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５Ｓについて

「整理整頓は安全の母」とか「安全活動は整理整頓に始まり整理整頓に
終わる」などといわれます。

この「整理、整頓」に「清掃」を加えて３Ｓ運動として以前から活動が
進められてきました。

更に、これらの活動に「清潔」「躾」を加えたものが５Ｓ運動です。
この運動は、人と物とを最も望ましい姿にしようという、本来あるべき
姿を追及する運動であり、このような姿が実現されると理想的な職場と
なり、安全衛生のみならず、生産性や品質なども向上します。

また、５Ｓは安全はもとより、あらゆる管理の基本であって、その徹底
を見れば職場や工場のすべての管理水準がわかるとさえ言われています。

このことは、５Ｓが一時的にできても、これを永続的に維持向上してい
くために日常のきめ細かい管理とともに、そこで働く一人ひとりの実践
に向けての力強い決意と実行力が伴ないとできないところから、そのよ
うに言われるわけです。



①整理 ＳＥＩＲＩ



必要なものと不要なものとを区別し、不要なものを捨てるとともに、不
要なものが置かれていた理由などと場所、及び数量の検討をし、再びそ
のような状態にならないように管理する。

赤札作戦
能率向上は整理から！

・赤札とは赤札作戦「目で見る整理」で使用する赤い紙をさします。

・赤札作戦とは、「要るものと要らないものを明確に分けて、要らない
ものを捨てる」ことです。

・この要らないものにべたべたと赤札を貼ります。

・赤札作戦を実地すれば、社長でも工場の中の要るものと要らないもの
が一目で分かります。

※赤札を貼ったものは一ヶ所に集め、再確認、「要」、「不要」
の判断をします。
最後的に「不要」と判断されたものは不要品リストに記録し、
その後廃却します。



赤札の使い方

・整理
→まずは、要らないものを捨てること。

・不必要なものを決める
→赤札を貼る対象を決めます。

・基準
→「要るもの」、「要らないもの」の基準を決めます。

・赤札作戦
→必要事項を記入します。

・赤札貼り付け
→客観的に、必要な物かどうかを判断し、赤札を貼り付けます。

・記録（廃棄リストを使用）
→不要品と判断されたものにつぃては「廃棄リスト」を作成し、
記録します。

・処分
→廃棄の理由に応じて、処分方法を決めます。

赤札フォーム（例）

判定者
処分
方法
処分期日

貼り付け日
貼り付け者氏名
数量
場所
判定者

氏名

1.設備 2.治工具 3.計測器
4.材料 5.部品 6.仕掛品
7.半製品 8.完成品 9.副資料
10.事務用品 11.資料 12.他

「不要品ラベル」



②整理整頓 ＳＥＩＴＯＮ



必要なものを必要なときに能率よく安全に取り出せる状態にし、これを
標準化することにより全体的な能率を向上していく。

３定活動
（定置・定量・定品）
探すムダの一掃は整頓で！

・赤札作戦が終わると、工場の中には毎日の生産活動で必要なものが
残ります。

・この「要るもの」を「どこに・・・何が・・・いくつ・・」あるか誰
にでも分かるようにすることが“目で見る整頓（看板作戦）”です。

・「３定」と「看板作戦」は同じ意味。

看板作戦

どこに
場所表示

なにが
品目表示
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③清掃 ＳＥＩＳＯＵ



設備、機械、床などを掃き清め、ゴミ・ホコリなどの汚れを排除しなが
ら保守点検を促進しその結果、設備等の稼働率を向上させる。

・清掃は点検なり
・点検は不具合の発見なり

・不具合は復元、改善するものなり
・復元、改善は成果なり
・成果は達成の喜びなり

清掃は点検なり
品質向上の土台は清掃にあり！

清掃不十分による弊害

・故障の原因
→回転部、摺動部、空圧・油圧系、電気制御系、センサーなどの汚
れ・異物混入は、摩耗、詰まり、抵抗、通電不良などによる精度
低下や誤作動並びに故障の原因になる。

・品質不良の原因
→製品への異物混入や、設備の誤作動によって品質不良の原因となる。

・強制劣化の原因
→ゴミ、汚れによって、緩みや亀裂、油切れなどの点検が困難となり、
設備の強制劣化を起こす原因となる。

・速度ロスの原因
→汚れによってン摩擦抵抗、摺動抵抗が増し、空転や能力低下などの
速度ロスを起こす原因となる。



④清潔 ＳＥＩＫＥＴＳＵ



「整理、整頓、清掃」された状態を維持し働きやすい職場環境（人を含
む）をつくり、この良い習慣を品質の向上にもつなげていく。

安全の第一歩は清潔から！



⑤躾 ＳＨＩＴＳＵＫＥ



気持ちの良い挨拶、排（ハイ）という返事、キチンとした後始末や職場
規律等「整理、整頓、清掃、清潔」を実行する中で会得したものを基本
に正しい作業ルールをつくり、これを守るという体質をつくる。

５Ｓは躾に始まり躾に終わる！



まとめ



５Ｓ 整理 整頓 清掃 清潔 躾

意味 棄てること
すぐに出せ
ること

正常にする
こと

正常を維持
すること

守ること

方法
不要物

ムダの排除
能率の向上

日常点検の
充実

環境の整備
基準の尊守

効果
不良在庫の
削減・ス
ペース確保

作業時間の
短縮・保全
性向上

強制劣化の
防止・設備
の機能維持

異物の混入
防止・製品
の品質向上

人の意識改
革・管理レベ

ル向上

不用ラベル

区分 １． 設備 ２．治工具 ３．計測器 ４．材料 ５．部品 ６．仕掛品
７．半製品 ８．完成品 ９．副資料 １０．事務用品 １１．資料 １２・他

品名

品番

数量

理由 a) 材料、部品、仕掛品、製品 ｂ）設備、治工具、設備品
１．英産予定の見込み違い １．老朽化 2.注文取消し
２．注文取消し ２．使用不可
３．設計変更 ３．用途消滅
４．注文ミス部品 ４．その他（ ）
５．加工不良
６．その他（ ）

判定者：
処分方法：
部門：
年月日：



５Ｓ活動の進め方



製造職場における５Ｓの考え方

５Ｓは全ての管理のベースでありバロメーターです。製造力向上活動そ
のものを円滑に進めるベースにもなるものです。

・全員参加の活動で強い力が出せる体質をつくる
・当たり前のことを当たり前にできる職場にする
・５Ｓにより漢方薬のような息の長い維持管理、改善ができる強い現場
にする

・クリーンでスッキリ、見せられる工場をつくる
・結果の管理から要因の管理をする職場をつくる
・５Ｓでモラルを高め、人づくり・人間の行動の質を高める

５Ｓ活動の全てをあるべき姿までいっぺんに持っていくことは困難です。
進み具合を確かめながら、ステップを踏んで着実に実地することが効果
的です。

第１ステップ（管理）

第１ステップとしては、まず「整理」をすることです。
つまり工程にある不要・不明・不良品を見直し、廃却することで周辺環
境をスッキリさせ、スペースを有効に効率的・機能的に活用できる素地
をつくります。

捨てることが第１です。

ここでしっかりした活動をすれば後が楽になります。

品質・作業を阻害する、機器・台工具類・部品・材料・書類などの不
要・不明・余分なものを整理（徹去）し、工程をスッキリさせる。
・要るものと要らないものを「仮の基準」で区別し、要らないものを廃
却すること。

「赤札作戦・・・不要品に一斉貼り紙する整理活動」が有効。



製造職場における５Ｓの考え方

５Ｓは全ての管理のベースでありバロメーターです。製造力向上活動そ
のものを円滑に進めるベースにもなるものです。

・全員参加の活動で強い力が出せる体質をつくる
・当たり前のことを当たり前にできる職場にする
・５Ｓにより漢方薬のような息の長い維持管理、改善ができる強い現場
にする

・クリーンでスッキリ、見せられる工場をつくる
・結果の管理から要因の管理をする職場をつくる
・５Ｓでモラルを高め、人づくり・人間の行動の質を高める

５Ｓ活動の全てをあるべき姿までいっぺんに持っていくことは困難です。
進み具合を確かめながら、ステップを踏んで着実に実地することが効果
的です。

第１ステップ（管理）

第１ステップとしては、まず「整理」をすることです。
つまり工程にある不要・不明・不良品を見直し、廃却することで周辺環
境をスッキリさせ、スペースを有効に効率的・機能的に活用できる素地
をつくります。

捨てることが第１です。

ここでしっかりした活動をすれば後が楽になります。

・品質・作業を阻害する、機器・台工具類・部品・材料・書類などの不
要・不明・余分なものを整理（徹去）し、工程をスッキリさせる。
→要るものと要らないものを「仮の基準」で区別し、要らないものを
廃却すること。

「赤札作戦・・・不要品に一斉貼り紙する整理活動」が有効。



・使っているものを無造作に置かない。通路へはみ出させない。
→外から見た状態で良い。机の引き出しを開けてみるのは次の
ステップ。

・良品・不良品の混在、異部品の混在、部品と治工具
→部品の中に工具を放り込んではダメ。

・照明・扇風機、工具・検具、その他機器などの外観の汚れをなくし、
かつ機能的不具合を放置させておかない。
（手の届かない高所作業になる照明・扇風機は他部門に依頼しても
良い。）

→「清掃は点検なり」の考え方で不具合の発堀を図ること。

・ボルト・ビス・部品などの落下を放置させない。また、作業域、通路、
休憩所の床や机などが汚れていないようにする。
→特にボルト・ビスが作業域に落下しているということは品質、作業
の質、作業性の面で問題であり、今後の活動で極小化していくべきも
のである。

第１ステップの階段としては、その実態を自工程として把握しておく。
少なくとも作業終了時には片付けられていること。
今後のステップで着実に改善を進めていく。

第２ステップ（整頓）

工程の整理が終了し、必要なものを身の回りに整え、どこに何があるか
を明らかにし、作業の効率を高めていく土台となる「整頓」を進めてい
くステップです。また、活動を進めていくために阻害要因となる工程の
汚れの「発生源」や清掃の「困難個所」の改善を進めていき、今後の維
持管理が容易になるようにしていくステップです。

・前ステップの活動内容を維持する。



・ものを置いたり、保管する「器」の所定の置き場が効率的に決められ
（整列化）、保管する「器」には保管内容がわかるように表札する。
また、工程内や通路には区画表示する。

→「器」とは、棚、パレット、ロッカー、ビドマ,机などのこと。
→例えば、ロッカーの中に何が入っているのか、いちいち扉を開けな
くても外から容易に分かるような表示（表札と呼ぶ）の工夫が必要。
少なくとも件名は欲しい。可能な限り内容も表示する。

→置き場は、作業効率的にレイアウトする。
→置き場には、キチッとした区画や表示をつける。
→通常、「整列」とは、「タテ・ヨコ」が直角になっているイメージ
であるが、必ずしも直角である必要はなく、作業効率を優先させる
ということ。

・不良品・保管品・試作品置き場を設け別管理する。
→試作品や仕掛品の置き場には苦労するものである。これらは関連部
署の責任のものが多いが自分の職場の問題として捉え、主体的に対
処し関連部署の協力を引き出す。

→これらのものの担当が誰で、いつまでどうするのかをハッキリさせ
る。

・ホースやコード類の乱れをなくす。また、ポリ箱・ダンボール箱の規
定以上の高積みをなくす。
→転倒の危険性を排除し、工程全体の見通しを良くするために、でき
る限り低くし（例えば１．５メートル以下）、高積みを抑える。

→ホースやコードの絡まりや干渉がない、必要以上に長くない、可動
部に無理な力が掛からないようにする。

・ボトル・ビス、部品などの落下や、汚れの発生源対策、清掃困難個所
の対策について改善を進める。

→作業から発生するボトル・ビス、部品の落下原因とその改善を進め
ていくことはこの活動の本来的意味合いをもつものであり、継続し
て進めていくことが大切。



第３ステップ（基準化）

５Ｓの第３ステップも「基準化」であり、目で見る管理を進め、作業・
品質確保の上から必要なものが間違いなく速やかに効率よく取り出せる
ようにすることや、異常な状態がわかる仕組を作り、整頓の質の向上を
図っていくステップです。

・前ステップの活動内容を維持する。

・作業の効率を考え、所定の置き場を定め、ものや「器」を効率的に整
列・整頓する。また、「器」の中身が表札でわかり、効率的に整列・
整頓され、その必要量が容易にわかるようにする。（定位・定品・定
量）その結果、必要な工具などは探さずに即座に取り出せるようにす
る。
→保管、あるいは置いてあるものの内容が容易に分かるよう「表札」
をつける。「表札」とは標示板その他ものの所在を明示するもの。
表札については工場あるいは職場で統一する。

→「器」の中も整理、清掃から進め「整列・整頓」につなげていく。
→目で見る管理、改善の推進とそのポイント

・これらを維持するための基準化を行なう。ただし、５Ｓでは基準書を
作るより、上記の「目で見る管理」による現物管理が基本となる

・ボルト・ビスの落下や、工程内の汚れ発生源、清掃困難個所の対策、
改善をさらに進める。

・「定位・定品・定量」→, 数量・場所の表示、指定席、姿置き、品目表示、区画表示

・「置かれるもの自体に表示」

・「工具の整頓」→ ,使用点のそばに置く、取り置きの「置き」の重視、定位置戻し

・「保管品の整頓」→, 保管数見直し、当たり防止、キズ防止、防錆

・「仕掛品の整頓」→, 量の規制、不良品の表示、内容表示



第４ステップ以降

１から３ステップまでの内容を維持し、特に下記項目についてのレベル
アップを目指します。

・ものや「器」の所定の置き場（レイアウト）を改善し、不良を出しに
くく、作業をしやすく、効率的・機能的に整列・整頓する。（定位・
定品・定量）

・工程内の汚れ発生源や清掃困難個所の対策・改善が進み、かつ、作業
中でも「もの」の乱れがなく、作業場にはボルトやビス類の落下がな
い状況にする。


