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　まえがき

　国内産業の海外進出，特に中国や ASEAN（Association 
of Southeast Asian Nations）諸国への工場移転による国
内製造の空洞化への危機が叫ばれて久しいが，最近では，

新技術および高付加価値商品の投入により，海外移転から

国内回帰への方向が強まっており，国内拠点工場による高
品質な製造方式が必要になり，そのための新しい品質重視
FA（Factory Automation）による生産システムの概念構
築が求められてきている。また，海外製造の場合でも，高
品質を維持するために，製造の仕組みをパッケージ化して

海外移転するケースが多くなってきている。

　特に，食品・医薬業界は，従来から製造品質（および環
境）が最も重要視される業界であり，また，新商品の開発
が活発なことから，研究開発ラインをすぐに量産ラインへ

と移行するスピードも重要なファクターになってきている。

　すなわち，生産システムが大量生産から高機能・多様化
生産へと変革される時代において，経済的かつ省資源（低
エントロピー・エコファクトリー）の生産工場を志向し，

ユニバーサルデザインの視点で，生産・品質・情報の流れ

を空間設計した新しい品質 FAソリューションのあり方が

求められている。

　本稿では，品質 FAソリューションの概念と事例につい

て富士電機の取組みを紹介する。

　品質 FAソリューションの基本コンセプト

　品質 FAソリューションは，次世代工場のニーズを先取
りするものであり，ソリューションの基本コンセプトは，

①多品種・高信頼性，②安全性重視，③環境保全対応の 3
点にある。

　すなわち，従来の大量生産型 FAでは，大規模な生産制
御方式とコンベヤ搬送に代表されるような建屋全体と設備
を固定して最適化を図ることが主眼であったが，品質 FA
は，比較的小規模なセル構造を基本とし，生産品目の変更
にも柔軟に対応でき，かつ環境にも配慮した新しい FAラ

イン構築の概念である。

　この基本コンセプトを実現するために，品質 FAソ

リューションでは，以下のポイントを重視している。

（1）　開発から量産への移行時のシステム順応性を確保
　試作品開発のために構築したラインが，そのまま量産ラ

インへ移行できるような構造にすることを示す。

（2）　自律生産工程における管理制御システムと環境モニタ

リングシステムの一体化
　従来のような大量生産 FAから，生産量に応じて柔軟に

生産を調整対応できる自律的な生産システムを品質 FAは

目的としており，そのために一つの生産ユニット内（セル

構造）において，完結できる管理制御システムとその製造
環境を維持するための環境モニタリングシステムが一体化
されていることを示す。

（3）　ユビキタスセンサネットによる品質と作業管理の高度
化
　従来の大量生産型 FAでは，センタによる集中監視が基
本であったが，最近のセンサネットワーク技術の急速な技
術開発により，いつでもどこでも双方向で情報の管理（ユ

ビキタス）が可能になってきており，ユビキタスの核であ

るセンサネットワーク技術を用いた品質管理と作業管理の

高度化を示す。

　医薬分野における品質 FA課題

　適用事例である医薬製造分野では，開発・生産の二極分
化とグローバル化が急速に進んでおり，2002年の「薬事
法」改正により，以下の五つの視点が重要になってきてい

る。

（1）　「製造承認」から「販売承認」へ

（2）　開発型企業と製造型企業への分離
（3）　臨床試験体制の整備と国際承認
（4）　市販後調査など，安全管理体制の厳格化
（5）　医療機器審査の重点的実施
　さらに，GMP（Good Manufacturing Practice）が国内
だけでなく，世界的傾向に展開されつつある。世界的な流
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れとして，以下の項目が挙げられる。

（1）　FDA査察に必要な構成要素
　品質，製造施設，材料，生産システム，包装システム，

試験検査の連携が重要な要素となってきている。

（2）　プロセスの分析技術（PAT）の強化
　物理的・光学的・電子的オンライン分析センサによる監
視・制御・評価計測
（3）　文書化システムの確立
　この点では，21CFR Part11（コンピュータ電子記録・

