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組立加工系製造ソリューション

殿原　秀男（とのはら　ひでお）

殿原　秀男

製造業の業務コンサルティングに

従事。現在，富士電機システムズ

株式会社 e-ソリューション本部
PIA統括部ソリューション一部担
当課長。

　まえがき

　組立加工業という分類は，文字どおり製品の製造プロセ

スに「組立」と「加工」の要素を含んだ業種を指すが，そ

の工程を厳密にみると，熱処理や成形といった「プラン

ト系」といってよい工程を含む場合が多い。つまり，「最
終的に部品を組み立てることで製品を完成させる業種」と

いったほうが分かりやすい。一般に，自動車や機械製品，

精密，家電などがこの分類の代表格である。つまり，そこ

にはきわめて多種多様な「ものづくり」が存在し，「製造
にまつわる課題」も同様に多岐にわたっている。また仮に，

同じ販売価格帯で，その機能もほぼ同じクラスの製品の

つくり方をメーカー別にみると，その工法，手順などは異
なっている。ものづくりの手法が各メーカーで別々に生ま

れ，決してすべてではないが，その核たる部分が固有のノ

ウハウとして受け継がれてきている。

　したがって，この組立加工業で製造ソリューションを展
開する場合，まず各社固有の製造に対する考え方を理解
することが必要である。そのうえで，ラインやセルなど一
連の製造工程の仕組みや，人が介在する作業の流れの詳細
を把握し，問題解決を進めることが肝要である。また，業
種横断的な共通課題を見つけ，経験を蓄積して，ソリュー

ションを展開することも，提案に柔軟性を持たせる意味で

重要である。

　本稿では競争激化が著しい組立加工業が持つ共通課題
に着目し，MES（Manufacturing Execution System）と

PLM（Product Lifecycle Management）の 2軸で解を求
め，情報システム（パッケージ製品とその組合せ）という

かたちで具現化したソリューションについて述べる。

　組立加工業の課題

　自動車や家電など，消費者向けの製品を製造する業種は

組立加工業の中でも生産量や品種が多く，国内外におけ

るシェア獲得のための競争も激しい。製品の素材をみても

金属，樹脂，ゴム，ガラスなど，多様であり，加えて，生

産設備などのインフラストラクチャーを含めると，きわめ

て広範囲の製造産業がこれらの業種を支えているといえる。

したがって，一見，自動車や家電と無縁な業種も，実際は

この終わりなき競争にいくばくかの（または多大な）影響
を受けていることがある。

　そういった視点で以下にその代表的な課題をあげる。

2.1　リードタイム短縮（スピードの向上）

　一連の作業にかかる時間を短縮するということだが，自
動車を例にあげると，「顧客が注文してから納車されるま

での時間」と，「新型車を企画し，量産を開始するまでの

時間」（開発期間）の短縮が課題となっている。前者はむ

しろサプライヤーの課題であり，後者は自動車メーカー内
部の課題である。「開発期間」は，市場への新車投入競争
が激化する中，「マーケットニーズを商品化するまでの期
間」と読み替えると，販売成績に直結する問題となり，自
動車メーカー各社で課題としての優先順位は高い。ここ

10年をみても自動車の開発期間は半減したといえる。同
時に開発部門の人員も増強され続けている。事実，4年に

一度のモデルチェンジがほぼ 2年に一度となり，なおかつ

新型車の発表は増加の傾向にある。あまりモデルチェンジ

をしない欧米のメーカーも，マーケットニーズに押され，

徐々にその間隔を縮めている。この傾向はデジタル家電の

業界でも顕著である。

2.2　品質向上とトレーサビリティ

　「品質向上」は，これまで行われてきた品質管理をさら

に高度化，自動化することである。先に述べた機種の増
加に伴う課題といってもよい。短期間で開発した製品の品
質を量産において，これも短期間で安定させることはきわ

めて難しい課題である。一方，「トレーサビリティ」は製
造履歴の追跡能力である。つまり，品質に不具合が起きた

場合，その影響範囲を即座に把握し，速やかに回収，修復
することであり，製造損失を最小限にとどめるものである。

仮に品質問題を起こした製品を誤って出荷してしまえば，

その製品のみならず企業のブランドイメージを大きく損な
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うことになりかねない。近年では，従来からいわれてきた

