産条件
追求

作業許容差
追求

工法に対する
コンセプトの
創造

動特性による
技術開発

工程・作業
機能見直

工程・作業
条件見直

機能限界
見直

加工機能のばらつきや環境負
荷低減技術の確立

大

中

小

大

パラメータ
設計

許容差
設計

ＩＥ
TRIZ
品質工学

パラメータ
設計

GT・標準化

*) ＣＲ（Ｃｏｓｔ Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ)

ＧＴ（Group Technology）

10：00 〜 17：00（昼食 12：30 〜 13：30）

効率的な加工費低減編

１ 生産技術者に必要な原価の基礎知識

(1) I oT時代のものづくりと原価のしくみ
(2)材料費・労務費・製造経費を計算する
(3)直接費と間接費、変動費と固定費とは
■
演習 生産ロットが減少すると1個の原価はいくらになるか

２ 生産技術段階のコストダウン余地を追求する

(1)生産技術段階のコストダウンの焦点は加工費
(2)原価計算結果から加工費の低減製品を発掘する
(3)加工費の基本機能、補助機能、ロスとコストダウン余地
(4)最適生産設計とコストダウン手法
■
演習 基本機能を確認してコストダウン余地を発掘する！

３ 基本機能だけで工程を作ってみる

(1)最適生産設計に必要なＩＥと品質工学
(2)デザインアプローチで生産設計に挑戦する
(3)工程、作業の機能を見直して工程系列を追求する
(4)ハイブリッド生産

４ ばらつきの無い最適設備を設計・選択するには
(1)パラメータ−設計で作業条件を確立し標準化する
(2)PC（Excel）を活用したパラメータ−設計を体験する
(3)自動化の容易性と効果を検討する
(4)自動化の優先順序を決定する

２日目

最適な設備投資実践編

５ 経済性工学の基礎を理解する

(1)お金の計算には３種類ある
(2)意思決定の原則を理解する
■
演習 PC（Excel）で埋没原価、増分原価、機会原価を考え
意思決定しよう！
(3)お金の時間的価値を計算する
■
演習 PC（Excel）で利息を計算しよう

６ 設備投資の経済計算を実践する

(1)設備投資に必要なライフサイクルコスト
(2)過剰投資を抑制する設備投資のプロセス
(3)設備投資の種類と経済計算
(4)新規投資を目的とした経済計算のやり方
(5)取替投資を目的とした経済計算のやり方
(6)省力投資を目的とした経済計算のやり方
■
演習 実践！PC（Excel）で設備投資の経済計算を体験する！
−設備を新設するか、移設するか−

７ 設備設計と選択を成功させるには

(1)新規設備は設備能力を有効に活用する
■
演習 PC
（Excel）
でロボット導入の効果から投資額の上限を
設定する
(2)既存設備は工数が少ない設備を選択する
(3)MTシステムを活用して設備の異常を診断する
(4)標準化により最適設備を維持管理する
※プログラム内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

ものづくりポータルサイト

https://jma-column.com/

生産技術者のためのコストダウンの見方・考え方習得セミナー
講師紹介（敬称略）

原価管理、
原価見積、
生産・物流管理システムの立案、
構築、
実施やIE改善を通じて総合的コスト
ダウンを展開し、
企業の業績を改革するコンサルティング業務が活動の中心である。
原価管理、
生産性の向上に関しては、製造から開発・設計段階(CAD／CAMを含む)までの領域を扱い、
公開セミナーや社内教育でも活躍中である。
JMA専任講師
【著 書】
㈱MEマネジメントサービス 代表取締役
『絵でみる原価計算のしくみ』
『
、技術者のための原価企画』
『
、よくわかるレイアウト改善の本』
、
マネジメントコンサルタント・技術士（経営工学）『図解でわかる生産の実務・高品質・低コスト生産のすべて』など他多数

小川

正樹

生産技術者のレベルアップには、標準時間のスキルが欠かせません。
「標準時間の設定と活用実践セミナー」をご活用ください。

関連セミナーのご案内

「標準時間の設定と活用実践セミナー」
【東

JMA 100342

で検索

京】2020年 9月 1日（火）〜 2日（水）/ 2021年 2月 4日（木）〜 5日（金）
c

お申込みについて

1

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

2

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで
セミナーID（半角数字） JMA 100391

スマートフォン
タブレットから

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話にてお問い合せください。
TEL：03（3434）6271

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

参加料 （消費税抜）
一般社団法人
日本能率協会法人会員
上

記

会

員

外

105,000円/1名
115,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/
※参加申込規定はJMAマネジメントスクールのWebページ（https://school.jma.or.jp/）に
掲載しておりますのでご確認、ご同意のうえお申込みください。

参加定員 30 名（開催地域により、定員が異なる場合があります。

参加人数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは
中止にさせていただく場合がございます。）

申込に関する問い合せ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

E-mail：seminar@jma.or.jp

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）
参加開催地域ごとに下記小会事務所へお問い合せください。

一般社団法人日本能率協会 産業振興センター

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールまたはファックスでご連絡ください。）

東 京 〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL：03（3434）1410（直通）

一般社団法人日本能率協会 中部事務所

名古屋 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目26番25号 メイフィス名駅ビル 6階

TEL：052（581）3271（代表）

これから求められる経営モデルの提唱

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な
変革運動、経営理念を体現する
人づくり、ダイバーシティ経営、
新しいチャレンジを進めるプロ
ジェクトなど、人・組織の力を
結集する様々な取り組みを対象
にした表彰制度です。

会員制度のご案内
一 般 社 団 法 人日本 能 率 協 会は法 人を
対象とした法人会員制度を設け、セミ
ナー参加料割引をはじめ各種サービス
を提 供しております。是 非この機会に
ご入会をご検討ください。
詳細は
https://www.jma.or.jp/membership/

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大にすることを通じ、
新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための長期プログラム、
役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング、営業、開発・設計・技術、生産、
購買・調達など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を開催
しています。また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援も行っています。

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習・ディスカッション

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

