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 オンラインセミナーの詳細は 

 お問い合せ先：一般社団法人日本能率協会 ものづくりオンラインセミナー事務局 seisan@jma.or.jp 

 http://www.jma-online.com/ 

ものづくりオンラインセミナー 検索 

〈画面イメージ〉 

【法人申込みについて】 
 法人でお申込みをいただいた場合、管理者（教育ご担当者）用IDを１ID発行いたします。 
 管理者は、全受講者の学習状況の進捗を確認できます。 

オンラインセミナーだから、 
場所と時間の都合にあわせて学習が可能です。 

オンラインで個人学習ができるため、忙しい方でも、集合研修が難しい場合でも時間と場所の都合にあわせて研修
することが可能です。配信期間は7カ月間（6ヶ月＋おまけ1ヶ月）で、繰り返し視聴することができます。テキスト
はダウンロードできます。 
 まずは、無料のお試し受講でご確認ください。 
 

スマートフォン、タブレットで
も受講可能！ 

でご確認ください。！ 



ＩＥ基礎テクニック習得コース 

プログラム内容 

改善技術の基礎
知識 

1.基礎用語を理解する ・IE、生産管理、標準時間 ・ﾜｰｸﾕﾆｯﾄ、改善技術とは ・現状分析技術、改善発想法とは 
2.現状分析技術の活用方法の理解と体験 ・ﾜｰｸﾕﾆｯﾄ ・ﾀｲﾑｽﾀﾃﾞｨｰ ・標準時間の設定  
3.改善発想技術の活用方法の理解と体験 ・改善の4原則（ECRS）と5 W 1H  ・ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞ ・改善案作成の体験 

稼働分析による
ロスの明確化 

1.稼働分析の狙い ・稼働分析とその目的 ・稼働分析の手法 ・作業の分類とは 
2.稼働分析の手法を学ぶ ・連続稼働分析 ・連続稼働分析の手順 ・事例紹介 
3.ワークサンプリング理論 ・ワークサンプリングの理論 ・瞬間観測法：ワークサンプリング  
 ・ワークサンプリングの手順 ・ワークサンプリング結果からの改善着眼点 

工程分析による 
製造特性の把握 

1.工程分析とは ・工程分析の種類と目的 ・工程分析の定義 
2.工程分析の進め方 ・工程の定義 ・工程の種類と記号（加工・運搬・検査・停滞）・工程の手順（ﾌﾛｰﾌﾟﾛｾｽﾁｬｰﾄ） 
3.工程分析の応用 ・アッセンブリーチャート ・経路分析、フローダイヤグラム 
4.工程改善の各ﾎﾟｲﾝﾄの理解 ・工程数の減少、加工作業、運搬作業、検査作業、貯蔵、停滞 ・工程改善ﾁｪｯｸﾘｽﾄの説明 

ライン作業分析
による 
現場改善 

1.ライン作業とは ・ラインとは ・ラインのメリット、デメリット ・生産方程式別の比較（ﾗｲﾝ、ｼﾞｮﾌﾞｼｮｯﾌﾟ、ｾﾙ） 
2.ライン作業分析とは ・ライン作業分析の目的 ・ピッチタイムと目的サイクルタイム ・ラインバランスとは 
3.ライン編成の手順 ・編成の要点 ・実践・ライン改善 

連合作業分析に
よる 
現場改善 

1.連合作業分析とは ・連合作業分析とその目的 ・連合作業分析の手法 ・目標サイクルタイムの算出 
2.連合作業分析の種類 ・連合作業の形態 ・連合作業に使われる分析記号 
3.連合作業分析の手順 ・連合作業改善の視点 ・対象の選定 ・現状の定量化 
 ・目標サイクルタイム（TCT）の算出 ・M-Mチャートの作成 ・連合作業分析表のまとめ ・改善案の作成 
4.連合作業分析による改善の目のつけどころ ・人と人の連合作業の作業改善ポイント  
 ・人と機械の連合作業の作業改善ポイント ・チェックリストの活用方法 