「生産工程における品質のつくり込み」から，「品質問題を

起こさない設計の確立」へと品質保証を伴う業務を上流工
程に拡大させる取組みが試行されている。

2.3　ノウハウの蓄積

　自動車，家電といった製品はノウハウのかたまりである

と言われる。機能部品で構成されるという性質上，個々の

部品を設計，製造するノウハウ以外にも部品を統合して製
品とする「すり合わせ」のノウハウ（技術）や，常に性能
を向上させていくノウハウ（知恵）などが積み上げられて

製品が構成されている。そして多くの場合，ノウハウは熟
練技術者や開発者自身に蓄積されている。問題はこの「ノ

ウハウ」の資産化と再利用である。背景に 2007年問題と

いわれるベテラン人材の大量退職や，生産拠点の海外進出
における現地リソース（装置や人）での品質確保などがあ

り，これも緊急課題と認識されている。

　ソリューションの考え方

　前述した課題を解決する打ち手を考えるとき，課題の意
味と，課題どうしの関係（課題の構造）を把握することで，

その方向がみえてくる。図 1に，課題の関係を示す。ス

ピードを向上させるためにはそのためのノウハウや仕組み

が必要である。品質向上も同様である。いずれにしてもノ

ウハウ（技術，知恵）は不可欠である。しかし，スピード

と品質の向上は背反し，どちらを優先するか，妥協点を見
いだす関係になっている。

　これはゆっくり生産すれば良い製品ができるということ

ではない。速く生産（加工，組立）することが，作業ミス

やチェック漏れを誘発し，結果として品質が損なわれる可
能性が高くなるという考え方によるものである。

3.1　課題をプロセスに展開

　スピードと品質，それぞれを向上させられるポイントが

どこにあるかを，ものづくり全体の流れの中で考える。こ

れが PLMという考え方である。製造工程におけるむだ取
りは，各社独自の製造方式により，秒単位で管理されてい

る。また，これを継続的に維持，向上させる仕組みはす

でにある。となれば，設計，試作，生産準備といった業務
を短期間で終える仕組みが必要である。一般的な PLMソ

リューションはこの業務領域に三次元 CAD（Computer 

Aided Design）を投入し，三次元モデルによる設計情報
支援を解として提供している。開発段階における用途別
の図面情報を一元化し，生産検討や見積り，構造解析など

に流用することで，作図，承認，出図のリードタイムを削
減し，誤記による作業の手戻りを抑止している。1990年
代後半からこのような取組みが各社で急速に行われてき

た。ただ，このソリューションはあくまでもスピード向上
を狙ったものである。

　PLMの視点で工程品質の変化をみるとき，設計情報が

製品（部品）に転写されるとき（加工，組立されるとき）

に最も誤差を生じやすいことが分かる。誤差とはその累
積によって品質を損なう可能性を持つ因子である。つま

り，CADデータが NC（Numerical Control）データを介
し，さらに装置や治工具を介してワーク（加工対象物）に

伝達（加工）されること，または，組立作業（とりわけ品
質に影響を及ぼす作業）が「人」によって実行されること

が品質の良否を決定するネックになっている。設計者と製
造作業者の両方にヒアリングすると，組織間の障壁という

こともあるが，その役割において責任の所在がこの重要な

工程を境に二分されている。無論，シミュレーションを用
いた事前検証はされているが，現在の技術ではまだ十分と

はいえない。あくまで理論上の検証であり，実際の製造工
程における細かな制約や能力のばらつきを反映しきれてい

ない。

3.2　製造工程からのフィードバックサイクル

　そこで，実際の製造工程における加工や組立の実績，設
備の稼動や実装されているプログラム，人が行った作業の

実績，また，それらの結果としてつくられた製品の段階的
な品質データなどを，「転写実績」として，逐次開発技術
者に報告する仕組みが必要になってくる。開発技術者は転
写実績と設計情報の差異を把握し，これを是正する対策を

次の設計に織り込んでいく。このサイクリックなシステム

は，図 2に示すMESという考え方である。プロセス系製
造業で発展したMESは，この数年，組立加工業の大規模
な工場で，徐々にではあるが試行錯誤を繰り返しながら従
来の製造実行システムという枠組みを越えた位置づけで浸
透しつつある。

　後述するMainGATE-Assemblyによるソリューション
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では，PLMやMESなどの考え方をつなぎ合わせ，組立
加工業の課題を解決する切り口と製品群の機能を解説する。

