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序 

 

戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石

油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は

多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展

はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴

い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて

従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組

む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良

改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科

学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の

各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね

らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして財団法人日本産業技術振興協会に「生産方式の変革とそれに対応する個別加工

技術の高度化に関する動向調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果で

あり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成 17 年 3 月 

 

社団法人 日本機械工業連合会  

会 長 金 井  務 

 

 

 



 

まえがき 

 

現在、わが国の製造業は中国・韓国を中心とする東アジア諸国との厳しい価格競争にさ

らされており、付加価値の高い製品や革新的な製造プロセスの開発など技術革新による国

際競争力の確保が喫緊の課題となっています。 

その中で製造業の重要な要素である生産方式に注目してみますと、自動車・家電機器の

ような大量生産品においても、従来のように工程変更余地の少ない単機能な生産ラインで

はなく、比較的多機能の加工機などから構成されフレキシブルに工程変更が可能な生産方

式が増加しています。また、さらにフレキシビリティの高いセル生産方式と呼ばれる方式

も多数導入されるようになってきています。 

フレキシブルな生産方式は、製品や製造プロセスの改良に対応しやすく、また新製品の

試作、開発期間を大幅に短縮できることが特長であり、技術開発の高度化にとって 適な

生産方式の一つといえます。 

しかし、フレキシブルな生産方式の有用性は認識されていても、実際の設計に有用な理

論やツールは必ずしも充分に整備されているとは言えません。 

そこで本調査研究では、実際の生産方式に適用可能な技術シーズや生産現場におけるニ

ーズを調査し、将来的な生産方式の高度化への指針やロードマップを示すことを目的と致

しました。 

本報告書が、政府における関連政策の企画立案や関係各分野における今後の研究開発等

に多少なりとも寄与できれば、当協会としても大きな喜びとするところであります。 

後に、この調査研究にご協力・ご指導賜りました委員の方々をはじめ、関係各位に改

めて御礼申し上げます。 
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第１章 調査研究の概要 

 

１．１ 日本の製造業と生産システム構成手法の背景 

 

 日本の製造業における技術力は概ね依然として高く、品質面での競争力は維持している

と考えられる。しかし、特に量産品を中心として国際的に厳しい価格競争にさらされてお

り、製造現場の海外流出も問題となっている。この状況下で日本の製造業が今後も国際競

争力を保持しつづけるためには、常に新規性のある高付加価値、高品質の製品を開発する

とともに、消費者の多様なニーズに対応した多品種少量ないし多品種変量生産戦略を進め

てゆかなくてはならない。 

 そして、多品種変量生産に適応する生産システム形態が、従来型の大規模生産ラインで

はなく、近年普及が目覚しい“セル生産”ないし“屋台生産”と呼ばれる生産方式である

とされており、特にデジタル家電などとよばれる家電製品群では、セル生産が多くなって

きている。その理由としては、①ユーザ動向の把握が難しくなっており、生産数の予測が

難しい故に、“生産量の調整が容易なフレキシブルなシステム”が必要な点、②米国、欧州

はもとより中国市場においても購買力、購買欲の旺盛な顧客層が拡大することに伴い、新

製品を日本国内でだけでなく全世界的に同時に売り出す必要、つまり“垂直立ち上げ”が

必要な点、③仕掛品の減少や、作業への愛情、作業者の習熟などによる作業効率、作業品

質の向上などを通じた、“製造物の品質向上”が必要、といった点があげられる。①、②は

セル生産の多品種変量生産対応という側面に焦点をあてており、③は１人または少人数の

チーム作業による品質向上という面を捉えている。 

とはいえ、セル生産は決してオールマイティな生産方式ではないし、作業者の確保の難

しさ、作業者の負担増などの問題も抱えている。また、セル生産の“次は何か？”に関す

る模索も多くの企業で行われているが、一般性のある未来像を描くには至っていない。さ

らに、現状、組み立て工程についてはセル生産方式の利点、構成法などについては理論的

なもの、経験的なもの、様々に体系化されつつあるが、加工を含む工程についてはまだ不

充分である。例えば、試作品、特注品などを手がけるいわゆる“町の加工屋さん”は従来

からセル型の生産システムとも言えるが、近年では自動車部品などの量産品工場において

も、フレキシブルライン、セル型の考え方が採られるようになってきている。しかしこの

考え方が日本の製造業の将来像や競争力強化にどのように関連するかは充分に検討されて

いないと考えられる。 

 

１．２ 調査研究の必要性 

 

 前節で述べたように、“セル生産の次は何か？”、といった質問の回答を模索することは

日本の製造業の競争力強化戦略として重要である。調査研究の開始前の段階で生じたいく

つかの疑問を下記に示す。 

 

１）加工工程を含む生産システムにおいてはセル化の現状はどのようなものか？また、こ

れが日本の製造業にどのように資するか？ 

２）上記においてセル型生産システムに適した生産機械はどのようなものか？工作機械で

は複合加工機かも知れないが、塑性加工ではどうか？また塑性加工、機械加工のスー

パー複合機はありうるか？ 

３）日本における加工版 EMS 的な企業形態が成立し得るか？セル型生産システムの第一の
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目的は生産のフレキシビリティの確保であるから、その高度化により、様々な企業の