電子申請）が重要なテーマとなってきている。

　このような傾向の下で，製造工場の課題は，以下の二つ

の視点に集約される。

　①　製造現場プロセスからの製造情報の統合管理
　②　経営からの製造現場情報の「可視」化
　これらの視点を実際の生産ラインで実現するためのキー

ワードは，「品質」と「環境」である。このような流れの

中で，特に品質面で留意しなければならない課題は，図 1

に示すように，以下の六つの点がある。

　① 　健全性（製造設備が間違いなく正しく動いているこ

と）

　② 　設定の可視化（装置設定条件を容易に把握できるこ

と）

　③ 　解析（生産結果，検査結果が解析できること）

　④ 　ヒューマンエラー（人的ミスを未然に防止できるこ

と）

　⑤ 　記録（生産状態・条件を記録に残すこと）

　⑥　予防保全（生産設備の予防保全ができること）

　以上の点を，品質 FAは基本理念として掲げており，こ

れらは，FDAの提唱している PAT（Process Analytical 
Technology：物理的・光学的・電子的オンライン分析セ

ンサによる監視・制御・評価計測）に通じるものである。

　品質 FAソリューションの体系

　ここでは，医薬製造業向けを対象にした品質 FAソ

リューションを述べる。

　製造環境を品質 FAの理念に沿って実現するためには，

さまざまな取組みが必要である。具体的には，

　①　環境負荷を軽減するための仕組みがあること

　②　作業環境を維持し制御できる仕組み

　③　食品・薬品分野に欠かせない殺菌・滅菌の仕組み

　④　製品品質を検査・管理できる仕組み

　⑤　生産管理・装置を柔軟に構築できる仕組み

　以上の中で，本稿では，②の作業環境制御と，④の品
質検査・管理の二つの点で，富士電機の品質 FAソリュー

ションへの取組み事例を紹介する。

4.1　作業環境制御ソリューション

　富士電機では，特に医薬分野向けに製造環境の状態を維
持管理するため，環境センサによるモニタリングシステム

と一定の無菌クリーン環境の下で生産を行うための無菌ア

イソレータを試作した。

　図 2に，環境センサおよび環境モニタリングシステムの

構成を示す。環境センサは，パーティクル，温度，湿度，

室圧（差圧）を同時に計測できるものであり，製造環境の

均一性を常時モニタリングできるものである。

　従来，クリーンな製造環境を計測するためには，高価な

パーティクルセンサ，温度・湿度センサなどを個別に用い

る必要があり，オフラインでその都度計測するしかなかっ

た。しかし，このセンサにより，製造環境を必要な箇所で，

常時モニタリングすることが可能となり，製造環境の維持
管理を向上させることができる。

　次に，無菌アイソレータの概要を図 3に示す。医薬品
（シリンジ，バイアル瓶など）の製造環境の品質を維持す

るためには，製造物へのオペレーターの防曝（ぼうばく）

を主目的とするハザードタイプと外部環境から製造品目へ

のバイオハザードを主目的とする無菌アイソレータタイプ

の二つがある。

　特に，製造品質を精密に維持管理するためのシステムで

ある無菌アイソレータは，品質 FAを実現するための典型
的なモデルである。アイソレータは，必要とする無菌操作
の管理区域を最小限にとどめ，汚染の原因となる「人」を

製造環境から排除することにより，高度な無菌環境を維持
（無菌バリア）するもので，医薬試験・製造設備に使用さ

高品質維持の
ポイント

予防保全

生産設備の予防保全が
できること
→シックスシグマ
　による予測と診断

健全性

製造設備が間違いなく
正しく動いていること
（設備の健全性の保障）

解析

生産結果，検査結果が
解析できること

ヒューマンエラー

人的ミスを容易に防止
できること

記録

生産状態・条件を記録
に残すこと

設定の可視化

装置設定条件を容易に
把握できること
�技術設定
�生産設定

図1　品質 FAにおける品質管理の視点
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図2　医薬品工場環境モニタリングシステムの構成
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れる目的で開発したものである。

　富士電機のアイソレータ方式の特徴は，下記である。

（1）　封じ込め技術（①遮断性，②評価・検証）

　アイソレータにおける空間的遮断性および均一性の評価
例を図 4に示す。

（2）　内部除染技術（①殺菌方法，②内部環境制御）

　内部除染技術としての殺菌技術において，富士電機では，

オゾン殺菌などに取り組んできているが，最近では，非加

熱かつ液体を使用しない電子線滅菌技術の開発にも取り組
んでいる。

（3）　構造体の最適な空間設計（ダブルウォールなど）

　富士電機では，原子力分野におけるグローブボックスの

技術と経験を生かして，アイソレータの構造体の最適な設
計技術として二重壁（ダブルウォール）技術を確立してお

り，外部環境と遮断された均一な製造空間が実現できる。

4.2　品質検査・管理ソリューション

　富士電機は，30年以上前から，パターン認識技術の将
来性に着目し，食品，医薬品，半導体，印刷，自動車，機
械，鉄鋼，金属，農業など各産業分野の製品・材料の外観
検査や品質トレーサビリティへの技術開発を行ってきた。

　品質 FAソリューションを実現するにあたって，画像
による品質検査は，表１のようにさまざまな目的があるが，

特に最近では，製品の安全性への要求の高まりから，製品
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（作業指示）
�指示書
�バリデーション
　タイミング