　MainGATE-Assembly によるソリューション

　図 3に示すとおり，企画，設計から下方に伸びる業務の

流れと，生産という横方向の業務の流れが，製造という工
程で交わる部分（設計情報の転写領域）にループ状の情報
流をつくるパッケージシステムである。個々のシステムは

単体として機能し，既存のシステムとの連携も可能である。

以下でその組合せによるソリューションを紹介する。

4.1　 品質トレーサビリティと設備情報管理

　図 4に示すとおり，多種の機械加工設備が連続するラ

インで，設備側の情報と製品の情報を収集し，これをひ

も付けるかたちで製造管理者，品質管理者，設備管理
者，生産技術者らが共有する。機械加工工程での品質問
題を可視化することで，抜本的解決を促し，その成果
を確認できるシステムである。MainGATE/PIMは機械
加工設備に特化したシステムだが，品質情報履歴システ

ムであるMainGATE/QTは，プロトコル変換機である

MainGATE/FiTSA同様，組立，成形など，工程を選ば

ない汎用性がある。プラント系製造ソリューションで紹介
しているMainGATE/PPAと連携し，鋳造，熱処理工程

への適用もできる。以下に個々の機能を紹介する。

（1）　MainGATE/QTの機能 
　（a）　トレースフォワード，トレースバック機能
　　製品や部品の製造情報を表示する。

　（b）　オフセット（時間）検索機能
　　特定の時間範囲に該当する製品や部品を検索する。

　（c）　アンドン機能
　 　各設備の稼動状況（稼動，停止）や，操業状況（計画
数，出来高）を表示する。

　（d）　品質履歴管理機能
　 　製品のロットや工程を指定し，品質，作業情報を検索
表示する。

　（e）　管理グラフ機能
　 　エックスバー R管理図，散布図，度数分布図で品質
履歴を表示する。

　（f）　グローバル &フレキシブル機能
　　Web環境でデータの検索，閲覧ができる。

　　ログイン時に画面表示言語の切替えができる。

　 　検索したデータを CSV（Comma Separated Value）
形式で出力できる。

（2）　MainGATE/FiTSAの機能
　（a）　収集定義機能
　 　データの収集タイミング，種別，編集方法，上位通信
のタイミングなどを指定できる。

　（b）　収集・送信機能
　 　収集定義に従い，ロットごとの製造実績，品質情報，

作業者名などをドライバ経由でリアルタイムに収集，送
信できる。

（3）　MainGATE/PIMの機能
　（a）　データ収集機能
　 　データ収集項目や収集周期はユーザー設定が可能で，

設備情報管理，刃具情報管理，稼動情報管理などを行う。

　（b）　データ蓄積機能
　 　生産準備業務に活用できるデータ（切削条件，サイ

クルタイム，プログラム，プログラム変更差分，刃具交
換）の自動抽出とデータ管理を行う。

　（c）　各種モニタリング機能
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　 　操作盤モニタリング，サイクルタイムモニタリングを

行う。

　 　図 5に MainGATE/QT，図 6に MainGATE/PIMの

操作画面を示す。

4.2　開発業務支援と生産技術情報管理

　設計や生産技術の業務を一連のプロセスとして管理し，

製品設計から設備設計に至る過程で前述の CADに代表さ

れる設計支援情報と補完しながら業務を支援し，そのノウ

ハウやプロジェクトにおけるアウトプット情報を蓄積，再
利用するシステムである。人が持つノウハウをデータとい

うかたちで共有するだけでなく，4.1節で述べたシステム

を閲覧しながら業務を実行することで，実データをサイ

クリックに活用し，新たなノウハウを蓄積できるシステ

ムである。MainGATE/KFのコンセプトは，業務プロセ

スの見直しを継続的に行い，繰り返し改善を実施すると

いった BPE（Business Process  Engineering）という考
え方に沿っている。一方MainGATE/PDSは，生産準備
業務のアウトプットデータを時系列で活用する DM（Data 
Management）である。図 7に示すとおり，「ノウハウ」

をシステムに蓄積するとき，業務におけるコミュニケー

ションと，結果としてのアウトプットの両方を対象としな

ければならないと認識している。以下に個々の機能を紹介
する。

（1）　MainGATE/KFの機能
　（a）　業務プロセスエンジニアリング機能
　 　業務プロセス作成ツールで記述したモデルをそのまま

ワークフローエンジンのプロセス制御情報として取り込
むことができる。各業務に必要なデータ項目の入力と出
力を定義することで，対象の業務プロセスで必要となる

データの一覧を整理することができる。また，データ項
目の属性，マスターリンク情報，演算情報を定義するこ

とで，そのままデータベースを生成することができる。 
　（b）　ワークフロー機能
　 　委任，飛ばし，差戻し，取戻し，中断，再開，中止な

どの基本アクティビティを定義でき，異なるバージョン

の業務プロセスを並行管理できる。

　（c）　進捗（しんちょく），負荷管理機能
　 　一覧表，プロセスモデル図，ガントチャートで業務を

表示する。

　（d）　業務履歴分析機能
　 　表示項目や種類を組み合わせてグラフ表示し，グラフ

のひな型も設定できる。

　（e）　ディスカッション機能
　 　利用者どうしのディスカッションのほかに，ワークフ

ローの業務とリンクしたディスカッションができる。

　（f）　ナレッジ検索機能
　 　実行中の業務に関連づけた検索，抽出機能で，利用者
の検索作業を支援する。

（2）　MainGATE/PDSの機能
　（a）　データ蓄積機能
　 　生産準備業務のプロセスに沿ったかたちでデータを入
力することができる。

　（b）　帳票出力機能
　　帳票のひな型を登録し，入力したデータを出力する。

　（c）　データ検索機能
　 　入力されたデータを，製品，部品，エリア，設備，治
工具，仕様などで多角的に検索できる。
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図6　MainGATE/PIMの操作画面
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図7　生産準備業務におけるノウハウの蓄積・再利用

図8　MainGATE/KF の操作画面
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　（d）　多国語対応機能
　 　言語変換テーブルにより，外国語登録・表示ができる。

　図 8にMainGATE/KFの操作画面を示す。

4.3　 工程管理および在庫管理ならびにオーダ作成およびス
ケジューリング（製造計画立案）

　自動車や家電の部品を製造する組立加工業では，多くの

場合，この作業をベテランの製造現場管理者が行っている。

おおむねベテランの判断は正しく，破綻（はたん）がない。

製品に対する知識と，装置や人，協力工場などの制約条件
を把握しているからである。しかし，こういった属人性が

今，課題となっている。以下に個々の機能を解説する。

（1）　MainGATE/PM
　（a）　実績入力機能
　 　ハンドヘルドターミナル（HHT），Web画面による

着手・完了・不良数入力ができる。

　（b）　セル生産対応進捗モニタ機能（オプション）

　 　セル単位での実績入力ができる。

　（c）　進捗状況照会機能
　 　各オーダの進捗や工程ごとの歩留り率を多角的に検証
できる。

　（d）　稼動状況モニタ

　 　設備単位の稼動状況をモニタする。

　（e）　製造履歴管理機能
　 　ロットごとの作業実績をツリー状に表示する。

　（f）　MainGATE/SCP連携機能
　（g）　在庫管理機能
　 　オプションとして平置き倉庫，ロケーション管理用
パッケージがある。

（2）　MainGATE/SCP
　（a）　オーダ作成機能
　 　製品・半製品の在庫引当て，ロット数量まとめ，ロッ

ト分割，製番・部品展開，工程展開，購買品の発注オー

ダ作成を行う。

　（b）　スケジューリング機能
　 　フォワード・バックワードの割付け，段取り時間の考
慮ができ，在庫制約，オーダ・設備の割付け優先ルール

が記述できる。実績反映，確定計画を考慮した再計画立
案ができる。バッチ設備を考慮した計画立案，フルペギ

ング，設計変更，安全在庫や能力のソフト制約，理論在
庫，計画期間シフトなどの機能がある。

　（c）　ガントチャート機能
　 　計画評価，設備情報の変更，納期回答，バッチ設備表
示，計画分割などの機能がある。

　（d）　クライアントオプション

　 　ユーザー権限の設定，ユーザーごとの設備・計画期間
の指定ができる。

　あとがき

　主に自動車を例にとって，組立加工業向けのソリュー

ションを，その考え方に重点をおきながら紹介したが，こ

れらは，ほかの組立加工業にも応用できるフレームワーク

である。製品の多様化に合わせて，今後さらに複雑化する

であろう組立加工業の課題を解決していくには，本稿にて

紹介したソリューション型の提案が必要である。富士電機
独自の製品開発と，人材の育成に注力し，生産にかかわる

問題解決が見えるかたちで経営に貢献するようなソリュー

ションを提供していく所存である。
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