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著作権および（参加学生の）個人情報保護のため
下記行為を禁止します。

１．イベントの画面キャプチャおよび録画

２．提供する資料の転用
（参加者以外への転送、資料転載など）



当社のイベントの流れ（本日の位置付け）

１Day本日

1～２月
開催

２～３月
開催

職種・仕事について体験しよう！

TIISの選考対策＆就活相談

TIISの理解を深めよう！会社説明会

ほぼほぼ完全攻略講座



①トヨタ流の
仕事の仕方を学ぼう！

インターンシップの目的

②TIIS流システムエンジニア
の仕事を体感しよう！

③オンラインでの仕事を
体験しよう！



システムエンジニア
について



システムエンジニアとは

パソコンばかり使っていてつまらなそう…

孤独な仕事でみんな暗そう･･･

プログラミング？難しそう…

理系の人しかいなさそう･･･



ヒアリング 要件定義 設計 実装 テスト リリース提案

システム開発工程

設計 実装 テスト リリース



システムエンジニアのお仕事

困ってるん
だよねぇ…

おまかせ
ください！



ヒアリング 要件定義 設計 実装 テスト リリース提案

システム開発工程

上流工程 下流工程

ヒアリング 要件定義 提案



システムエンジニアのお仕事
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お客様の問題をITで解決する

お客様とコミュニケーション
を取ることがとても大切

だれでもなれる可能性がある！

けれど、スペシャリストになるには

お客様からの信頼と提案力が必要！

だからおもしろい！

POINT!

文系・理系

学部・学科

問わず

不問



トヨタの問題解決技法
について



問題解決の8つのステップ

トヨタの問題解決

STEP 1 問題を明確にする

STEP 2 問題をブレイクダウンする

STEP 3 達成目標を設定する

STEP 4 真因（真の要因）を考え抜く

STEP 5 対策を立てる

STEP 6 対策をやり抜く

STEP 7 結果とプロセスを評価する

STEP 8 成果を定着させる

PLAN

DO

CHECK

ACTION



STEP 1 問題の明確化

トヨタの問題解決

あるべき姿

現在の姿

ギャップ⇒問題



トヨタの問題解決

「層別」する

＝大きな問題をいくつかの切り口で

見比べて、具体的な問題のありか

を明確にする方法

STEP 2 問題のブレイクダウン



トヨタの問題解決

＜フレームワークの３つのパターン＞

足し算型 掛け算型 順列型

Aエリア

Bエリア

Cエリア

A%

B%

C%

心

技

体

品質

費用

納期

人

モノ

情報

PLAN

DO

CHECK

ACT

企画

製造

販売

序盤

中盤

終盤



３教科の合計点が
目標に30点足りない

国語 英語 数学

目標
－20点

層別し、
具体化する

問題の
深堀・・・

取り組むべき
問題を決定！

トヨタの問題解決

＜層別のプロセス概念図＞

目標
－5点

目標
－5点



トヨタの問題解決

目標＝「あるべき姿」ではない

（目標は「あるべき姿」を実現するための目標）

STEP 3 目標設定

何を いつまでに どうする

●目標の3要素

原因 対策 目標× × ○



トヨタの問題解決

●「なぜ」5回（例）

数学の点数が目標に20点足りない（なぜ？）

STEP 4 真因を考え抜く

→文章問題の正答率が20％（なぜ？）

→文章問題の50％が未回答（なぜ？）

→文章問題を解く時間が足りない（なぜ？）

→計算問題で時間の4/5を使用（なぜ？）

→微分・積分で時間の1/2を使用 ←真因



トヨタの問題解決

＜対策案を絞り込む４つの視点＞

STEP 5 対策を立てる

効果 実現可能性

コスト・工数 リスク



ワークⅠ：作業指示パネルのクレームが多い

STEP１. 問題を明確にする

現状

1日10回作業指示パネルのエラーが発生する

あるべき姿

生産ラインが止まらない状態にする

問題（ギャップ）

作業指示パネルのエラーで1日10回生産ラインが停止する

STEP２. 現状を把握する

ヒト

・クレームは現場で作業するパートのおばちゃんから出る
・現場の作業員は全員パートのおばちゃん
・パートのおばちゃんは作業が速く、ほぼノーミス
・作業完了時、何度も完了ボタンを押してしまっている
・平均年齢５５歳
・全部で30名のおばちゃんが働いている
・従業員はみんな10年以上働いている
・作業員は手袋をはめている人もいれば、手袋をはめて
いない人もいる（エラーに影響なし）

・作業員の手に油が付着するときがある（エラーに影響なし）
・外国人はいない
・安全確認チェックは人が行っている

モノ

・作業指示パネルは現場のラインの各工程に備え付けてある
・作業指示パネルは電源常時ON。
・作業指示パネルは有線ネットワークで繋がっている
・作業指示パネルはリモートで操作することはできない
・タッチ部分は感圧式（抵抗膜式）で、手袋などに影響しない
・工場内に全部で30台設置（一人1台）
・ipadぐらいの大きさのもの
・作業指示パネルは導入してから10年経っている
・導入当時の費用は一台20万円（ハードのみ）
・反応速度が遅くなった（と感じる）
・ボタンは完了ボタンのみ
・ボタンの位置は右下
・作業指示パネルが壊れたときの予備はある（考えなくてOK）