（製造環境計測センサ）
�温度
�湿度
�パーティクル
�室圧
�滅菌ガス濃度

（プロセスデータ）
�投入原料
�良品ロット
�回収不良品

アイソレータ本体
（密封構造と材質） ±0Pa

適正な室圧設計

排気ファン
二重HEPA

FFU －250Pa

照明

滅菌洗浄ノズル
－100Pa

RTP（外部調達）

ホッパ

グローブボックス

不良品 フィーダ

エアロック式
搬送部

（パスボックス）
コンベヤ

良品 可動扉

排水口

プロセス管理システム

製造環境センシング
（温度，湿度，パーティクル，室圧，ガス濃度）

給気・排気・除湿設備
ダウンフローによる拡散粉体押込み

（シミュレーション）

給気ファン

NC

洗浄方法（集じん・水洗）

滅菌方法（時間とガス条件など）

DF 細粒

次工程への搬送
機構と密封構造

許容暴露レベルの測定と管理

ドラム

内装機器管理

図3　医薬品製造ライン向けアイソレータ

ライン仕様例

材　　質 SUS307，ラミネートガラス，PC，天然ゴムなど

設置環境 外部環境：クラス10万対応

圧　　力 0～50Pa，モニタリング付制御

空調方法 換気回数90回/h×温・湿度制御

制御方式 インジケータ付パワー/ファン，各種警報付

滅菌方法 オゾン＋紫外線滅菌

概略寸法 （例）W1,860×D950×H2,200（mm）

風速分布評価例（0.3m/s±20％以内）

図4　無菌アイソレータの性能評価 表1　無線タグの応用分野

分　野

セキュリティ

効率化

防犯，追跡

品質，予防保全，
防災，過失防止，交通

製造品質管理，トレーサビリ
ティ，工程管理，物流管理

効率化

適用目的

設備点検，改ざん防止，
設備追跡管理

社会ニーズ

環境負荷軽減 汚染防止，不法投棄，
負荷軽減

サービス マーケティング

在庫管理，設備管理，
作業効率化

廃棄物管理，エネルギー管理

施設管理，人員・作業員管理

セーフティ
（安心，信用）
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の品質リスク管理という関連での導入機運が高まってきて

いる。

　富士電機の技術の特徴は，「高速処理性能」と「微細検
査性能」にあるが，最も大きな特徴としては，長年培って

きたエンジニアリング力により，多くの産業分野に納入実
績を持っている点にある。

　この種の画像検査装置は，画像処理だけではシステムと

して完結しないので，最終的な適用形態は，用途ごとの専
用機という形態をとることが多い。

　富士電機の代表的な専用機としては，医薬分野への適用
として，細粒体の混入異物を検査する細粒検査装置，およ

び特殊分野として，貨幣の表面検査を高速に行う貨幣検査
装置などがある。

　細粒検査装置の外観を図 5に示す。細粒検査装置は，細
粒をホッパから供給して，回転ドラムに細粒体を一層化し

て搬送し，上部のラインセンサカメラにより細粒内の異物
を自動検査するものである。検査対象は 200 µm以下の黒
色異物で，処理能力は 40 kg/h以上である。

　次の例として，貨幣検査装置の外観を図 6に示す。これ

は，製造直後の貨幣の表面良否を，エリアカメラにより自
動検査するものである。検査対象は，通常貨幣の表面状態
の欠陥（きず，汚れ，欠け，変色など）であり，処理能力

は，850枚/分である。

　 ユビキタスセンサネットワークによる品質 FA
ソリューション

　医薬製造分野に代表される品質 FAソリューションに加
えて，産業界全般においてユビキタス技術を用いて，品質
と安全・安心および効率化を追求するセンサネットワーク

ソリューションへの取組みが活発になってきている。わが

国の総務省などが推進している「u-Japan」構想に基づい

て，富士電機では，生産品質とセキュリティをより追求す

るための品質 FAソリューションとして，アクティブ型セ

ンサ付 RF（Radio Frequency）タグによるセンサネット

ワークソリューションの技術開発を中心にして，品質維持
と安全・安心な製造の仕組みを実現するためのシステム開
発を行っている。

5.1　センサネットワーク技術の応用分野

　富士電機では，「品質」「安全・安心」「効率化」をキー

ワードに，センサネットワークの産業応用を推進している。

5.2　アクティブ型センサ付RFタグへの取組み

　富士電機では，長年培ってきた無線技術とセンサ技術を

融合して，315MHz帯の微弱無線領域を使ったアクティ

ブ型センサ付 RFタグを開発している。

　この RFタグの特徴は，タグ自身から電波を発するため，
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①検査対象：200　mφ以上の黒色系異物（白色系細粒時）
②搬送速度：33.7ｍ/min
③処理能力：40kg/h
④簡単洗浄構造：１ロットの検査が終了するごとに，搬送部や
　周辺部品を簡単に取り外して洗浄できる構造

