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まえがき

多様化するニーズ，価格競争の激化によりわれわれメー

カーは多品種，短ライフサイクル，少量生産に対応できる

体質への変革を求められている。すなわち，図１のように，

より早く市場のニーズに合った製品を投入〔製品投入時間

（Time to Market）のスピードアップ〕できる，設計ー製

造準備ー生産（量産化）体制の確立が課題となっている。

製品投入時間は，所要計画立案ー資材調達ー生産出荷ま

での時間（Time to Delivery/Time to Volume）と，製品

企画・設計ー設備設計・調整ー生産開始までの時間

（Time to Development）により構成される。

前者は ERP（Enterprise Resource Planning），SCM

（ Supply Chain Management），MES（Manufacturing

Execution System）など，さまざまな情報システムによ

り支援環境が整備されているが，後者の分野は，設計

フェーズまでの上流工程を支援する CAD（Computer

Aided Design），PDM（Product Data Management）と

いったツールが準備されているものの，上流から下流まで

の流れをすべてカバーリングできる情報支援環境が未整備

の状況にある。

本ソリューションは，製品企画・設計ー生産開始におけ

るさまざまな活動を，①製品品質の設計レベルからの作り

込み，②活動実行品質の安定化・改善，③リードタイムの

短縮などの視点から，総合的に支援する情報システム環境

を提供するものである。

以下に設計から生産開始までのプロセスと活用情報につ

いて述べる。

製品設計から生産準備・生産開始までの一連のプロセス

において，その実行品質，期間および初期目標の達成を左

右する情報は大きく二つに分類される。一つは既存の生産

ライン能力および製造ノウハウであり，製品の生産性・品

質および設備の能力設計・品質改善に活用される。もう一

つは新製品または改良製品の立上げプロジェクトに関する

改善ノウハウであり，図２のように，製品企画アイデア，

実行効率・品質および目標実行スケジュール策定に有効な

情報となる。しかし，多くの場合，上記ノウハウは担当す

る「人」に依存するケースが高く，暗黙知となりがちであ

る。このため実行メンバーのスキル（熟練度や経験した業

務内容と実行プロジェクトテーマ間の FIT/GAP性）に依

存しており，プロセス実行品質のばらつきや手戻り，実行

リードタイムの差となって表れてくる。
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図１　市場変化に伴う課題と現状ツールのカバー領域
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図２　企画・設計から生産までの流れと活用ノウハウ
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本稿では，図３に示すように，製品設計から生産準備・