様々な製品を引き受けて上流から下流までを通じて加工するような企業形態が理論的

には成立し得る。その成立のベースとして主として２つの形態が考えられる。１．大

企業（自動車メーカー）から工作機械を含む生産ラインの構築を受託している企業が、

様々な企業から製品製造を受託する。２．大企業から高度な加工技術を要する部品製

造を受託しているいわゆる加工業が、地域などで連携して製品の一貫製造に進出する。 

４）製品製造のみでなく、生産システム、そこに用いる生産機械の設計、生産、運用を全

て提供する“製造におけるトータルソリューション化”はあり得るか？ 

５）生産のグローバル化の傾向は避けられないものとすれば、その中で日本の製造業が生

き残るためのシナリオは何か？設計、開発、試作、（販売）、（メンテナンス）（リサイ

クル）など高付加価値なプロセス、製品への特化か？それとも加工の委託側、受託側

両極への分化、棲み分けか？それとも全く別のことか？ 

 

 単年度の調査研究を行い、これらの疑問に対する回答を検討したからといってすぐさま

次世代生産システムに関するナショナルプロジェクトが提案できるとは考えにくいが、IMS

プログラムで描かれた生産システムの未来像が現実と若干の齟齬を来たしてきた今こそ、

製造業の競争力強化のためのプロジェクト化の第一歩として、セル生産に着目した調査研

究が必要であると考えるものである。 

 

１．３ 調査研究の目的と概要 

 

名称：生産方式の変革とそれに対応する個別加工技術の高度化に関する動向調査 

 

目的： 

製造技術の高度化に伴い、機械製造工場における生産ライン構成方式がライン生産方

式からフレキシブルライン、さらにはセル方式へと移り変わりつつあるのに着目し、この

変革を下支えするライン構成理論、プロセス設計論などの技術シーズおよびどのような製

品に対して将来的にさらなる変革が必要となるのか社会ニーズについて動向調査を行い、

ロードマップを確立することを目的とする。 

近年自動車、家電機器のような大量生産品においても、従来型の主として単能機から

構成され、プロセスパラメータ調整の余地の少ない生産ラインではなく、比較的多機能の

加工機から構成され、よりフレキシブルな工程変更が可能な生産方式が増加し始めている。

こういった生産方式はフレキシブルライン方式と呼ばれるが、さらにフレキシビリティの

高い方式としてのセル生産方式も一部家電機器においては製造現場で散見されるように

なってきている。このようなフレキシブルな生産方式は、多品種少量生産、時期的に生産

量が大きく変動する生産、製品ライフサイクルの短い生産、試作、開発などに適している。

一方、現在日本の製造業は東アジア諸国を中心とした安価な製品との競争にさらされてお

り、常に革新的な製品や製造プロセスを開発することで活路を見出すべきであるとの“開

発型立国”論が語られるようになって久しい。上記のフレキシブルな生産方式は、製品や

製造プロセスの改良に対応可能、また新製品の試作、開発期間を大幅に短縮可能なことを

特徴としているため、このような開発型立国に 適な生産方式である。製品の改良、設計

変更などに即応して生産ラインを組替えることができ、かつ固定ラインにおける１品種大

量生産と遜色のない生産性を達成できるフレキシブル生産方式が確立できれば産業競争

力強化への貢献は極めて大きい。逆にこのような高度なフレキシブル生産方式が確立でき

なければ生産現場の一層の海外流出を招き、産業空洞化が進行することが危惧される。 
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しかし、フレキシブル生産方式の有用性は認識されても、どのように 適な工程を構成す

ればよいのか、単能機と複合機をどのように組み合わせれば良いのかなどを示唆する理論

やツールは必ずしも充分に提供されているとは言えない。FMEA などのある程度汎用性の

あるプロセス設計ツールは研究されているが、生産現場におけるライン構築は経験側に依

存する場合が多く、まだ研究と実践とが乖離している面がある。そこで本調査研究により、

実際の生産ライン設計に適用可能な技術シーズにはどのようなものがあるかを調査する

とともに、生産現場におけるニーズを調査して研究側にフィードバックすることにより将

来的な生産方式の高度変革への道筋を示す必要がある。 

 

内容： 

日本の製造業における生産方式の変革とそれに伴う個別製造プロセス高度化に着目し

て以下の項目について調査を行う。 

（１）自動車、家電機器などの大規模工場における生産ライン構成方式の現状調査 

 大規模な量産品であっても、家電機器においてはセル生産方式が既に普及してい

るが、自動車製造においてはそこまで行っていない。両者の状況の違いと、 適生

産システムを決定する原理は何かについて調査する。 

（２）加工専門中小企業等の開発型製造現場におけるライン構成方式の現状調査 

 加工専門の中小企業では元来セル生産方式あるといっても良い。これは生産現場

の海外流出などの様々な激変の中でも維持されるものなのか否かを調査する。 

（３）既存プロセス設計ツールの調査と生産ライン設計への応用可能性の検討 

 （１）、（２）などにおいて 適生産ライン設計を行なう際に理論的根拠となる手

法、ツールなどにどのようなものがあり、どのように利用されているかを調査する。 

（４）聞き取り調査による生産現場の生産形態変革へのニーズの把握 

 ユーザ企業（家電、自動車等）への聞き取りないしアンケート調査により、今後

の生産方式変更についてのニーズ調査を行う。 

（５）海外における“ＥＭＳ”の実態調査 

 製造専門に行う会社 Electronic Manufacturing Service（ないし contract manufacturer）

は携帯電話の製造などにおいて国際的には増えつつあるが、その現状について調査

を行う。 

（６）調査結果に基づく生産システム構成方式の移り変わりのロードマップ作成 

 将来どのようなタイムスケジュールで生産方式の変革がすすんでいくか（または

ここで打ち止めか）などを調査結果に基づいて描く。 

 

また、本調査研究の内容を補足する説明資料を次の図 1.1～1.4 に示す。 
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図 1.1 調査研究の目的 

図 1.2 セル生産方式とトランスファライン 
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図 1.4 EMS の現状 

図 1.3 製造現場の中国シフトの現状 
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第２章 文献調査結果 

 

２．１ セル生産の新展開 

 

 海外との厳しい価格競争に晒されている日本の製造現場において、組立作業を中心にセ

ル生産が“救世主”として登場してから久しい。一般にセル生産の利点として、ライン内

の仕掛品在庫の減少、作業者の製品に対する責任感増大による品質向上、多品種変量生産

への迅速な対応、などがあげられる。これらはそのとおりであるし、近年では、よりセル

生産の適用範囲を広げよう、海外工場においてもセル生産を取り入れよう、といった試み

も多い。とはいえ、当然ながらセル生産は万能の生産方式ではないし、適用限界もある。

その一方で、既存のライン生産と組み合わせてセル生産の弱点を補おうとする試み、セル

生産による組立工程中に加工工程を組込んでより高度な生産を行おうとする試み、などの

新しい取組みも始まっている。本節ではこれらの新しい取組みについて雑誌等の記事１）か

ら抜粋したものを、文献調査結果として示すこととする。 

 

2.1.1 ライン生産との併用 
 セル生産が多品種少量生産に適しているとされる理由の一つに、生産設備のイニシャル

コストが小さいため製品変更時の段取り替えが機動的に行えることがあげられる。その一

方で、セル生産における 大生産能力は作業者の数と質によって制限され、極端な増産（減

産）には対応しにくい、という面がある。増産に対してはパート従業員を増やせば良いの

だが、セル生産のフレキシビリティは前後の工程を必要に応じてカバーできる熟練の多能

工の存在によって担保されており、従業員数を増やしさえすれば対応できるものではない。

その点を補うために実施されている方式としてラインフロー生産との併用がある。例とし

てはエアコンという季節変動の激しい製品に対し、通常は正社員を中心としたセル生産で

対応し、繁忙期には請負作業員を投入してコンベヤにて生産を行う方式がある。また、コ

ピー機本体の製造工程における例では、受注生産を取りながらも 長４日という短納期を

実現するために、通常は流れ作業方式（ライン生産）によって、ある程度の在庫も含めて

定常生産分を生産し、需要変動のピーク時も含む変動分はセル生産でカバーする方式を採

っている。熟練作業者はセル生産ラインに配置され、主として小ロットのハイエンド機の

生産に従事する。全体としてはラインの生産能力は需要の 低レベルにあわせて設計され、

セルも含めた生産能力の合計が需要の 大レベルと同等になるように調整される。 

 両例とも、生産性は高いがフレキシビリティに欠ける大規模生産設備と機動性のあるセ

ル生産を組み合わせて需要変動に対応しようとする目的は同じであるが、方式そのものは

逆である。前者が季節変動に起因する需要変動分をライン生産でカバーするのに対し、後

者では需要変動分をセル生産によってカバーするものであり、基底となる生産分をライン

で製造するのかセルで製造するのかが異なっている。これはもちろん主として製品の特性

による違いであり、変動幅がどの程度で 

あるのか、また家庭用エアコンのように季節変動分が機能的にはベーシックな普及型であ

る可能性が高い製品か、コピー機のように受注生産による変動分が複合機などに代表され

るハイエンド機の場合が多い製品なのか、などに製品特性の違いに起因して生産戦略の違

いも生じているものと想像できる。 

またコンベヤとの併用ではないが、コピー機トナーカートリッジの生産において、通常

分は大型の充填機を配置した生産工場で行うが、飛び込み注文などの需要変動分は、配送

センターに小型の充填機を設置しておき、そちらでセル生産方式によって製造している例
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もある。急な増産に対しては顧客に近い配送センターにて製造するため、需要変動に即応

できる利点がある。 

 

2.1.2 セル生産と部品加工の組合せ 
 本件調査研究の目的の一つに、組立においてはセル生産が有効な回答となり得るが、機

械加工など本格的な加工を含む工程についての方向性、可能性を調査、紹介することにあ

る。セル生産における部品加工工程の取り込みという試みは、組立工程の中に取り込める

比較的単純な部品加工に関するものであり、加工が主である工程についての一般性のある

回答にはならないだろう。しかしながら、製品の種類によっては加工と組立を同一サイト

に共存させることによって生産性やフレキシビリティが向上させうるということは注目に

値するし、加工側からの領域拡大の試みとして、筆者らが取り組んでいるマイクロファク

トリ 2）の実生産への応用可能性という意味でも興味深い。 

 このような先駆的試みの一つとしてあるノートパソコンの生産ラインにおいては、 終

組立をセル生産で行いつつ、工場の同一スペースに（セル生産ラインと背中合わせのよう

な形式で）部品サブライヤーを同居させ、部品サプライヤーは組立工程の進行に伴う部品

在庫の減少の様子を見ながら、 大１，２時間分の部品在庫があるように部品生産を（組

立に）同期させている。部品サプライヤーが別サイトにある場合、仮に毎日部品が供給さ

れるとしても、原理的に１日分の部品在庫を持たなくてはならない。それに対して本方式

では部品在庫を激減させることが可能である。ただし、この方式を実現するためには組み

合わせる部品生産が組立と共存できる程度の軽加工である必要がある。極端な話、“大型の

門型加工機で重量物を切削加工する”などの部品加工が組立と共存することは安全性、ス

ペース、作業のスループット等様々な問題から難しいだろう。また、共存可能な部品加工

でも、現実に部品サプライヤーを同居させるスペースの余裕が無ければならない。ただし

後のスペースの問題については、記載の例では組立工程そのもののセル生産化によって

（設備スペースが削減できるため）スペースに余裕が生まれ、部品加工工程の導入が可能

となった経緯があり、セル生産化と部品加工との統合を同時に進めることにより解決でき

る面もある。 

 また他には、コピー機のトナーカートリッジの製造における例があるが、ロット数の多

い機種は大型の充填機を用いたライン生産で製造し、小ロット製品については小型充填機

を用いてセル生産で製造している。この例では後者における小ロット品のセル生産中に、

充填機のみならず、トナーボトルの射出成型、ブロー成型機を組込んでいる。射出成型、

ブロー成型の連続工程によってトナーボトルを成型した後、同一サイトにおいてボトルへ

のトナーの充填作業を行っている。原材料のペレットに比較して成型後のトナーボトルは

当然のことながら大きなスペースを必要とする。充填（出荷）と同期させてトナーボトル

の成型そのものを行うことによって、かさばるトナーボトルの在庫を抱えなくても、（原材

料ペレットの在庫さえあれば）需要変動にも即応できる体制を構築できることになる。 

 このように、セル生産による組立に部品加工を組み合わせて同期生産を行うことにより、

仕掛り品在庫を減少させうるというセル生産の特性を前工程にまで拡張し、部品在庫も減

少させることができる。 

 

2.1.3 デジタルデータによる作業者支援 
 セル生産における問題点のひとつに、“ペースメーカー”が無いことがあげられる。コン

ベヤ生産では当然ながらコンベヤの速度がペースメーカーであり、（と同時に生産性向上の

阻害要因にもなりうる点が問題視されているが）、作業ペースの管理の必要は無い。それに

対してセル生産では１人または少人数で完結した作業を行うため、作業速度の維持は作業
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者個人の技能、意欲、体調等により左右されることになる。また新しい製品の新しい工程

のラインを立ち上げる際には熟練作業者といえども初めての作業となるため、作業ペース

の予測が難しく、生産量の予測がしにくい。これに対してある一定レベル以上に作業性を

維持しよう、または少なくとも予測可能にしよう、という試みが各所で行われている。 

 例えばある製品の生産工程では数人単位のセルにおける工程待ちを無くすため、作業者

同士が前後の工程を必要に応じて助け合うリレー方式を採用している。この方式を機能さ

せるため、工場内を複数のカンパニーに分割しカンパニー間での競争を導入することによ

り、（同一カンパニーに属する）前後の作業者の支援をするインセンティブを与えているの

である。さらに 後の工程の作業者は支援すべき後工程が無いので、（次の対象の） 初の

工程を支援するよう工夫しているケースもある。また、さらに一定の作業ペースを維持し

ようとするもので、一連の工程の前半部分はセル生産、後半部分はコンベヤを用いた生産

とすることで、後半部のコンベヤの速度が作業全体のペースメークをするよう工夫してい

る例もある。 

 しかしながら、セル生産の重要な利点に、作業者個人のモチベーションに依存すること

によってむしろ作業者が製品対して持つ責任感を高め、自発的な工夫なども含めた品質向

上や生産性向上につなげようとするものがある。何かでコンピュータからの作業指示やコ

ンベヤなどで強制的にペースメークしようという試みはこの点と相反するものであり、“自

発性”セル生産の利点を阻害する可能性もある。例えば後述の国内見学の例に見られるよ

うに、作業指示はコンピュータからオンラインで行われるが、次の作業への移行は作業者

自身が確認ボタンを押すことによって行われ、コンピュータ側では一切のペースメークを

していない例もある。この例では、 初に作業開始してからたかだか数日間で作業ペース

は所期の速度を達成しており、自発的な生産性向上努力も充分確認できているので、必ず

しも強制的なペースメークを行なわないと所望の生産性向上を得られないとは限らない。

このようにセル生産において作業ペースメークが必要であるか、また必要であるとすれば

どのような方式が望ましいのかは議論の余地のあり、セル生産の今後の方向性を考える上

でのポイントのひとつとなろう。 

 

2.1.4 自動化との組合せによる作業ミス防止 
 本項の問題はセル生産独自の問題ではなく、作業ミスをどのように減らすかは生産方式

によらず生産現場における重要な問題である。セル生産では一般に作業への愛着の増加に

より作業の質は向上することが多く報告されているが、セル生産といえども作業ミスフリ

ーではないのはもちろんである。また生産性向上を目的に前後工程の助け合いを導入する

ことで逆に責任分担範囲が不明確化し、ミスが増える可能性も指摘されている。前項の例

で、オンラインマニュアルによる綿密な作業指示はむしろこの項に分類すべきかもしれな

いが、デジタルデータやセンサー類により作業ミスを減少させる試みも様々に行われてい

る。オンライン作業マニュアルなどによる作業指示は多くの生産現場で行われているが、

さらにこれと、部品箱とを組み合わせて次のどの部品を組み付けるべきかを作業指示と同

期させてランプで指示している例もあり、部品の付け忘れ、付け間違いを減少させること

に役立っている。また、センサー付きの電気ドライバーを導入してネジの締付回数をカウ

ントすることにより締め忘れを排除している例もある。 

 また別の例では AGV とポカよけシステムを連動させ、部品箱から必要な部品を取り出し

ていない場合、AGV を発進させないようにしている。AGV が動かないことにより作業者は

自分の作業ミスに自ら第一に気づくことが出来る。すこし話がずれるがこの点は作業者の

モチベーションの維持にキーとなる考え方である。作業者の一般的傾向として、他人から

作業ミスを指摘されることによりストレスの増大やモチベーションの低下が見られる一方、
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自分で作業ミスに気づく環境を整備しておくことによって、作業ミスを減少させうること

が多くの場合で指摘されている。 

 さらに作業ミスの減少のためには事前教育もまた重要である。VR を活用した作業シミュ

レーションにより作業工程の習熟に力を入れている企業もある。一方で、半日程度の簡単

な研修で１人１台のセル生産ラインに投入し、自発的な改善による作業効率、作業品質向

上に任せてる例も見受けられるが、決して後者の例が機能していないことは無く、作業教

育をどのように行うかも今後のセル生産の方向性を決める上での論点である。 
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２．２ EMS 企業の現状と将来 
 

 本調査研究ではセル生産の将来展望について調査することと並んで、EMS（Electric 

Manufacturing Services、欧米では Contract Manufacturer と呼ぶことが多い）を日本の製造業

を取り巻く外部要因として着目し調査する旨を目的の一つにあげた。現在、一時期ほど EMS

脅威論は語られなくなったが、外資系 EMS に対してどのような戦略で臨むか、またはどの

ように有効利用するか、また国内発の EMS は今後どのような方向に進むかは生産方式の今

後の変遷に大きく影響することは間違いなく、それに対して調査、議論することは無駄で

はない。また、本節についてもここに記述するのは雑誌記事 3)による文献調査結果であるこ

とを断っておく。 

 

2.2.1 外資系 EMS の現状と将来 
 世界的に知られている大規模なEMS企業は所謂外資系であり、シンガポールのFlextronics

社、米国の Celestica 社などが良く知られている。近年これらの EMS 企業が成長してきた背

景には製品がデジタル化、モジュール化、オープンアーキテクチャ化してきたことがキー

であるといわれる。これらはつまり、製品の設計や製造工程が、デジタルデータにより明

示的に記述できるようになり、主要部品がモジュールとして比較的容易に組み替え可能な

こと、部品特に電子回路の構成が公開されたこと、を意味している。コンピュータに典型

的にみられるように、セットメーカー（例えば DELL）といえどもコンピュータ全部を製造

するのではなく、HDD は専門メーカ（例えばシーゲート）が製造する。そして専門部品メ

ーカはその部品を他のセットメーカにも（例えば COMPAQ）にも供給する。この点が従来

の日本でみられる親会社－子会社の関係とは異なり、横断的に部品製造を請け負う EMS 企

業の下地となっている。また EMS 企業の工場にはそのスタートがセットメーカの工場であ

り、セットメーカから工場ごと売却をうけたというケースも多い。このような EMS の存在

基盤は、いわゆるスマイルカーブとよばれるように、製品のライフサイクルにおいて製造

工程が前後の設計、販売などの工程に比べて利益を生まない、とされている点にある。利

益を生まない部門であるからこそ、セットメーカにとっては売却整理したいというインセ

ンティブが、EMS にとっては多くのメーカに横断的に同様の部品を供給することによる量

産効果で薄利多売型の利益創出をねらうインセンティブが生じる。しかし 2000 年代に入っ

て、このような EMS のビジネスモデルがうまく機能しなくなったと言われている。2000 年

代に入っていわゆるデジタル製品の市場状況が悪化し始めたことに起因する悪循環がはじ

まったからだとされる。また日本における生産の風土として、明文化されない製造ノウハ

ウを重視する（言い方をかえればそのようなノウハウの明文化に積極的でない）面があり、

この点も、見積もり段階から明確な製品データでのやり取りを必要とする EMS にとって日

本市場への参入障壁となっていることが想像される。このような状況下で日本市場から既

に撤退した EMS もある。しかしながら EMS が日本の製造業にとって、殆ど省みる価値の無

い過去のもの、であることは決して無いと考えられる。世界的な状況からすれば、明確な

ドキュメントのやり取りを重視しない日本型の方法がむしろ特殊であり、日本のメーカ自

身が、例えば中国市場において中国の部品メーカから部品を調達するなどのケースを想定

した場合、現状維持で良いとは言えない。所謂“枯れた技術”を国外工場に移管し、安い

労働コストを活かして生産するというビジネスモデルは（うまく機能するかはケースバイ

ケースだが）現在でも存在しており、同じコンテクストで“枯れた技術”を EMS に外注す

ることはあり得る。前述のように、日本と米国等との商習慣の違いも有り日本のメーカの

製造部門がほとんど EMS に委託されることは、日本のメーカの製造部門のほとんどが海外

（中国）に移転すること以上に起こりえないと考えられるが、外資系 EMS をうまく活用し
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て量産品の生産コストを下げようとするメーカは中長期的にみれば増えこそすれ、減るこ

とはないように予想される。 

 

2.2.2 国内 EMS の現状と将来 
 前項に記述した外資系の大規模EMSではなく、日本国内発の中規模のEMSも増えている。

これらの EMS の中には 100 円ショップなどの製品を卸す企業もある。また Flextronics 社か

ら技術導入している例も見受けられる。また工場主体の独立系 EMS で、その企業自身が国

内企業から生産を受託する一方、自社の中国工場を立ち上げて量産対応している例もある。

また元来は、セットメーカの系列子会社でありながら、他の同業会社にも電子部品を提供

することで独立した EMS 色を強めている企業もある。 

 一方 EMS への発注側では複数の EMS と業務提携し、製造部門の選択肢を多く持つこと強

みとして、多数のセットメーカから電子機器、基板の設計や試作、ソフトウェア開発を請

け負っているエンジニアリング会社の例もある。 

 これらの例に典型的に見られるように、日本国内発の企業の場合は、 初から多数のセ

ットメーカから製造を受託する大規模 EMS というより、独自の技術をもった工場主体の下

請けないし子会社が独立色を強めるケースのほうが多いと予想される。必然的にこのよう

な会社は多くても数工場以内の規模であり、大規模 EMS と独自のノウハウをもった町の加

工屋さんとの中間的な存在である。翻って機械加工などの加工の状況をみる場合、近年加

工屋さんをネットワーク化し、モジュールないし 終製品設計から製造までの一貫化を狙

うプロジェクトも動き出しており、将来的には小規模の加工業者が virtual に組織化される

ことにより実質的に独立な EMS 企業と同等の役割を果たす例が出てくるものと予想される。 
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２．３ その他の文献調査結果 －セル生産関連記事リスト－ 

 

 文献調査のうち、“セル生産の将来的方向性”、“EMS 企業の進出に関するトピックス記事”

の調査結果のまとめはそれぞれ本章第１節、第２節に記載したが、その他、日経ものづく

り等の生産システム関連の雑誌記事等についても調査を行った。その結果を以下に記載す

る。 

 

（１）日経ものづくり 

・2004 年 6 月号，Ｐ.95，【解説】IT・業務改革 

目まぐるしく生産品目が変わる生産現場。作業者にディスプレイモニタで情報を与え

ることで効率を維持できる 

・2004 年 7 月号 Ｐ.38，【特集】このままでは危ういセル生産 

 セル生産が登場してから、既に 10 年以上が経過した。日本国内での生産存続を懸けて、

現在では多くの工場がセル生産を採用している。多品種少量生産を実現する上で、生産

性が向上する、不良率が減少する、在庫が減る――多くのメリットがあるといわれてき

たセル生産。しかし、ものづくりの状況が目まぐるしく変化する中で、これらのメリッ

トを享受できなくなっている。 

 

（２）日経デジタルエンジニアリング 

・ 1999 年 8 月号，ユーザーレポート セル生産で情報システムは簡単になる 

・ 2003 年２月号，詳解注目キーワード セル生産 

・ 2003 年 12 月号，レポート 工場の環境変化に生産管理パッケージも追従 

 

（３）日経メカニカル 

・ 2001 年 7 月号，Ｐ.36，【特集】ＥＭＳ上陸 

 

（４）日経ものづくりオンライン 

・ 2004/11/05 【JIMTOF 速報】エグロ、作業位置を同じ高さにした加工機群を展示 

・ 2004/06/29～06/30 セル生産が危うい（１）～（５） 

・ 2004/04/07 松下電器グループ、新中期計画「躍進 21 計画」の IT 革新で 1200 億円を 

  投資  

・ 2003/03/21 オムロン、顧客の生産システムの課題解決を目指す情報交換の場を提供 

・ 2002/12/17 松下電器、IT 革新プロジェクトへの投資を計画の 9 割程度で実施 

・ 2002/08/28 ブラザー、ミシンをモジュール生産、セル生産 

・ 2001/06/29 SSA，BPCS の新版でカンバン方式に対応 

・ 2001/05/29 九州松下、セル生産と調達 EC などで物造り力を強化 

・ 2001/01/18 ソニーマックス、セル生産向けの小型実装システムを開発 

・ 2001/01/18 マルコム、セル生産用のリフロー装置を発売へ 

・ 2000/03/15 ソニー、「プレイステーション 2」をセル生産方式で組み立て 

・ 2000/02/22 カメラ類を組み立てる大分キヤノン、CIM 工場を解体しセル生産で在庫半 

 減 

・ 2000/05/20 デンソー、多品種少量品の搬送に移動型ロボットを投入 
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第３章 IMS プログラムにおける先行研究の概要と総括 

 

３．１ ＨＩＰＡＲＭＳプロジェクト 

－変種変量生産システム技術に関する研究開発－ 

 

ＨＩＰＡＲＭＳ（Highly Productive and Reconfigurable Manufacturing System）プロジェクト

は変種変量生産システム技術に関する研究開発を目的として平成７年度から平成１１年度

までの第１期と平成１２年度から平成１５年度までの第２期の９年間にわたり実施された。

プロジェクトには国内からヤマザキマザック、住友電気工業株式会社、光洋精工株式会社、

光洋機械株式会社、マツダ株式会社（第１期）、三菱電機株式会社（第２期）、京都大学、

神戸大学が参加した。また、海外の参加機関は EU 地域：ドイツ：Aachen Technological 

University WZL、Hannover University IFW、オーストリー：Krause & Co.、イギリス：Rover Group、

フィンランド：Tampere University、Finn-Power、Fastems、スペイン：Tekniker、Ettxe-tar、

Eisenor、EFTA 地域：スイス：Schneeberger (SME)、POWERSOFT (SME)であった。 

 

3.1.1 研究の背景・目的 
近年の消費者ニーズの多様化と製品ライフサイクルの短命化の進展とともに、市場の要

求する製品は大きく変動しており、その生産量は図 3.1.1 に示すように変動する。従って、

生産システムには、大量生産から多品種少量生産へのシフトではなく、ある瞬間には多品

種少量生産が、別の瞬間には特定品種の量産が要求されるといった変種変量生産への対応

が強く求められるようになってきている。ある計画された範囲の生産変動に対応できるよ

うに構築されている既存の生産システムは、上記のような生産品種とその生産量に大きな

変動を伴う生産要求に対して十分に応えることが困難であり、新しい生産システムの開発

が必要となってきている。このような状況から、工程分割思想に基づいて専用機で構成さ

れる TR(Transfer Machine)並みの生産性と、工程集約思想に基づいてマシニングセンタなど

の汎用機で構成される FMC（Flexible Manufacturing Cell）の柔軟性とを併せ持つ、変種変量

生産システムの実現が期待されている。生産システムの生産性と柔軟性の両立を図るには、

図 3.1.2 に示すように TR で超混流生産を可能にするための技術開発を行うアプローチと、

FMC や FMS の生産性を高めるアプロ－チとが考えられる。製品寿命は設備寿命に比べての

圧倒的に短いのが一般的であることから、後者の方がモデルチェンジに対しても有利であ

ると考えられる。このような観点から、本研究では、マシングセンタのような工程集約型

の機械加工セルを並列分散配置した生産システム(ＨＶ－ＦＭＳ、High Volume Flexible 

Manufacturing System)を提案し生産システムの構築・運用技術の研究開発を行う。 

一方、従来のＦＭＣやＦＭＳは、自動化、無人化によって稼働時間を長くすることで生

産性の向上が図られており、ＴＲと同等の生産量を確保するには、大きな初期投資を必要

とする。このため、ＦＭＣやＦＭＳを構成する工作機械の機械加工能率の飛躍的な向上が

不可欠となる。そこで、機械加工セルの、主軸や送り駆動系などの機械要素の高速化技術、

ならびに高速工具技術、高速加工技術の研究開発を行う。また、さらなる工程集約技術に

ついても研究開発を行い、柔軟性の一層の向上を図る。 
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図 3.1.1 生産品種の増加と製品ライフサイクルの短命化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2 生産システムの変遷と研究開発目標 
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3.1.2 研究開発項目 
 上記の様な研究開発を実施するため、以下のようなワークパッケージ（ＷＰ）が構成さ

れ、研究が進められた。第２期には研究の進展とともにＷＰや研究項目の再編成が行われ

ている。 

 

ＷＰ１：変種変量生産システム（ＨＶ－ＦＭＳ）の構築および運用技術の研究開発 

 変種変量生産のための生産システムとして、高速高能率かつ工程集約型の機械加工セル

を並列分散配置したＨＶ－ＦＭＳを提案し、既存のＴＲやＦＴＬと同程度の生産性を有す

ために必要なシステムの規模や構成を検討する。さらにこのシステムの経済性、省エネル

ギー性などについても検討する。なお、変種変量生産に対応するためにはシステム構成に

おいても運用においても柔軟に対応出来る管理・運用システムが必要であるという考えか

ら、オークション方式に基づくシステム運用技術の導入を図る。第２期においては、さら

に機械加工セルを格子状に配列する格子型機械配置生産システム（ＳＡＭＳ、Square Arrayed 

Manufacturing System）を提案し、その構築・運用技術の研究を進めている。 

 

ＷＰ２：変種変量生産システムのための母機要素技術ならびに加工技術の研究開発 

変種変量生産システムには、マシニングセンタのように各種加工機能を集約し、高速高

能率加工による生産性の高い加工セルが必要である。その要素技術である主軸系、送り駆

動系の高速化・高加減速化技術の研究開発を行う。また、高速加工の実現に必要な高速加

工用工具、高速主軸の開発とそれらを活かす高速加工技術の研究開発を行う。このため、

以下のような研究開発項目を挙げている。 

（１）高速主軸技術の研究開発 

（２）高速送り駆動技術の研究開発 

（３）高速工具技術の研究開発 

（４）高速高能率加工技術の研究開発 

 

ＷＰ３：工程集約技術の研究開発（コンカレント金型加工システム） 

金型は、自動車部品生産では必要不可欠であるが、多くの工程を経由し、また多くの手作

業を要する。切削機能、熱処理機能、研削仕上げ機能や機上計測機能と組み合わせ修正研

削機能など各種加工機能を１台の高精度な加工セルに集約することにより、素材の着脱回

数の大幅な削減が可能となるばかりでなく、着脱による加工精度の低下や仕掛り時間の短

縮も期待できる。このような観点から、金型加工に必要な各種加工機能を集約した高精度

加工セルＭＭＣ（Machining and Mesureing Center）の研究開発を行う。 

 

ＷＰ４：知能化工作機械技術の研究開発 

 高速高能率加工において、加工精度、工具寿命など加工の信頼性確保のためには、高度

な熟練と豊富な知識や経験を必要とする。ここでは、高速高能率加工を熟練を要すことな

く容易に行えるようにするために、より汎用的な内部センサ（モータ電流フィードバック）

による加工情報の高精度な検出方法と制御の 適化技術について研究開発を行う。 

 

3.1.3 変種変量生産システム（ＨＶ－ＦＭＳ）に関する研究成果概要 
 ＨＩＰＡＲＭＳプロジェクトでは、図 3.1.2 に示したような歴史的な生産システムの展開

を考慮に入れ、ＧＯＡＬと示したように量と品種の変化に柔軟かつ迅速に対応可能で、か

つ従来の生産システムと比べて同等以上の高い生産性、経済性を有する生産システムの実

現を目的とし、自動車部品の機械加工分野を主対象として研究開発を行った。 



－18－ 

3.1.3.1 ＨＶ－ＦＭＳのシステム構成 
図 3.1.3 にＨＶ－ＦＭＳの構成図を示す。（本研究で用いる生産計画データに基づく台数

となっている。ＭＣに付されたＡ，Ｂ，Ｃの記号は後述する専用化の結果を表す）この生

産システムでは、ＭＣを並列に配置したセル群を直列に並べており、搬送には自動搬送装

置（ＡＧＶ）を使っている。ＨＶ－ＦＭＳで加工するワークは、その一連の加工プロセス

がいくつかの部分プロセスに分割され、その各々が加工グループ（ＯＰ）を構成している。

各ワークはＯＰの中にあるどれか一台のＭＣによって加工される。ＯＰは直列に並べられ

ており、各ワークは順番に加工グループを通り、すべての加工がなされる。パレットはワ

ークの固定に使われ、ＯＰが変わるたびにパレット交換ステーション（ＰＣＳ）において

ワークの姿勢を変える。各ＭＣはローディングステーション、加工ステーション、アンロ

ーディングステーションより構成され、それぞれワークを１個保持できる。  

ＨＶ－ＦＭＳにおけるワークの流れは以下のようになる。 

あらかじめ決められたスケジュールにしたがって材料倉庫にあるワークが システムに

投入される。投入時点あるいは各ＰＣＳにおいて次に加工するＭＣは後述するオークショ

ン法により自律的に決定される。 後のＯＰにおける加工が終了した後、ワークはＡＧＶ

によって完成品倉庫へ搬送される。 

次工程加工用のＭＣの選択に用いるオークション法は競売に用いられる方法と同様なも

のである。競売人の相当するコーディネーターと呼ぶコンピュータ（ＣＯ）は、加工準備

の整ったワークが発生するたびに全ＭＣに対してその品種とＯＰ番号を通知する。ＭＣは

所定のビッドを回答する。ＣＯは も良いビッドを返したＭＣに加工権を与え、ＡＧＶで

搬送する。複数のＭＣが同等のビッドを返した場合にはそれらに対して、別の基準による

ビッドを要求する。この手順を所定のビッドの種類について繰り返しても複数のