
モノづくり領域における
マスカスタマイゼーション実現支援サービス

モノづくり領域におけるマスカスタマイゼーション/多品種少量生産の実現には、ビジネス

ニーズに合致するビジネスモデル・生産方式・テクノロジーなどを見直すことで、制約条件

を緩和すること重要となります

マスカスタマイゼーションとは、一品一様の

カスタム製品を大量生産（マスプロダクショ

ン）の生産性で提供するという概念です

カスタム化が進む中、モノづくり領域にお

いて、多品種少量製品を効率よく作ろう、と

いう取り組みは今も多くの工場で行われて

います。

しかし、この製造業における永遠の課題

の解決は容易ではありません。それは生

産にはカスタマイズ度と生産性には負の相

関関係があり、それらを両立させるために

はそれぞれ製造制約となっている事項を解

決する必要があるためです。製造業におい

てマスカスタマイゼーション／多品種少量

生産を実現するためには、ビジネスモデル

／生産方式など抜本的に生産モデルを変

更していく必要があります

製造におけるマスカスタマイゼーション実現の主な項目
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 ビジネス特性を考慮して、効果的なモデル（デカプリングポイント、
出荷ポイント、見込/受注生産など）を選択することで、カスタム化
の在庫リスク、リードタイム伸長をコントロールする

 製品の工程/プロセスのフローを考慮して、搬送回数、近接性、レ
イアウト上の条件を加味することで、Material、Machine、Manな
どリソースの最適化を図る

 製品の仕様を顧客要求仕様で受けるか、多様な品揃えの中から
の選択にて受けるか、ビジネスニーズと生産制約の相反する要
件から最適な手法を定義する

 製品の要求数量、及び要求された納期に合わせ、適正な生産
ロットサイズを設定することで、最適なプロセスのLead Timeを設
定し、納期遵守率の維持・向上を実現する

 製品の生産拠点や内作/外作の検討では、自社製品の強い/コア
コンピタンスとなる部位の選定があり、標準原価・リードタイム・品
質などの基本KPIを満たす生産拠点を選定する

 最新テクノロジの活用は、生産制約を緩和し、ビジネスニーズを
満たす可能性のある革新的なものがあり、それら多種多様な最
新技術を実際の生産現場へ適用する
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マスカスタマイゼーションにおける製造制約
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製造LTが長い
製造コストが高い
カスタマイズの自由度が高く、リード
タイム・コストを圧縮できない

個別仕様を取り込めない生産ライン
一定生産量の確保
QCDを高いレベルで維持するため
に必要不可欠な標準化・簡素化

個別受注生産における制約

大量生産における制約

マスカスタマイゼーションの実現によってど

んな目標を達成するのかを設定し、その上

で生産モデルの要素を設定します

まずはマスカスタム化においてどんなビ

ジネスニーズを満たすのかを検討する必

要があります。顧客仕様をどこまで受け入

れ、その中でどのレベルまでコスト・リード

タイムを圧縮する必要がるのか。

競合との差別化をはかるために、どこまで

自社のプロセスを改革する必要があるかの

目標設定が重要となります。その上で、ビジ

ネスモデル／生産方式／製品仕様／LT・

ロット／生産拠点／テクノロジなど生産モデ

ルを決定する要素を個別に吟味していきま

す。ただし、そこには様々な生産制約が存

在しており、簡単にはビジネスニーズ・目標

を達成することはできません。そのため、生

産制約となっている条件を除去し、必要な

投資は人・設備・デジタルに対して積極的

に実施していく姿勢が重要となります



業務革新の進め方

デロイト トーマツコンサルティングのサービス概要

マスカスタム対応に向けた業務革新では、

製造ラインの全体最適化が必須であり、改

革プロセスを回し続ける必要があります

製造管理業務は、更新トリガーを起点に、

①-④を１サイクルとして策定します。

①製品設計上の検討：モノつくりの肝で

あり、工程設計や原価のベースを策定

②生産/生産管理方式：①に基づき、

モノの流し方や情報系の管理を設計

③レイアウトプラン：①、➁生産に基づき、

製品特性や生産性から工程の近接性

建屋仕様を考慮してプラン策定

④配置人員計画：①-③に基づき、工場/

ライン/フロア/工程別適正人員を算定

DTCでは生産準備・工程設計段階にてマ

スカスタム化への構想・設計・実証を行う

サービスを提供しています

マスカスタム化への挑戦は社内の一大プ

ロジェクトになります。そのため、しっかりと

した構想を築き、目指すべき生産方式を実

現していく推進するプログラムが必要となり

ます。

デロイト トーマツ コンサルティングでは製

造管理の業務革新に必須となる構想策定

からお客様と共に描くサービスを提供しま

す。

◆運用時のワンポイント ： 更新トリガーを予め洗い出し、周知すること‼

更新トリガー
変化点、Gap拡大など

• 作業分類の適正化

• スキル別制約条件の

• 明確化

• 作業頻度の適正化

• エリア別工数の適正化

• 配置人員の最適化

• 配置の適正化

• 運搬距離/頻度適正化

• 機能毎の近接性適正化

• 配置上の制約条件明確化

• スペース効率の最適化

• 加工組立の生産性(DFM)

• 検査精度向上＆効率化

• 原価低減

• コアコンピタンスの醸成

• 製造期間短縮

• 1個流し/小ロット

• 省人化

• 平準化生産

• 管理ポイント削減

• 情報管理の高度化

• 良品率向上の仕組み

④
配置人員
計画策定

②
生産方式
設計・検証

③
レイアウト
プラン策定

①

ビジネス
モデル検討

＜構想段階＞
ビジネスモデル検討

KPI設計の支援

＜設計段階＞
モノづくり領域での

生産方式設計の技術支援

＜実証段階＞
検証実験の準備支援
検証結果の分析支援

顧客仕様 設計 生産準備（部材調達） 生産準備・工程設計 製造 保守試作

生産方式整備（作業環境/
生産システム環境）の検討支援

再測
再検

量産

生産管理方式（生管/情報
管理の環境）整備の検討支援

調整

DTC支援サービス

測定
検証

必要性の醸成
・

隘路など
対象工程選定

目指す姿
設定
・

KPI設計

ＳＬＰ(Systematic layout planning）
にそった製造レイアウト整備

上記3件の施策をベースに
最適人員配置計画

４Mに関する
ライン調査・ログ分析
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