図5　医薬品用細粒異物検査装置

図6　貨幣検査装置

表2　富士電機のRFタグ仕様と特徴

基本機能　①金属対応　②複数一括読取り
特徴機能　①各種センサ機能搭載　②メモリ機能・容量の選定

RFタグ仕様

タグ用リーダ・ライタ仕様

センシング種類

メモリ機能

磁気センサ機能

振動センサ機能

温度センサ機能

仕様・説明項　目

コイン形リチウム電池電　源

�適合規格：電波法/微弱電波機器
�周波数　：315，950（MHz）
�変調速度：19.2kbps
�電界強度：500　V/m以下
　　　　　　（距離3mにて）

送信電波

－10～＋50℃動作温度範囲

コイン形リチウム電池電　源

�RS-232C，RS-485，USB
�特小無線（中継用）
�LAN

上位通信
インタ
フェース

湿度センサ機能

超音波センサ

位置通知機能

＜受信機＞
RFタグ（親局）

＜送信機＞
RFタグ・本体

16ビットIDを送信
（微弱無線）

図7　RFタグの基本構成
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電波の到達距離が長く電波環境が比較的良くない環境でも

使用できることと，無線技術とセンサ技術を組み合わせる

ことにより，現場情報をワーク単位でリアルタイムに収集
できる点にある。さらに，用途ごとにセンサの種類や検出
ソフトウェアを最適に作り込めるカスタマイズ性も特徴で

ある。

　アクティブ型センサ付 RFタグの基本ユニットを図 7，

基本仕様を表 2に示す。

5.3　センサネットワークによる品質 FAのビジネスモデル

　図 8に，富士電機が考えるセンサネットワークによる品
質 FAのビジネスモデルを示す。

　原料生産から消費者に至るまでの製造品質とトレーサビ

リティを追求するためには，従来の中央監視的なアプロー

チではなく，現場や製品それ自体に，自律的な情報発信・

受信能力を持たせ，自律分散かつアドホックなネットワー

クにより，現場レベルでの完全な分散システムを構築する

ことが必要である。

5.4　アクティブ型センサ付RFタグの応用

（1）　振動センサ付 RFタグ

　加速度や衝撃（振動）をリアルタイムで計測し，その計
測データを外部のリーダへ無線伝送するものであり，用途
として，輸送中の精密機械への衝撃を計測して，異常の場
合にアラームを出す用途や，高速回転するモータの回転性
能を診断する用途など，振動データを自動計測・無線伝送
する用途は非常に多い。概念を図 9（a）（b）に示す。

（2）　温度・湿度センサ付 RFタグ，その他
　製造環境の温度・湿度変化を自動計測する RFタグや冷
凍車・冷凍コンテナの温度を自動計測する用途など，振動
と並んで，温度・湿度計測用途も多様に考えられる。

　さらに，磁気や赤外線，照度などを計測する RFタグも

開発済みであり，品質を維持するためのセンサネットワー

クデバイスとして，今後，広く産業界全般への適用拡大が

期待できる。

　あとがき

　品質 FAソリューションについて，食品・医薬分野への

適用，およびユビキタス社会に向けたセンサネットワーク

への取組みなどを中心に，富士電機の取組みを紹介した。

　低成長下での品質維持のための新しい製造 FAのあり方
を追求し，需要変動や在庫削減による経営体質の強化に取
り組むためには，情報技術と画像，無線，および搬送系な

どを融合した全体最適が重要である。今後もより一層顧客
ニーズに密着した FAソリューション体系を整備するとと

もに，より高度な製造 FAシステムを開発・提供していく

所存である。
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トレーサビリティ確保
情報共有基盤への情報提供
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図8　RFタグ応用の基本ビジネスモデル

事例（ａ）設備診断

事例（ｂ）輸送品質管理

温度センサ付
加速度センサ付
RFタグ

プラント，発電所の各機器にRFタグを設置し，おのおのの稼動状況，
健全性判別のためデータ取得をする。遠隔作業が可能となり，巡視員の
安全を確保する。

加速度衝撃センサ付
RFタグ

精密機器

輸送⇒設置までの
トレンド記録

工場搬出～輸送～据付け間で受けた　値をサンプリング，記録し，据付
け前にデータ読取・確認して，現品の輸送品質・機能を保証する。

回転機群の保全，
健全性の判別
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図9　RFタグの適用例
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