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はじめに 
 

企業を加速度的に成長させるマニュアル PDCA 
 

本冊子では 

 マニュアルでどのように会社が成長するのか 

 実例をもとにしたマニュアル PDCA の秘訣 

 マニュアルの作成方法だけでなく、結果につながるマニュアルの運用方法 

など、いかに短期間で「成長基盤」を作るか？その方法をお伝えしていきます。 
 
 
 
 

社名の由来 
１.４２から２.１へ 

代表中⼭の前職が⽣命保険会社の営業職で、当時多くのご家庭と交流し 
「職場にとどまるために子供をあきらめざるをえない」「妊娠すると上司に退職を迫られる」 
また「共働きだが経済的に子供を作るのは厳しい」という厳しい現実を目の当たりにした。 
 
・⼥性が安⼼して出産育児ができるような環境を提供したい 
・社会に根深い問題を解決するような事業を作り、経済に貢献したい 

 
この想いから創業を決意。日本の出⽣率が 2.07（創業当時：1.42）を越えることができれば、 
少子化が解消できると知り、社名を 2.1と命名。 
多様性のある組織づくりと、社会性の高い事業を展開する会社として日々邁進中。 

 

株式会社 2.1 

https://rikyu.biz/
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マニュアルによって会社が成長する理由 

STEP1は、「マニュアルによって会社が成長する理由」です。本冊子では、「マニュアル」と「会社
の成長」がどうつながるのかマニュアルの本質についてお伝えします。 

まずお伝えすることは、マニュアルの全体像です。「木を見て、森を見ず」の例えではないですが、
初めから細かい点を学ぶよりも、先に全体像を理解する方が効率的に学ぶことができます。まずは、
全体像を把握した上で、個々のステップに進んでいきましょう。理解が深まり、実行に移せる可能
性が高まります。本ステップはオリエンテーション的な位置づけで、会社を加速度的に成長させる
マニュアルの『全体像』をご理解いただきます。全体像が分かれば、理解がより深まります。 

マニュアルが組織のマネジメントに活かされるまでには、大きく 3つのフェーズが必要です。 
 

【マニュアルを活用する 3つのフェーズ】 

 
 

 フェーズ 1：業務を可視化する 
業務を可視化する過程では、その業務のハイパフォーマーと言われる、いわゆるデキる社員から『彼
らのやり方』を徹底的にヒアリングします。この時点で、得られる未来は、下記の通りです。 
 
【業務の可視化で得られる未来】 

 

本冊子では、浮き彫りになった現場のナレッジをどうしたら成果のあがるマニュアルに仕上げられ
るのかのポイントをお伝えします。  

仕組化 
（体制構築） 

習慣化 
（ナレッジマネジメント） 

可視化 
（マニュアル制作） 

マニュアルによって会社が成長する理由 
～マニュアルの真価を知らないなんてもったいない！～ 

https://rikyu.biz/
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 フェーズ 2：運用を仕組化する 
運用というのは、出来上がったマニュアルに関わる社員全員がマニュアルをバイブルとして常に使
っている状態です。このフェーズを経ると、下記のような効果が表れます。 
 
【マニュアル運用の仕組化で得られる効果】 

 

それでも、多くの企業がマニュアルを運用できていない現実を考えると、『仕組化』フェーズは、マ
ニュアル整備の中でも非常に困難です。ここでは、運用を仕組化する際に必ず抑えねばならないポ
イントをお伝えします。 
 
 

 フェーズ 3：更新を習慣化する 
マニュアルの進化が企業の成長を促すというのは、マニュアルの更新があってこそ。 

マニュアルが更新されることで、「社員の業務への取り組み姿勢が向上する」「現場のナレッジを吸
い上げる仕組みができる」「業務上のトラブルの検証や対策がスピードアップする」「ほかの業務に
も派⽣する」そしてなにより、社内の雰囲気が明らかに良くなります。 

本冊子では、可視化→仕組化→習慣化のサイクルをいかに回していくか、すなわち、マニュアル
PDCA についてポイントをお伝えします。可能な限りわかりやすくお伝えしていきますので最後ま
でお付き合いください。 

そうはいっても、「なんだか大変だなぁ」と思われたかもしれませんね。しかし、マニュアル PDCA
の仕組みを構築してしまうとバラ色の世界が待っています。 

 

  

 

マニュアルを組織のマネジメントに活かす 3 つのフェーズ 

1．可視化  2．仕組化  3．習慣化 

https://rikyu.biz/
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マニュアル PDCA を構築する一番のメリットは、業務における
様々なコストが大幅に削減され、さらに社員の質がボトムアッ
プされ、業績アップする点です。マニュアル PDCA を構築すれ
ば、既存社員であれば、自社の業務の「基本」を常に確認できま
す。新入社員であれば、いつでも自主的に業務を学べます。つま
り、急遽誰かが会社から抜けても、その穴埋めを誰もができる環
境が整いますし、入ってきた新人が、先輩に手取り足取り教えら
れなくても現場に出られるようになります。もっともっと会社
が成長していくための成長基盤が、マニュアル PDCA によって
出来上がるわけです。 

また、マニュアル PDCAの 3つのフェーズ【可視化→仕組化→習慣化】は、各フェーズに取り組む
時点で、多くの気づきが社員にもたらされます。たとえば、『可視化』フェーズは、現場を離れた経
営陣が事業自体を見直す機会にもなります。つまり、マニュアルを作成するテーマを選定しながら、
「本当に現場が困っているのはどこなのか」を検討するだけでなく、自社の強みとはなにか、“この
業務は実は要らないのでは” “このナレッジは、別の事業にも使えるのでは” “この社員は別の部署
の方が活きるのではないか”といった選別もできるわけです。 
現場のノウハウ、ナレッジだけでなく、組織そのものを可視化するキッカケとなるわけです。社員
個々の働きぶりに至るまで鮮明になれば、適材適所の人事が可能となりますし、業績がさらに向上
します。マニュアル PDCA が売上の数字に直結するとは申し上げませんが、法律改正などの特需や
ラッキーがなくても、業績は安定的に向上し、また、災害や不景気があったとしても、業績の振れ幅
は小さくなります。 