情報（その他）

・梅味であれば、梅の情報、コンソメ味であれば、コンソメの
情報が表示されているがその情報の切り替わりが遅い

・現時点で何を行っているかの情報がでており、
作業を完了した時点で完了ボタンを押す

・作業指示パネルは作業指示データの通信をしているが、
通信量は有線ネットワークの許容範囲内

・エラーが出ると、担当者が直しに行く必要がある。
作業時間は数分程度。移動も含めると10分以上かかる

・呼び出される頻度は1日10回程度
・導入当初はエラーはなく、ここ1～2年でエラー頻度が増加
・前回導入した会社もTIISで、費用3000万、期間30日だった。
・テスト導入と本導入に土日を2回使った。

STEP４. 真因を考え抜く

STEP５. 対策を立てる

1日10回以上、作業指示パネルのエラーが起きている（なぜ？）
→30台全ての作業指示パネルでまんべんなく、エラーが起きている（なぜ？）

→30台全ての作業指示パネルで、完了ボタンを何度も押している（なぜ？）
→30台全ての作業指示パネルの反応速度が低下（なぜ？）

→30台全ての作業指示パネルが導入から10年経っている（経年劣化） ←真因

NO 対策内容 効果 実現可能性 工数・費用 リスク 総評

1 作業指示パネルを全台買い換える ◎ ○ ○ ○ ○

2 タッチパネルから物理ボタンに変更する ？ ○ × △ ×

3 メンテナンスを定期的に実施する △ ○ × ◎ △

4 OSを更新する ？ △ ×× × ×



ワークⅡ：人気の高い商品に限ってクレームが多い

STEP１. 問題を明確にする

現状

定番商品において商品の欠品がおきている

あるべき姿

常に商品欠品なくスムーズに供給されている状態

問題（ギャップ）

商品供給の流れ（サプライチェーン）が適切でない

STEP２. 現状を把握する（皆さんの力で「層別」してみてください）

STEP４. 真因を考え抜く

STEP５. 対策を立てる

小売店 エリアマネージャー 工場 倉庫

・需要予測はエリアマネージャーの勘で行っ
ている
・各エリアごとにエリアマネージャーがいる
・担当エリアによっての営業先数に差はない
・エリアマネージャーの能力によって需要予
測が当たるかどうか変わる
・そのためエリアマネージャーの異動によっ
てクレームが発生する地域が変わることもあ
る
・小売店からの発注数は変えられないが、エ
リアマネージャーが工場に生産指示する数量
は変えられる
・エリアマネージャーが2年前に東北から
愛知に異動になった

・発注は週に1回、各小売店から別々の
フォーマットでメールにて送られてくる
・各拠点スタッフが統一の社内発注フォー
マットにまとめている
・全国の取引先に統一フォーマットを導入
することは困難
・小売の在庫がなくなった場合、緊急仕入
れはイレギュラー発注可能
・小売は町の駄菓子屋からコンビニまで
様々
・小売は全国にある
・エリアマネージャーは小売ごとの在庫状
況を把握できない（Posシステム導入不可）
・春や秋口に欠品が多い（行楽シーズン）

・現在作っている商品に加えて、５種類
程の新商品開発を並行して行っている
・地域別や季節限定商品なども生産して
いる
・工場の生産能力は非常に高い。極論、
どれだけの量でも生産指示があってから1

日で作れる
・クレームは定番商品が多い（地域商品
や季節商品ではない）
・工場は愛知県にある

・愛知県にある（工場と同じ敷地内）
・在庫はある程度は持っているが、トヨ
タ生産方式に則り、基本的に抱えない方
針
・想定を超える緊急発注があると、在庫
切れしてしまうことがある
・物流は外部業者（宅急便）に依頼して
おり、特に問題ない
・倉庫から発送したら、１～２日で到着
する

２）エリアマネージャが適切な生産指示を出来ていない（なぜ？）
→エリアマネージャの能力に差がある（なぜ？）

→経験や勘で生産指示数を決めている（なぜ？）
→過去のデータを活用できない（なぜ？）

→①エリアマネージャを支援する仕組みがない ←真因
→②エリアマネージャの教育ができていない

１）小売店で消費者が商品を購入できない（なぜ？）
→小売店で在庫ゼロの状態が続いている（なぜ？）

→発注しても商品がしばらく届かない（なぜ？）
→TIIS製菓の倉庫在庫がなくなる（なぜ？）

→緊急発注が想定を大幅に超えることがある(なぜ?）
→エリアマネージャの生産指示数が需要より少ない ←真因

NO 対策内容 効果 実現可能性 工数・費用 リスク 総評

1 需給予測システムの導入 ○ ○ △ ○ ○

2 エリアマネージャへの教育実施 △ ○ △ △ △

3 倉庫を新設して在庫を増やす ◎ △ ×× × ×



インターンシップ参加者限定 特別案内

インターンシップ参加者限定イベント

「TIISほぼほぼ完全攻略講座」

TIIS選考プロセスの裏側大公開！
1年目社員と内定者による就活相談会

実施方法：オンライン＋録画配信
予約方法：マイページの予約フォームより受付



＜実施内容＞

◆社長スピーチ

社長自らTIISについて語ります！

◆仕事体感ストーリーワーク

実際に社員が体験したプロジェクトを追体験！

◆社員座談会

若手・中堅・ベテランの社員が参加！

会社説明会

インターンシップ参加者限定 特別案内



LINE友だち追加

TIISのLINEアカウントを
ぜひ友だち追加してください！

イベントの優先案内や
HPの更新情報をお届けします



LINE友だち追加

TIISマイページメニュータブより
LINE追加が可能です



著作権および（参加学生の）個人情報保護のため
下記行為を禁止します。

１．イベントの画面キャプチャおよび録画

２．提供する資料の転用
（参加者以外への転送、資料転載など）



＜リクナビへ会員登録されている方＞

下記ＱＲコードより
インターンシップの評価投稿にご協力ください。