管理技術【IE(インダストリアル・エンジニアリング)】の手法を体系的に習得できるコースです。 
工場の見直し・強化、海外工場の拡大・指導に必要な基本知識を網羅したプログラムになっています。 

受講料 1/ID 29,800円（税別） 

法人申込で複数ID申込みいただく場合、2ID目以降10,000円/ID(税別)（99IDまで） 
 演習問題・回答あり≪配信期間：6ヶ月＋おまけ1ヶ月≫  

【配信時間：約23時間10分】 
 
本コースは、IEの基礎知識や改善技術、IE技術を体系的に学べる
コースです。 
 
第一章で改善技術の基礎知識を学習したのち、稼働分析、工程分
析、ライン分析、 
そして連合作業分析と対象範囲と視点をひろげていくプログラム
構成となっています。 
 
また、各章に演習問題と回答をご用意していますので、理解度を
確認しながら学習を 
すすめることができます。 
複数人でディスカッションしながら理解を深めるのもおすすめの
方法です。 
 
これから先、製造現場の競争力強化を担う新人・中堅技術者、 
海外工場などの改善指導者候補を対象としています。 
 
■以下の方に特におすすめです。 
 
若手、中堅生産技術者・製造技術者の方 
将来、生産・製造部門のスタッフ、管理者になられる方 
海外工場で製造現場を指導・管理される方 
工場改善プロジェクトを担当される方 
製造統括を担当される方 
調達、購買、資材、物流を担当される方 
社内IEインストラクター・講師の方 
 
 
 

■こんな課題・状況に対応します 
・研修に参加するスケジュールの確保が難しい 
・会場手配などの準備がむずかしい（パソコン／スマホ／タブレッ
トがあれば受講が可能です） 
・経験、スキルがまちまちで、社内で集合研修が難しい 
・社内スキルの標準化を図りたい 
・海外スタッフのレベルアップを図りたい 
 
■管理者機能 
「社内全体のスキルアップのために購入したが、誰がどこまで 
受講したのか把握できない」 
などのご要望に応え管理者機能を実装いたしました。 
 
法人申込みの場合、管理者（教育ご担当者）用IDを1ID発行いたし
ます。 
管理者（教育ご担当者）は、全受講者の学習状況の進捗を確認でき
ます。 
 
管理者機能で確認することで、学習状況の見える化が可能になり、 
受講生の学習をサポートすることも可能となります。 
 
■テキストについて 
オンラインセミナーで使用している資料は、テキストとしてダウン
ロードいただけます。 
 
■本コースの視聴期間 
申込日から6ヵ月間＋おまけ1ヶ月（合計7ヶ月） 
例：2019年1月1日申込の場合 視聴期間は2019年8月1日までとなり
ます。 
※視聴期間は日本時間で設定されています。 