また『習慣化』フェーズでは、これまでは不満や愚痴でしか無かった社員個々の業務への思いが、
マニュアルを更新する機会を設けることで、不満や愚痴が『提案』として⽣まれ変わります。さら
に、『マニュアルを更新する＝自分を認めてもらえる機会』となるからこそ、もっと今の仕事を良
くできないかと自分の業務に対して社員が思考するようになります。 

そうなったらどうでしょうか。社員が悩み苦しみ、⼼の病になることもありませんよね。 

マニュアル PDCA を構築すれば、このようにあなたの会社が全て効率的に回るようになります。確
立した業務ナレッジと社員が自主的に思考し行動する企業文化を持った『組織』が出来あがります。 

いかがですか？マニュアルが、この本冊子を読む前よりも、もっともっと使えるものとお感じにな
りませんか？ 

  

 

マニュアル PDCAが組織を進化させる。 

https://rikyu.biz/
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気づき・メモ欄 
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マニュアルに対する疑問を解消する 

前のステップでは、全体像をお話しました。3 つのフェーズをクリアしていくことで、貴社も必ず
「マニュアル PDCA」を手に入れることができます。 

また、マニュアル PDCA の仕組みがある会社は、飛躍的に業務効率があがっていきます。例えば、
これまで営業社員の初期教育をマニュアルで行うことで、入社から初売上までの期間が 3 か月から
1か月に短縮されます。 

つまり、OJTとは違い、マニュアルによる初期教育は、教える側にとって、『教えるべき内容とそれ
に要する時間』が明確であり、教わる側にとって、『教わる内容が体系的で、かつ、テキストという
見える形で学べるため理解しやすく、質の高い初期教育を短期間で』できるようになります。 

また、先輩社員が、後輩社員の育成に時間を取られなくなるため、通常の業務に集中できるように
なり、新人が入ってくる時期でも普段どおり結果を出します。 

是非とも「マニュアル PDCAの仕組み」を手に入れてください。 

 

 

 

 

 
  

マニュアルに対する疑問を解消する 
～2.1には様々な企業のマニュアルへの疑問が集まります～ 

 
 

【After：3つのフェーズをクリアする！】 

【Before：業務改善はいきなりできない！】 

https://rikyu.biz/
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さて、本ステップのテーマは「マニュアルに対する疑問を解消する」です。 

マニュアル PDCAの 3つのフェーズ『可視化→仕組化→習慣化』に入る前の準備段階です。 
ここでは、マニュアルそのものに対して、よくある質問や疑問、意見を例に、マニュアルへの本質的
な理解を深めていただきます。少々回りくどいかもしれませんが、一般的に、マニュアルへの先入
観（当社からすると、誤解や偏見）は概ね、「ネガティブ」です。 

そのため、業務を可視化するステップをお伝えする前に、マニュアルへの先入観（といいますか誤
解）を解消していただくことが、次ステップ以降の理解を深めると考えています。 

本ステップは多くの Q＆Aの中から特に多い 3つの「誤解」を挙げました。 

① マニュアル依存症、マニュアル人間 

② ホスピタリティ←→マニュアル 

③ マニュアル＝マル秘テクニック集 

どうぞ最後までご覧くださいませ。 

 

 ① マニュアル依存症、マニュアル人間 
「マニュアルの通りにしか仕事ができない人」 
「自分で考えて行動しない人」 
「指示待ち人間」 

というような意味で「マニュアル」という言葉が使われています。 
 
【よくある誤解】 

 

しかし、この言葉は本当に実情を表しているのでしょうか。社員がマニュアルの通りに仕事をして
くれたら、経営は安定すると私は思いますが、みなさまいかがでしょうか。 
これは、その社員の能力が低いのではなく、「存在するマニュアルのレベルが低い」のだと思います。
いま何をしたらいいのか、業務への理解が浅いために、社員が行動に移せず、結果、自分の力を発揮
できていないのだと思います。  

× 

https://rikyu.biz/
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また、1個教えたら 10個学びを得るような優秀な人材は人材全体の数パーセントですよね。そもそ
も、優秀な人材が、敢えて中小企業を選ぶということはあまりありません。仮にそのような優秀な
人が入社しても、新たなチャレンジの場所を求めて短期間で会社を飛び出すことも多いのです。 
その人の力量に大きく依存する組織では業績が安定しません。会社が安定的な成長を目指すのであ
れば、普通の人に普通以上の働きをしてもらうほうが現実的です。この、普通の人が普通以上の働
きをしてもらうのに大きな効果をもたらすのが、マニュアルなのです。 

 
【マニュアルの効果】 

 

 ② ホスピタリティ←→マニュアル 
⼼のこもった おもてなし、とその精神をホスピタリティと表現されます。このホスピタリティは、
「気持ちと経験から⽣まれるもので、マニュアルを読んでいるうちはダメ」なんて言葉を耳にしま
す。接客の気持ちや経験…。それらを最初から持ち合わせている人材が果たしているのでしょうか？ 

そしてここでも、既存のマニュアルの質に問題があると思えてなりません。そのマニュアルにある
一つ一つの作業手順が顧客目線で書かれていたら…。目的や理念に沿った内容になっていたら…。 
ホスピタリティサービスで有名な企業、例えば高級ホテルを運営するザ・リッツ・カールトンやデ
ィズニーランドを運営するオリエンタルランド、もしくは私も在籍していたプルデンシャル⽣命は、
一人の社員に数十から数百冊のマニュアルを準備しています。全ての業務を可視化している（マニ
ュアルを作っている）、まさにマニュアル人間の集まりみたいな会社ばかりなのです。 