生産開始までの活動サイクルにおける，品質改善，スピー

ドアップを目的とした総合支援環境の中核となる「生産能

力・製造ノウハウの収集と共有化を実現する『ライン情報

システム（MainGATE
〈注1〉

）』」「プロジェクト実行ノウハウの

収集と共有化を実現する『ナレッジフロー
〈注2〉

システム』」を

紹介する。

ライン情報システム「MainGATE」

２.１ システムの目的

MainGATE（Manufacturing information GATE）は，

加工組立型生産ラインの情報を管理するためのシステムで

あり，生産現場の「モノの見える化」を実現する。

生産現場における製造・保全部門では，設備プログラム

の一元管理ならびにリアルタイムで設備アラームや稼動情

報を集中管理することができる。また，過去の履歴がシス

テムに蓄積されるので，生産性向上や保全活動のための分

析に活用することができる。

生産技術部門では，本システムにより全社の生産設備情

報（台帳）の管理を行うとともに，設備の実際の稼動率や

サイクルタイムなど能力情報をリアルタイムで把握するこ

とができる。これにより，製品の設計から量産までの生産

準備段階における，最適設計および実行期間短縮を支援す

る。

２.２ システム構成

本システムにおいて対象とする設備は，生産ライン単位

での組立加工設備（工作機械，ロボットなど）群とその制

御装置，ツール，搬送装置などである。

本システムは図４に示すように次の 3 階層から成る。

現場情報収集システム

実績収集サーバ

全社サーバ

は設備情報を伝送する情報収集ユニット，無線 LAN

（Local Area Network）と情報収集ステーションにより構

成される。無線 LANはライン単位でアクセスポイント

（親機）と各設備にステーション（子機）を配置してネッ

トワークを形成する。設備台数に応じ，幾つかのラインを

一括して１台の情報収集ステーションで集中管理する。

情報収集ステーションでは設備ごとに定周期で稼動情報

データを収集する。プログラム類は１日に１回など，情報

に応じた収集周期を設定する。

実績収集サーバは工場ごとなど適切な管理単位で複数の

収集ステーションからデータを収集蓄積してデータベース

（DB）化するとともに，Web 形式で蓄積したデータの公

開，データ分析などのサービスを提供する。

中小規模の場合は のみで全体システムを構築するこ

とが可能であるが，実績収集サーバが複数ある場合は全社

サーバを設置して全社の情報を一元管理する。全社の生産

ラインの情報を現在稼動しているものだけでなく，その履

歴や休止中あるいは廃止されたものまで全社サーバにて

DB化することにより，新設・改造するラインに対する既

存設備の再利用の検討やシミュレーションを効率的・効果

的に行うことができる。

２.３ システム機能

２.３.１ 設備情報管理

対象とする設備の構成はラインごとにさまざまであるた

めに，ユーザーが自由に管理設備の構成を図５の画面イ

メージに示すようにツリー形式で編集定義できるようにし

（2）（1）

（1）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.75 No.6 2002

350（36）

〈注１〉MainGATE：富士電機の商標

〈注２〉ナレッジフロー：富士電機の商標
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図３　ディジタルファクトリーソリューションの位置づけ
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図４　ライン情報システム構成
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ている。また，一つのラインで複数のワークを加工する場