プログラム内容 

調達管理の基本 
・調達に求められる役割とその業務領域 ・調達品質管理の基本 ・調達納期管理の基本 
・在庫管理の基本 ・在庫削減の基本 ・調達期間短縮の基本 

コストリダクション     
マネジメント 

・調達コストリダクション（コストダウン）の基本  
・調達コストリダクションの基本ステップ 

コスト分析 ・査定とは？ ・原価明細見積りの考え方と書式 ・類似品査定 ・合見積比較 ・現場査定 

交渉技術 ・調達交渉のはたらき ・調達交渉準備の基本 ・本格交渉の基本 

CSR/ 
リスクマネジメント 

・CSRと調達 ・調達リスクとリスクマネジメントの基本  
・倫理的リスク、法的リスク ・契約の基本 

サプライヤー 
マネジメント 

・サプライヤー管理とは？ ・サプライヤーマネジメントの全体像 ・新規サプライヤー探索のポイント 
・サプライヤー集約のポイント ・サプライヤー強化のポイント 

サプライヤー評価 
・サプライヤー評価の仕組み ・財務諸表の作られ方・読み方（※日本語版のみ） 
・財務分析の基本（※日本語版のみ） 

改善手法1：VE ・VE(Value Engineering) 概論 ・VEの推進手順1 ・VEの推進手順2 

改善手法2：IE 
・IE(Industrial Engineering)概論 ・現状分析（工程分析、稼働分析、作業分析、ライン作業分析、連合作業分
析） 

改善手法3：QC ・QC(Quality Control)と問題解決手法 ・問題解決の進め方1 ・問題解決の進め方2 

コスト査定演習 ・コスト査定演習 

カテゴリー戦略 ・カテゴリー戦略とは ・カテゴリー戦略立案の手順とポイント 

改善手法4：VR ・VR(Variety Reduction)の基本 ・VRの5つのコンセプト 

原価企画/開発購買 ・原価企画とは ・原価企画のポイント ・開発購買とは ・開発購買のポイント 

調達ベーシックオンラインコース 
購買・調達の必須知識を４か国語（日本語、英語、中国語、タイ語）で学べます。共通の教材を使用することに
より、知識の平準化や現地スタッフのスキルアップにも利用できます。日本語版は理解度テスト付き、視聴期間
中何度でも受験可能です。テスト結果を振り返ることが出来るので、学習内容を十分に理解できます。 

1/ID 39,800円（税別）法人申込で複数ID申込みいただく場合、2ID目以降10,000円/ID(税別)（99IDまで） 
日本語・英語（理解度テストつき）＋タイ語・中国語（理解度テストなし） 
※理解度テストは、日本語のみ。≪配信期間：6ヶ月＋おまけ1ヶ月≫  

受講料 

【配信時間：約23時間】 
日本語版・理解度テストつき（全16章）約12時間 
英 語版・理解度テストつき（全16章）約12時間 
タイ語版・理解度テストなし（全14章）約12時間 
中国語版・理解度テストなし（全14章）約12時間 
 
調達ベーシックオンラインコースは、調達・購買・資材部門の必
須知識を体系的・網羅的に学ぶ事ができる、基礎教育プログラム
です。 
購買・調達を学ぶ場は限定的で、現場での実体験を通じ、専門性
を高めるケースも少なくないため、購買・調達を体系的・網羅的
に学べるコースについて多くのご要望をいただいていました。 
全メンバーで共通言語、共有知識をもって対話するためにお役立
ていただきたく、管理者機能つきと理解度テストつきのオンライ
ンのビデオ講座にしました。 
配信期間内はくり返し視聴ができ、視聴途中の続きから視聴でき
るため、すきま時間を使った学習が可能です。 
 
■以下の方には特にお勧めです。 
購買・調達部門に新規配属された方 
新任バイヤーの教育担当（OJTリーダー）の方 
購買・調達の実務知識の基礎を学びたい方 
購買・調達の社内インストラクターの方 
生産本部、生産管理のご担当スタッフの方 
工場長、製造統括のご担当の方 
 
■プログラムの特徴 
購買・調達部門に必要な知識を体系的に習得できます。 
1講座あたりの視聴時間は15分から30分程度で、無理なく受講で
きます。 
1IDで日本語（理解度テストつき）の他に英語・タイ語・中国語
（理解度テストなし）の 
いずれも受講できます。 
多言語で現地スタッフのスキルアップに利用できます 
 
 

■こんな課題・状況に対応します 
・研修に参加するスケジュールの確保が難しい 
・会場手配などの準備がむずかしい（パソコン／スマホ／タブレッ
トがあれば受講が可能です） 
・経験、スキルがまちまちで、社内で集合研修が難しい 
・社内スキルの標準化を図りたい 
・海外スタッフのレベルアップを図りたい 
調達ベーシックオンラインコースをより有効に学習するための機能 
①管理者機能 
「社内全体のスキルアップのために購入したが、誰がどこまで受講
したのか把握できない」などのご要望に応え管理者機能を実装いた
しました。 
法人申込みの場合、管理者（教育ご担当者）用IDを1ID発行いたし
ます。 
管理者（教育ご担当者）は、全受講者の学習状況の進捗を確認でき
ます。 
管理者機能を確認することで、学習状況の見える化が可能になり、 
受講生の学習をサポートすることも可能となります。 
②理解度テスト（日本語版）の導入 
「調達ベーシックオンラインコース理解度テスト（日本語版）」は、
視聴期間中なら何度でも受講可能です。 
結果も振り返ることが出来るので、学習内容を十分に理解しながら
学習できます。 
※理解度テストは「調達ベーシックオンラインコース（日本語
版）」のみ対応しております。 
 
■テキストについて 
オンラインセミナーで使用している資料は、テキストとしてダウン
ロードいただけます。 
 
■本コースの視聴期間 
申込日から6ヵ月間＋おまけ1ヶ月（合計7ヶ月） 
例：2019年1月1日申込の場合 視聴期間は2019年8月1日までとなり
ます。 
※視聴期間は日本時間で設定されています。 
 



開発・設計コース 

プログラム内容 

品質データを活用して開発設計プ
ロセスを革新する 
 

第1回：品質データを分析することと振り返り分析 
第2回：フロントローディングとは 
第3回：課題抽出とリスクマネジメント 
第4回：開発計画書を革新する 
第5回：V字アプローチとコンカレントエンジニアリング 

開発設計部門のためのナレッジ・
マネジメントとロジカル・シンキ
ング 

第1回：ナレッジ・マネジメントとは 
第2回：身近にあるナレッジを整理する 
第3回：ナレッジを使えるようにするには。ロジカル・シンキング
の活用 
第4回：ナレッジ・マネジメント・ツールの活用 
第5回：ナレッジ・マネジメントを業務プロセスに織り込む 

開発設計者のためのコストダウン
の進め方 

第1回：開発設計者のための４つのコストダウン・アプローチ 
第2回： 商品・技術ロードマップとプラットフォーム戦略 
第3回：開発設計着手時のフロントローディング・アプローチ 
第4回：試作品に対するVE/VAアプローチ 
第5回： 発売後の製品に対するVE/VAアプローチ 

受講料 1/ID 19,800円（税別） 
法人申込で複数ID申込みいただく場合、2ID目以降10,000円/ID(税別)（99IDまで） 
≪配信期間：6ヶ月＋おまけ1ヶ月≫  
 

【配信時間：約2時間15分】 
 
「開発設計のプロセス革新」とは、開発・設計プロジェクトにお
いて 
 
1.各工程で問題・トラブルを出さない 
2.問題・トラブルをできるだけ早く見つける 
ために、 
品質トラブルを「未然防止」、「流出防止」、「再発防止」する
こと、また、同じ失敗を繰り返さないこと、そして、次のプロ
ジェクトに活かすことです。 
 
過去の類似プロジェクトのノウハウを最大限に活用するという視
点から具体的に解説します。 
 
開発・設計プロジェクトにおいて完全に新規なものというのはほ
とんどありません。 
したがって、「過去の類似プロジェクトのノウハウ」を最大限に
活用するための基礎知識とコツを学ぶことは、大変有効です。 
 
ぜひ、本講座をもとに品質データを活用して、開発設計のプロセ
ス革新に挑戦してみて下さい。 
 
■以下の方に特におすすめです。 
商品開発・技術開発・開発設計技術者の方 
改善プロジェクトを担当される方 
生産技術者・製造技術者の方 
将来、開発設計部門の管理者になられる方 
社内インストラクター・講師の方 
 
 
 

■こんな課題・状況に対応します 
・研修に参加するスケジュールの確保が難しい 
・会場手配などの準備がむずかしい（パソコン／スマホ／タブレッ
トがあれば受講が可能です） 
・経験、スキルがまちまちで、社内で集合研修が難しい 
・社内スキルの標準化を図りたい 
 
■管理者機能 
「社内全体のスキルアップのために購入したが、誰がどこまで 
受講したのか把握できない」 
などのご要望に応え管理者機能を実装いたしました。 
 
法人申込みの場合、管理者（教育ご担当者）用IDを1ID発行いたし
ます。 
管理者（教育ご担当者）は、全受講者の学習状況の進捗を確認でき
ます。 
 
管理者機能で確認することで、学習状況の見える化が可能になり、 
受講生の学習をサポートすることも可能となります。 
 
■テキストについて 
オンラインセミナーで使用している資料は、テキストとしてダウン
ロードいただけます。 
 
■本コースの視聴期間 
申込日から6ヵ月間＋おまけ1ヶ月（合計7ヶ月） 
例：2019年1月1日申込の場合 視聴期間は2019年8月1日までとなり
ます。 
※視聴期間は日本時間で設定されています。 
 



ものづくりヒューマンスキルコース 

プログラム内容 

1.管理職のためのモチベーション・マネジメントの視点 

1-1.モチベーション・マネジメントの視点 
1-2.無気力 
1-3.外発的動機付け 内発的動機付け 
1-4.エンゲージメント 

2.効果的なリーダーシップのためのティーチングとコーチング 
2-1.スキルとモチベーションに合わせた対人対応の必要性 
2-2.ティーチングとコーチングを職場で実践する 

3.コーチングの基本 
3-1. コーチングの基本視点および進め方とテクニック 
3-2.コーチングのためのGROWモデル 

4.ティーチングの基本 4-1.ティーチングの基本視点及び進め方とテクニック 

5.チームビルディングの必要性と視点 
 

5-1.チームビルディングとは 
5-2.タックマン・モデル 

6.チームにおけるコミュニケーション 

6-1.コミュニケーションの基本モデル 
6-2.自己対話・状態管理力を高める 
6-3.メンバーの反応を観察する 
6-4.メンバー間の信頼関係を構築する 
6-5.成果を引き出す質問力を磨く 

受講料 1/ID 29,800円（税別） 
法人申込で複数ID申込みいただく場合、2ID目以降10,000円/ID(税別)（99IDまで） 
≪配信期間：6ヶ月＋おまけ1ヶ月≫  

【配信時間：約3時間43分】 
 
チームやグループ、部門間での良好な人間関係を構築・維持する
能力や技術のことを 
ヒューマンスキルと呼びます。 
 
組織的なものづくり活動において、協力関係を有効に活かすため
には、職位や職能にかかわらず、すべてのメンバーが、ヒューマ
ンスキルに関しての知識や意識を共有していることは非常に効果
的です。 
 
また、コンセプチャルスキルやテクニカルスキルを有した、リー
ダーシップのある有能な方であるほど、ヒューマンスキルの有効
性が発揮されるでしょう。 
 
 
■こんな課題・状況に対応します 
・研修に参加するスケジュールの確保が難しい 
・会場手配などの準備がむずかしい（パソコン／スマホ／タブ
レットがあれば受講が可能です） 
・経験、スキルがまちまちで、社内で集合研修が難しい 
・社内スキルの標準化を図りたい 
 

■管理者機能 
「社内全体のスキルアップのために購入したが、誰がどこまで 
受講したのか把握できない」 
などのご要望に応え管理者機能を実装いたしました。 
 
法人申込みの場合、管理者（教育ご担当者）用IDを1ID発行いたし
ます。 
管理者（教育ご担当者）は、全受講者の学習状況の進捗を確認でき
ます。 
 
管理者機能で確認することで、学習状況の見える化が可能になり、 
受講生の学習をサポートすることも可能となります。 
 
■テキストについて 
オンラインセミナーで使用している資料は、テキストとしてダウン
ロードいただけます。 
 
■本コースの視聴期間 
視聴期間 申込日から6ヵ月間 
例：2019年1月1日申込の場合 視聴期間は2019年7月1日までとなり
ます。 
※視聴期間は日本時間で設定されています。 