また、業務遂行に必要なスキルの 8 割は基礎基本であり、センスや経験はほんの 2 割と言われてい
ます。マニュアルは基礎固めに効果を発揮する最高のツールです。マニュアルがホスピタリティを
⽣むのです。 
 

 ③ マニュアル＝マル秘テクニック集 
世の中には、「災害対策マニュアル」「売れる営業マニュアル」「恋愛マニュアル」というような様々
な本にマニュアルという言葉が付けられています。 

たとえば、私が名刺交換した相手からよくある質問に、「営業ノウハウが詰まった本を販売している
んですか？」と言われることがあります。  

◎ 

https://rikyu.biz/
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マニュアル＝ノウハウ本 

マニュアルにこういう解釈があるのも現実ですが、企業の業務マニュアルにおいては、意味が異な
ります。本屋に並ぶノウハウ本や、コンサルタントが提供する「営業のセオリー」のような、どの業
種にも当てはまる最大公約数的なノウハウが、貴社の業務にも通用するとは限りません。そもそも、
今までと異なるノウハウ（やり方）をある日突然、押し付けられても社員はついてきません。 

企業のマニュアルというのは、自社で培った「やり方」の中で、最も結果のあがっている「やり方」
を可視化した物であり、1ページとして、他社と同じ内容は無い、どこにも売ってない、貴社オリジ
ナルの物なのです。 

マニュアルという存在の捉え方は人それぞれですが、まずは、マニュアルを整備する側の皆様にマ
ニュアルの真の存在価値をご理解いただくことが、貴社の社員から必要とされるマニュアル PDCA
の仕組みを構築できる近道です。 

【課題に対してマニュアルができること】 

貴社が期待すること マニュアルができること 

業務効率を上げたい マニュアル PDCA による業務改善、効率化の仕組みができ
ます 

新人の立ち上がりを早めたい 新人の立ち上がりまでにかかる時間を 3 か月から 1 か月に
短縮できます 

経営を安定させたい 社員がマニュアル通りに仕事することで、経営の安定に 
寄与できます 

社員個人の力量に依存せずに、業
績を安定的に伸ばし続けたい 

マニュアルのもと、普通の社員に普通以上の働きをしてもら
うことで、業績を伸ばし続けることに寄与できます 

社員にホスピタリティを持ってほ
しい 

マニュアルで基礎を固めることによって、ホスピタリティを
もたらします 

 

 

 

 

 

 

  

 

マニュアルの定義と価値を正しく理解する。 
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成果をあげるマニュアルの条件 

前のステップでは、PDCA 云々の前に、マニュアルそのものへの一般的な誤解を解説し、マニュア
ルの正しい在り方についてお伝えいたしました。マニュアルで企業の成長が加速します。 

今後お伝えすることには、マニュアル制作業者や他のコンサルタントが言っていない、実践してき
たからこそ作り上げることが出来た組織のマネジメントを変えるマニュアル PDCA のノウハウを解
説していきます。 

是非とも、こちらの冊子でお伝えすることを着実に実行していただき、貴社だけの『マニュアル』を
手に入れてください。 

さて、本ステップのテーマは、「成果をあげるマニュアルの条件」です。いよいよ、可視化（マニュ
アル作成）についてお伝えします。 

先に申し上げておきますが、当社 2.1 の可視化理論は、当社が 2014 年の創業から積み上げてきた
500社（2020年現在）にわたるマニュアル制作実績に加え、当社代表中⼭（私）のキャリア、特に、
リクルートとプルデンシャル⽣命で、実際に運用されていたマニュアル PDCA のノウハウを融合し
たものです。 

当社 2.1 は、組織におけるマニュアルの本当の役割と、大企業で運用されているマニュアル PDCA
の技術を発信し、マニュアルの在り方を変革する旗手として、可視化をはじめとした技術開発に勤
しんでいきます。 

本ステップは当社の可視化理論から、「成果があがるマニュアルの条件」を惜しみなくお伝えします。
この条件を押さえれば、社員にたくさんのマーカーが引かれるマニュアルが出来上がります。結果
的に、朝の挨拶から社員の態度に変化が見られることでしょう。 
 
【マニュアルによっておこる組織の変化】 

  

成果をあげるマニュアルの条件 
～成果があがらないのは理由がある！～ 
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さて、マニュアルの成果とはそもそも何でしょうか。もちろん、企業が時間をかけてやることです
から、会社の信頼性が高まり、顧客の満足度が高まることに他なりません。 
では、そんな成果を⽣み出す源泉とは、つまり、作成されたマニュアルを使用するのは誰なのでし
ょうか。もちろん、貴社の社員ですよね。お客様への態度や、業務への姿勢など、貴社の社員の行動
そのものが、マニュアルの成果の源泉となります。 

どんなにすごいノウハウが詰まった秀逸なマニュアルを作ったとしてもそれを使った社員の行動が
変わらなければマニュアル PDCAの成果は「無し」なのです。「社員が使いやすいこと」これが成果
をあげるマニュアルの基本条件となります。 

では、使いやすいとは何か、考えてみてください。 

 カラフルで華やか 

 字はなるべく大きくする 

 漫画を使う 

 上質な紙に出力する 

色々なアプローチでマニュアルは作られていると思いますが、私がこれまで企業のマニュアル制作
を担当してきた経験上、マニュアルにおける見た目、デザインへのこだわりは、マニュアル作成直
後に社員の目を引くものの、マニュアルをずっと使わせる、つまり、「組織にマニュアルを定着させ
る要因にはなり得ない」というのが結論です。俗に言う、美人は三日で飽きるというわけですね。 