合にも対応した管理方式としている。

２.３.２ プログラム情報管理

制御装置の持つプログラムと付随するパラメータファイ

ル類をその履歴とともに管理する。そのために，定期的に

制御装置から DBサーバにプログラム類をアップロードし，

保存している最新のプログラムと比較し，その差分を蓄

積・表示する。これにより，設備にインストールされてい

る実プログラムと管理している情報が常に一致するととも

に，プログラムの変更をいつ行ったかが履歴として管理す

ることができる。

NC（Numerical Control）プログラムから，その構文を

解釈して切削条件の抽出と理論的なサイクルタイムを計算

する。切削条件を抽出し履歴管理することにより，プログ

ラムが意図どおりに作られているかのチェックならびにプ

ログラムを変更した場合，その主要因である切削条件の変

更が履歴として残る。理論的なサイクルタイムの計算は，

稼動情報から上がってくる実際のサイクルタイムとの違い

により，設備の能力（実力）やどこに問題があるかを分析

するのに役立つ。

２.３.３ 刃具情報管理

切削加工の場合，刃具は消耗品であり，品質面，コスト

面から寿命管理が重要となる。そのため，刃具の交換まで

の使用回数と切削時間の履歴を管理する。これらは分析し

やすいようにグラフ表示する。

２.３.４ 稼動情報管理

設備稼動情報の収集は設備ごと，収集項目ごとに周期を

設定することができる。通常，設備のアラーム情報は 1 ～

10秒程度で，刃具交換回数，サイクルタイム，加工数，稼

動時間，設備異常発生時間などの純然たる稼動情報は１～

60 分程度の周期で収集するよう設定する。同一のアラー

ムは発生時間と復旧時間にて履歴を管理する。

２.３.５ データ分析・グラフ表示

稼動情報は，CSV（Comma Separated Value）形式に

てユーザーのパソコンにダウンロードして好きなように加

工・分析することができる。

２.３.６ 他システム連携（NCシミュレータ連携）

NCシミュレータ，ラインシミュレータとのデータ連携

を実現する。

NCシミュレータとして DELMIA社の三次元（3D）シ

ミュレータ Virtual NCと連携した機能を実現している。

3Dシミュレータを利用することにより，ワークと工具と

の干渉のチェックやサイクルタイム，刃具使用時間，切削

量の算出など NCプログラムの事前チェックがより精密に

可視化して実施可能となる。一方，稼動中のプログラムで

問題が生じた場合，そのプログラムを NCシミュレータに

かけることによって，さまざまな分析や対策を仮想的に行

うことができる。

Virtual NCをベースに次のような機能を実現している。

複数台の工作機械，ワークピース，搬送ラインを連携

させたライン全体のシミュレーション（図６）

NCプログラムとパラメータファイルからシミュレー

ションデータを自動作成

シミュレーション結果を XML（eXtensible Markup

Language）形式で出力し，Web 形式でグラフ，表と

して表示

今後，NCシミュレータやラインシミュレータにより，

工程分割の最適化など，ライン設計の支援機能を充実する

予定である。

ナレッジフローシステム

３.１ システムの目的と概要

ナレッジフローシステムは，製品企画・設計から生産開

始までの生産準備業務の実行プロセスを支援するシステム

である。

本システムは，図７に示すように，①業務実行プロセス

を可視化する機能，②可視化されたプロセス情報を取り込

み，実際の業務実行を管理する機能，③業務実行の経過お

よび実行過程の活動情報（業務ノウハウ）を記録し，比較

分析を行う機能から構成され，各機能をシームレスに共有

する構造を持つ。

（3）

（2）
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図５　ライン情報システムの画面イメージ 図６　NCシミュレータによる生産ラインの表示例
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３.２ 業務実行プロセス可視化機能（Planner）

業務実行ルール，役割分担，実行時間を可視化する

BPR（Business Process Reengineering）ツールとして

コーレル社の iGrafx PROCESSを利用する。また，業務

の実行過程におけるデータの流れ図（DFD）を整理する

ツールと，業務を実行するために必要なフォーム（画面・

帳票）を作成するツールと合わせ，業務プロセスにおける

必要情報の整理を支援する。図８のように，本ツール群に

より整理された情報は，業務実行管理機能の基本データ

（ひな型）として取り込むことが可能である。

３.３ 業務実行管理機能（Manager）

可視化機能により整理されたひな型情報をもとに，実際

の業務実行を支援する役割を担う。ツールの構成は，実行

ルール，役割分担，実行時間および必要フォームに従い，

プロジェクト参加者の役割に応じ，必要な仕事を必要なタ

イミングで実行を促すワークフローを中心に構成される。

本機能では，図９に示す①今何をしなければならない

か？ を担当者に通知する To Doリスト機能，②プロ

ジェクトの進み具合を視覚的に把握できる進捗（しんちょ

く）管理機能，③次工程の担当者への前工程の完了通知や，

実行結果の承認依頼を電子メールにて通知し，またプロ

ジェクトメンバーへの伝達や，質疑・相談をパソコン上で

行えるコミュニケーション機能を有する。さらに，業務に

必要な図面・文書を格納・共有するドキュメント管理シス

テムとも連携が可能となっている。

３.４　実行結果分析機能（Analyzer）

業務実行結果を蓄積し，ベンチマークを行うことで，プ

ロジェクトの実行品質改善やリードタイム改善などを支援

する環境を用意するものである。

本機能は，①業務の開始，終了，待ち時間などを業務実

行記録にタイムスタンプし，プロジェクトごと・実行業務

単位ごとの実行時間分析や，図 のような複数プロジェク

ト間の実績比較が可能となる支援機能，②業務実行過程に

おける検討アイデアやディスカッション内容など，非定型

な業務ノウハウを検索・抽出可能な，ナレッジマネジメン

ト機能により構成される。

あとがき

本ソリューションは，設計・製造プロセスにおけるノウ

ハウ情報を必要なときに必要な人が「見える」環境，計測

可能な業務のベンチマーキングが確実に行える環境および

メンバーのスキル差を埋める環境を構築し，今後ますます

要求される経営のかじ取りのスピードアップを支える情報

システムの中核となるものである。
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図７　ナレッジフロー機能構成イメージ

図８　Plan：BPRツールによる業務の可視化

図９　Do：ナレッジフロー，進捗管理，To Do リスト

図１０　Check：ナレッジフロー，実績分析
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