では改めて、当社がこれまで企業のマニュアルをただ制作するだけではなく、マニュアルを組織に
定着させ、そして更新するまでを担当してきた実績から導いた『マニュアルの使いやすさ』とは何
かというと、それは記載されている内容を『習得しやすいこと、教えやすいこと、探しやすいこと』
であり、これこそが、社員が毎日のように手に取るマニュアルの条件なのです。 
 
【使いやすいマニュアルとは】 

  

https://rikyu.biz/
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実際にマニュアル PDCAで V字回復を図ったと公言している良品計画（無印良品）の著書にもそう
記されていますね。加速度的に企業の成長を促すために、必要なマニュアルの条件として、マニュ
アルを更新しやすいことも付け加えておきましょう。 

企業の成長を加速させる、成果のあがるマニュアルの条件とは、記載されている内容をまとめると、

 習得しやすいこと 

 教えやすいこと 

 探しやすいこと 

 更新しやすいこと 

となります。 

この条件を絶対に外さないでください。 

この条件から逸れず、この条件を兼ね揃えたマニュアル
なら、『早期に社員に定着し、業務効率が増し、業務改善
が起こり、業績が向上する』という業務改善スパイラルを
作り出します。 
 
 

以上、今回はマニュアルの絶対条件をお伝えしました。 

暗黙知を形式知化する、つまり、何か物を作る時、ついつい、見た目やデザインに拘りがちです。 
可視化（マニュアル作成）においてはそれが落とし穴です。 

成果、結果を出すためにまずは、今回の内容をしっかりと押さえて、マニュアルを仕上げてくださ
いね。 
 
 
 
 

  

 

マニュアルは使い方をイメージして作成する。 

https://rikyu.biz/
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可視化（マニュアル作成）のポイント 

前のステップでは、成果のあがるマニュアルの絶対条件についてお伝えいたしました。 

マニュアル PDCAの 3つのフェーズ『可視化』→『仕組化』→『習慣化』を一つ一つクリアしてい
くためには、いかに『習慣化』を意識して『可視化』に取り掛かるかが非常に重要です。その意識と
いうのが、前ステップの『条件』となります。 
成果のあがるマニュアルの条件を改めて確認いただき、是非とも、業務の可視化（マニュアル作成）
に臨んでください。 

さて、本ステップのテーマは、「可視化（マニュアル作成）のポイント～使いやすさの追求～」です。 

ここでは、業務を実際に可視化する際に押さえておかねばならない、いくつかのポイントを説明し
ます。ただ、その前に、やはり大切なのは『可視化』のコンセプトです。 

成果のあがるマニュアルの絶対条件は『社員が使いやすいこと』。 
そしてそれは、記載されている内容が 

 習得しやすいこと 

 教えやすいこと 

 探しやすいこと 

です。 

言葉にすれば簡単な内容ですが、これら条件
から外れたマニュアルは「本棚の飾り」とな
り、可視化に費やした時間や金といったコス
トを無駄にすることになります。 

せっかく可視化するなら、 

 教育の質が変わり 

 社員の雰囲気が変わり 

 業務改善が起こり 

そして、 

・業績が上がっていく 

そんなマニュアルを作りましょう！ 

可視化（マニュアル作成）のポイント 
～使いやすさの追求～ 

 

1 社員が使いやすいマニュアルって？ 

・習得しやすいこと 

・教えやすいこと 

・探しやすいこと 

2 マニュアルを使うとどうなるの？ 

・教育の質が変わり 

・社員の雰囲気が変わり 

・業務改善がおこり 

3 どんな効果が起きるの？ 

・業績 UP 
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さて、社員が日常的に使うマニュアルにするためのマニュアルを構成する要素はズバリ 3つです。 

① 目的（姿勢と方向性） 

② 行動（手順と詳細） 

③ 結果（期限と状態） 

多くの企業のマニュアルを拝見しますが、この 3 つで構成されたマニュアルを当社は見たことがあ
りません。 

一方で、この 3 つをマニュアルに記載することこそ、マニュアル利用の定着すなわち、社員がマニ
ュアルを使いたくなる状況をつくる第一歩です。 

それでは一つ一つ説明します。 
 

 ① 目的 
「何のために」 「誰のために」 「なぜ」 

目的が明確であれば、記載された内容の理解を助け、作業が横道に逸れることを防ぎます。また記
載された業務の覚えが早くなりますので、社員の業務習得が早くなります。 

マニュアル利用者に、この業務を遂行する理由（目的）を明確に記載します。 

【記載例】某料亭の「トイレ清掃」の目的  

お客様に気持ちよく利用いただくためにトイレをキレイに保ちます 
 

 ② 行動 
現時点で最も良い作業手順を記載します。 

最も良いというのは、現場からのヒアリングから得られた最良で最新のやり方です。 
このやり方（ノウハウ）を記載する際に注意していただきたいのは具体的かどうかです。 

マニュアル利用者の誰もが、同じクオリティで目的に到達できるように記載してください。 

理解を深める記載のコツをいくつかあげておきます。 

 作業を大小の項目に分ける 
大項目：ステップ 
少項目：手順① ② ③ 

 一手順に一作業を書く 

 制限抑制する言葉を使わない 
「○○禁止」「▲はしないこと」  

ここがポイント！ 

https://rikyu.biz/
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【記載例】某料亭の「トイレ清掃」の手順  
 

 

【ステップ 1】便器を掃除する 

① 各店決められた場所から、便器用ブラシ、便器用タオル、トイレ用洗剤を用意します。 

② 便器の蓋を開け、トイレ用洗剤を便器内に 3プッシュします。 

③ 便器用ブラシで便器内をこすり、汚れを取ります。 
（以下略） 

【ステップ 2】汚物入れを確認する 

① （以下略） 

【ステップ 3】手洗いをする 

① 流水で手を濡らします。 

② 手洗い用洗剤を手に取り、3回泡立てて指先や指の間、手首、肘まで 5回こすり洗いします。 
注意）爪ブラシを使い、爪の間も洗います。 

③ 流水ですすぎます。 

④ ペーパータオルで水気をよく取ります。 

⑤ アルコール除菌液を手に噴霧し、指先までむらなく擦り込みます。 

⑥ 自然乾燥します。 
注意）タオルで拭かないこと。除菌力が落ちてしまうため。 

 

 ③ 結果 
その作業の目標「期限（期日や所要時間）」「状態（期限時のあるべき姿）」を明確に記載します。 

＜期限＞ その業務を行う、『時間、回数、頻度』を明確に記載します。 

数値目標を定めることは、業務クオリティの均一化、そして、達成感の創出に必要な記載要素です。 

さらに、数値が明確になれば、トレーニングの目標や評価の基準にすることもできるため、 
『指導のしやすさ』もしくは『評価のしやすさ』につながります。 

【記載例】某料亭の「トイレ清掃」の結果（期限）  

 所要時間：15分 
  

https://rikyu.biz/
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＜状態＞ 目的を達成するにはどのクオリティが求められるのかという目標が必要です。 

この目標をクリアすれば『この業務を習得できた、この業務が完了した』ということがわかり、 
社員の業務クオリティを均一にすることができます。そして、社員には達成感が⽣まれます。 

【記載例】某料亭の「トイレ清掃」の結果（状態）  

 決められた道具を使用し、誰もが使いたくなる清潔なトイレになった。 
 
 

以上、今回は可視化（マニュアル作成）のポイントをお伝えしました。 

これで、社員が使いたくなるマニュアルを作ることができます。使いたくなるための要素が無けれ
ば、その後、経営者がどんなに「このマニュアルを使いなさい」と社員に命令したとしても、長続き
はしません。 

社員が自主的に使いたくなる内容でマニュアルが作成されることが、マニュアル PDCA のサイクル
『可視化』 → 『仕組化』 → 『習慣化』を回すスタートラインであり、非常に重要です。 
是非とも、マニュアルを使う社員のことを意識して業務を可視化してくださいね。 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

再現性を意識して作成する。 

気づき・メモ欄 
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仕組化（体制構築）のポイント 

前回は、業務の可視化術、すなわち実際のマニュアルの作り方書き方をお伝えしましたが、書くこ
とはできましたか？ 
もしかして、『書くことが億劫で、目の前の業務に手がいっぱいで、あまり進んでいない……』か
もしれませんね。もし今、ご自身で新たに書くことが難しいならば、「書きかけのマニュアル」 
「一度作ったが使われていないマニュアル」でもいいです。手を付けてみましょう。 

また、文章がうまい、周りの人に書いてもらうことでも OK です。とにかくまずは、初版が完成す
ればいいので、自分で書けなければ、人に頼んででも完成させてください。初版が書ければ、「マ
ニュアル PDCA」構築の一つ目の⼭はクリアしたことになります。 

以前もお話しましたが、「マニュアル PDCA」が構築できれば、マニュアルは進化し、企業は成長
します。極論、自分で働かなくても、社員に「マニュアル読んでおいて！」と指示するだけで、売
上をあげることが出来るようになります。引き続き、マニュアル PDCAによって業務改善がおこる
仕組みを惜しみなくお伝えしますので、是非とも、本冊子通りやってみてださいね。 

さて、本ステップのテーマは、「仕組化（体制構築）のポイント～作ってからが勝負！～」です。 

企業でマニュアルの整備が進んでいない状況は 

 可視化するためだけに優秀な社員をまわせない 

 業績の都合で可視化プロジェクト自体が頓挫する 

など、『可視化』の段階でつまずいているケースをよく耳にします。 

マニュアルという形にすらなってないわけです。でも、貴社は違います。前回までの内容を実行し
た貴社は、多くの企業が越えられない関門をあっさりパスします。ただ、その先にもう一つの関門
があるんです。 

『せっかくマニュアルを作ったのに、社員が使ってくれない』 

実は、マニュアル PDCAにおける最大の難関は、『仕組化』『習慣化』なのです。組織として当たり
前にマニュアルを活用されなければ、どんなに秀逸なマニュアルを作成できたとしても、残念なが
ら意味はありません。 

 

 
マニュアル PDCAの構築は『仕組化』『習慣化』が重要 

仕組化（体制構築）のポイント 
～作っただけではマニュアル整備とは言わない～ 
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今回はこの難関のひとつ『仕組化』術についてお伝えします。 

仕組化のはじめの一歩は『全社員への周知』です。貴社の基準として、貴社のルールとして、そし
て、貴社の社員としての規範としてマニュアルを整備する意味を社員に理解してもらいます。 

この周知は、係長でも課長でも部長でもなく、『経営者』が行うと効果的です。そして、経営者か
らの説明は幹部社員にだけではなく全社員にします。部署や事業所が多く、一度では全員に説明で
きないような会社なら、経営者スピーチの DVD配布や動画配信という手もあります。とにかく、
マニュアルをなぜ整備するのか、経営者が全社員へ懇々と熱く語ってください。 

実はこれが、仕組化の最初にして最大のポイントなのです。 

ここで、今まで会社に存在しなかったマニュアルを「これから整備します！使ってください！」と
言われた時の社員の気持ちについて考えてみます。 

社員「おっ！とうとうマニュアルを作ってくれましたか！これで仕事が楽になる！ 
社長、やるじゃん！」 

とは残念ながら思ってくれません。どちらかというと、 

社員「はぁ？！今さらなんで？このマニュアルの通りにしなきゃいけないの？めんどくさいんです
けど……ていうか、会社の金をこんなのに使うんじゃないよ……」 

という感じです。 

 
 

極端に聞こえるかもしれませんが、実際、私のクライアントにて、私（当社）がマニュアル PDCA
支援者として全社員の前に立つと、社員の冷ややかな視線に私は串刺しです。悲しいかなこれが現
実なのです。 

つまり、仕組化の最大のポイント、『経営者がマニュアルの想いを熱く語る』は、言い換えると、
『社員の反発を抑える』ということになります。 

https://rikyu.biz/
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では、社員の反発を抑えるために経営者はマニュアルについてどう語ればいいのか。実際に当社が
経営者へ指南している、語って欲しいポイント（の例）をあげます。 

 

●何のためにマニュアルを整備するのか 

→社員みんなのためであることを強調しま
す。 
※経営側の都合は伏せること 

→ミッション実現には不可欠であることを語
ります。 
※経営理念の言葉を使うこと 

●マニュアルは自社の知的財産 

→万が一、他社に流出してしまった場合の未
来を語ります。 

●マニュアルに対する不満否定を口にしない 

→時間をかけて作成してくれたリーダー達を
褒めます。 

→現場にそぐわないと思う内容がもしあれ
ば、「更新の提案」として挙げるよう伝え
ます。 

●今後入社してくる新卒社員の成長は先輩社
員次第である 

→OJTの責任の重さを語ります。 

●マニュアル担当への惜しみない協力 

→（事前に決めた）マニュアル担当を紹介します。 

→以後、仕組化の施策へ協力するよう促します。 

※以下は施策例 

 マニュアルの必要性の説明 

 マニュアル読み合わせ 

 理解度テスト 

上記のポイントをふまえた経営者スピーチを 30分、マニュアル担当から、読み合わせ勉強会など
の内容やスケジュールの説明を 30分、計 1時間のマニュアル PDCAキックオフを行います。 

https://rikyu.biz/
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仕組化では、社員にマニュアルの利用が定着するまで、社員がマニュアルに触れる機会を徹底的に
作っていきます。聞いたことがあるかもしれませんが、⼼理学で言うところの「ザイオンス効果」
です。 

※ ザイオンス効果：人は「接触回数が多い人に対して親近感を抱く」という法則ですから、 
マニュアル PDCAの初期段階では可能な限り『社員がマニュアルへ接触す
る回数を増やしていく』必要があります。 

そんな施策をやっていくためにも、今回のポイントが非常に重要なのです。何事も「産みの苦し
み」があります。静止している車を押して動かすには、最初に最大のエネルギーが必要です。この
最初のエネルギーが弱いとすぐに止まってしまいますね。 

本ステップは以上となります。 

今回の仕組化におけるポイントをふまえ是非とも、社員の皆様へマニュアルの素晴らしさを伝えて
あげてください。 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

マニュアルを使わざるを得ない状況をつくる。 

気づき・メモ欄 
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習慣化（継続更新）のポイント 

前のステップは、マニュアル PDCAの仕組化において最初にして最大のポイントをお伝えしまし
た。この話を聞いた経営者の中には、「社員にはそれぞれのやり方があるし、マニュアルを使いな
さいと強制させるのはちょっと……」と仰る方も実際にいらっしゃいます。そのお気持ちはわかり
ます。職場づくりには、これまで相当神経を削ってこられたでしょうから。 

ただ、そう思われた方にはもう一度、STEP1『マニュアルによって会社が成長する理由』をお読み
いただきたいです。何事も「産みの苦しみ」はあります。静止している車を押して動かすには、最
初に最大のエネルギーが必要。この最初のエネルギーが弱いとすぐに止まってしまいます。 

引き続き、マニュアル PDCAの仕組化および習慣化について効果が出ている方法をお伝えしますの
で、是非とも、本冊子の通りにやってみてくださいね。 

 

さて、本ステップのテーマは、 
「習慣化のポイント～マニュアルを更新すれば数字がついてくる！～」です。 

『習慣化』は、マニュアル PDCAの最終フェーズです。『仕組化』がマニュアル PDCAの最難関と
前回お伝えしましたが、この『習慣化』までの仕組みを構築することを『マニュアル PDCA』と呼
びます。ここまでやらないと、『仕組化』（＝マニュアルの組織への定着化）の苦労が「水の泡」で
す！『習慣化』まで、必ず実行してください。 

  

習慣化（継続更新）のポイント 
～マニュアルを更新すれば数字がついてくる！～ 
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さて、『習慣化』はどのタイミングで実行するかを説明します。ちなみに、V字回復、業績好調の
要因は『マニュアル』という、無印ブランドで有名な良品計画では、13冊（計 2000ページ）のマ
ニュアルを毎月、更新しているそうです。※著書より 
その頻度で『自社の基本』を磨いているわけですから、すごい成長スピードですよね！ 

ただ、だからといって、これからマニュアルを整備しようという貴社に『更新は毎月するべき！』
と申し上げるつもりはございません。その頻度で更新を行うには、マニュアル管理の専門部署や人
員が必要です。そんな環境づくりは、マニュアル整備の威力を実感なさってからでも遅くはないで
しょう。現実解としては、『作成後、3か月目に 1回、その後は半年に 1回の頻度』で、マニュア
ルの更新をオススメします。なぜこの頻度になるかというと、それは、仕組化、社員のマニュアル
利用の定着化の方法に関係します。 

話が少し飛びますが、実際、我々がクライアントの仕組化に着手する場合、『習慣化』を意識しな
がら『仕組化』を行います。つまり、『仕組化』と『習慣化』が同時進行します。ただ、『仕組化』
には時間がかかります。 

前回までにお伝えしてきたとおり、新たに整備される『マニュアル』への社員の反発を抑えつつ、 

・そのマニュアルの大切さや価値 

・中身は何を書いてあるのか 

を全社員が理解するのに、1、2か月では到底足りません。 

長い目で見て、継続的に社員がマニュアルに触れる機会を作っていくことになります。そのマニュ
アルに触れる最初の機会が、『マニュアルの読み合わせ会』です。 

ではこの読みあわせ会について説明します。ここで経営側が陥りやすいのは、「マニュアルを作成
しました。これからこのマニュアルを活用してください。各々読んでおくように」と、社員にマニ
ュアルを読むことを任せてしまいます。残念ながら社員は読んでくれません。読まなくても仕事を
進められますから。経営側が手を抜くこと無く、『確実に』社員がマニュアルを読む機会を作りま
しょう。さらに、読み合わせに大切なのは『音読』です。書物を読む方法に、黙読と音読がありま
すが脳科学者の茂木健一郎氏によると、音読は、黙読の 3倍の学習効果があるそうです。 

 

【音読の効果】 

https://rikyu.biz/
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たしかに、書物の内容を、まず『目』からインプットして、それを『口』からアウトプットし、 
出した言葉をまた自分の『耳』からインプットすることになりますから、効果 3倍というのも頷け
ます。 

この『マニュアル音読会』を、できれば 5人程度のグループで、1ページも飛ばすことなく、一段
落くらいで読み手を交代しながら、全ページ読んでください。 

【参考】読み合わせ会の所要時間 

  200ページのマニュアル →1.5時間×5回（内、予備 1回） 

5人程度で一段落毎に交代して読む理由は、下記の通りです。 

① 自ら読む機会を増やし学習効果を得るため 

② すぐ自分に順番が回ってくる緊張感を持たせるため 

③ 全社員とマニュアルについて意見交換（質問）するため 

上記③には、社員に「質問されるからきちんと読まないと」という緊張感で読み合わせに参加させ
る目的がありますが、もうひとつ、『マニュアルの更新ネタを引き出す』という目的があります。 
マニュアルで業務手順が可視化されると普段当たり前だった「自分のやり方」がマニュアルに書か
れた「基本のやり方」とどう違うのかが、明白になります。 

実際、読み合わせ会では、こんなやり取りがあります。 

【マニュアル例】お客様から契約書類を頂戴する  

2.1    「今読んだ一連の手順で、過去ミスした箇所はありますか？」 

社員 A  「新人の頃、この契約書類のここは書き漏れが何度か……」 

社員 B  「お客様から○○な要望があると、別の書類も必要になるのですが、持参して無い時が
ありました」 

社員 C  「私、書き漏れや書類忘れが無いように、パウチしたチェックリストを鞄に入れ、商談
中も必ず見ていました」 

社員 Aと B「そんなの（チェックリスト）……あったの？！」 

社員 C  「え？？新人の頃、○○先輩にもらったよ」 

社員 Aと B「……」 

上記は単純な例ですが、こういう気づきは読み合わせ会では日常茶飯事です。当たり前と思ってい
るような『やり方』をわざわざ口にすることはありませんから、社員間の『やり方（活きたノウハ
ウ）』は共有される機会がありません。上記のような業務に関する会話や気づきを読み合わせ会で
『噴出』させることができるのです。 
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いかがでしょうか？ 
日常業務の気づきを、社員間で活発に議論されているこの光景、経営者としてワクワクしません
か？『仕組化』で最初に行う読み合わせ会は、『習慣化』の布石となるのです。 

説明が長くなりましたが、 

・この読み合わせ会を全社員が終えるのが約 1か月 

・翌月、マニュアルの通りに業務を遂行した感想成果を取りまとめ 

・3か月目、その報告から『会社の基本』として取り入れる内容を議論する 

という流れを経て、可視化（マニュアル作成）から 3か月後に習慣化に入るというイメージです。 

 

ちなみに、初めてマニュアルを更新するタイミングでは、作成直後だというのにかなりの分量の追
記が行われます。これは、可視化に意見を出したメンバーはハイパフォーマーで、更新の提案（気
づき・元ネタ）を挙げたのは末端の社員、だからです。現場の非常に細かいノウハウがこのタイミ
ングでドッと集まってくるわけです。 

仕組化と習慣化のアプローチには、この他にも様々なツール（理解度テスト、チェックリスト、行
動変革シート等）を使用したり、マニュアル管理のワーキンググループを運用するなど、マニュア
ルを社員のバイブル化する手法がありますが、まずは、今回お伝えしました『読み合わせ勉強会』
からの『習慣化』を実行してください。習慣化（マニュアルの更新）の過程において、貴社の業務
改善は加速します。 

 
  

 

マニュアルを使いたくなる状況を作る。 

https://rikyu.biz/
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無敵のマニュアルフォーマット 

マニュアル PDCA 7STEPオープンコミュニケーションで強い会社を作る方法は本ステップで最
後となります。最終ステップのテーマは、「無敵のマニュアルフォーマット」です。 

実際に成果をあげているマニュアルのフォーマットについてご説明します。まずは、ダウンロード
先をご案内します。このフォーマットを見ながら、後述の内容を読んでいただくほうが、マニュア
ルフォーマットの内容をより深く理解いただけます。 

では、以下の URL からマニュアルフォーマットをダウンロードしてください。 

https://www.nitenichi.biz/dl/manual_format.docx 

さて、まずは、なぜフォーマットが必要か、についてです。フォーマットがあると内容を入れれば
済むからマニュアル作成が楽というニュアンスも勿論ありますが、それは必要性の本質ではありま
せん。マニュアル PDCAというのは、あくまで、『可視化』→『仕組化』→『習慣化』という 3つ
のフェーズのことを指しますからその PDCAに使われるフォーマットは、『可視化』だけではな
く、『仕組化』『習慣化』のことまで加味してあります。 

では、改めてフォーマットの意味を説明します。可視化においては、マニュアルの絶対条件を外さ
ないためにフォーマットを用います。 

おさらいですが、絶対条件とは、記載されている内容を「習得しやすいこと」「教えやすいこと」
「探しやすいこと」「更新しやすいこと」でしたね。 

そして、この条件を実現するためのマニュアルを構成する要素は「目的」「行動」「結果」の 3つで
した。 

マニュアル作成担当者には、これらを肝に銘じていただくことが大前提ですが、「目的」「コンセプ
ト」と呼ばれるものは実作業時には得てして忘れられがちです。目の前の作業を完結させるため
に、目的を見失うこと、ありがちですね。ですので、フォーマットに 3つの要素を盛り込むこと
で、誰が作っても、成果のあがるマニュアルが出来上がる仕組みを実現しています。 

次に、仕組化・習慣化におけるマニュアルフォーマットの役割です。様々な企業のマニュアルを拝
見すると、自社で作ったマニュアルもあれば、業者が作ったマニュアルもあり、同じ部署でも見た
目が様々です。見た目というのは、色合いやデザインだけでなく、A4や A3など用紙もバラバラ。
マニュアルの造りに型がありません。 

  

無敵のマニュアルフォーマット 
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実はこの状態も、マニュアル PDCAが企業でうまくできない理由です。そのマニュアルを作った者
が、一番そのマニュアルを理解している状態。これでは、マニュアルを作る者によってマニュアル
の色が変わります。作る者が複数人だったり、時期によって作成担当が移り変われば、異なる思想
でマニュアルは継ぎ接ぎされ、結果として「読みにくいマニュアル」となります。 

社員はマニュアルを積極的に読んではくれません。このことを忘れないでください。マニュアルを
読みたくない社員が嫌々でマニュアルを手にとって、それが読みにくいものだったら、一瞬にして
マニュアルを置いてしまいます。読みにくい原因は潰しておかねばなりません。ですので、フォー
マットという一つの法則のもとにマニュアルを作ることで、誰が作っても、シンプルで、いつの時
代でも、読みやすく、そして更新しやすいマニュアルができるのです。 

以上が、フォーマットの必要性です。上記を理解した上で、是非、このマニュアルフォーマットを
使ってみてください。また特別に、フォーマットへの記入方法をまとめた資料をご提供いたしま
す。実際にマニュアルを作る際には、この資料を横に作業していただければ、より、成果のあがる
マニュアルの作成が可能となります。 

 

以下のリンクからダウンロードしてください。 

https://www.nitenichi.biz/dl/format_text.png 
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本ステップは以上となります。 
ここまでの内容で、マニュアル PDCAの 3つのフェーズ『可視化』→『仕組化』→『習慣化』の 
全てのポイントをお話ししました。 

このポイントだけで組織に定着するマニュアルが「簡単」に整備できるとは申しません。ただ、何
事も明確な方向性や軸、向かうゴールがあれば、いつか必ず辿りつけると思うのです。ですから、
本冊子ではマニュアルという『企業の知的財産』とも言える至宝をどう捉えるべきかに重点を起き
つつ、マニュアル PDCAのフェーズごとに、重要なポイントを解説しました。是非とも、この出会
いを機に、マニュアルの PDCAを本気で実行なさってください。 

マニュアルをきっかけに、社員間で業務改善の気運が高まり、『貴社のノウハウが磨かれ続けるサ
イクル』が完成します。この成長サイクルが手に入れば、効率的な社員能力のボトムアップがなさ
れ、これまで部下の世話をしていた貴社のトップリーダー達は、貴社の売上貢献は勿論、組織拡大
や新規事業構築など、貴社の新たな一手二手に集中します。 

また、マニュアルによって業務作業が明確になると、必要な人材のスキルが鮮明となり、人材採用
の募集要項が具体的になります。募集要項が細かくなれば、応募者数は減る可能性がありますが、
その分、より確度の高い人材が集まり、ムダな採用面接などコストが減ります。 

明確な基準によって採用した社員が増えれば、社員の離職率は低下し、社員全体の一体感は高ま
り、オリンピック景気に踊らされない強い企業組織が出来上がるのです。 

実際、前述のような業務改善の具体的なデータはまた別の機会にご提供できればと考えております
が、まずは、本冊子の内容を実行してください。マニュアルの進化が貴社の成長を促します。 
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以上で、マニュアル PDCA 7STEPは終了です。いかがでしたか？ 

是非、この冊子全体を通じての感想をメールしていただければ幸いです。どんなことでもいいで
す。当社 2.1は、企業におけるマニュアルの在り方を変革するというミッションを掲げております
ので、皆様のマニュアルの実情など少しでもご教示いただけると助かりますし、今後のマニュアル
文化の普及活動において皆様のコメントが本当に励みになります。感想や気づき、本冊子の内容を
実践しての成果など、何でも結構です。 

是非、皆様のご感想を、以下のメールアドレスへお送りくださいませ。お待ちしております。 

⇒ info@nitenichi.co.jp 

なお、名刺交換いたしました皆様には、引き続き、『マニュアル PDCAの基礎知識』というメール
マガジンにて、無料で価値ある情報をご提供していきます。※不要であればいつでも解除できます 

送信者名： 株式会社 2.1 
送信元 ： mm@nitenichi.biz 
メルマガの方も本冊子に負けない内容の濃さがあると自負しています。 

そして、いつか、当社 2.1が提供する『マニュアル 職人
マイスター

』『マニュアル作成講座』でお会いできれ
ば幸いです。 

これからも、マニュアル PDCA支援者として、企業のマニュアルの在り方を変革すべく、活動して
まいります。今後ともよろしくお願いいたします。最後までお読みくださり、ありがとうございま
した。 

 
 
 
 
 

 
  

 

マニュアル PDCAとは、マニュアルで 
業務改善を日常化するワークフレーム 
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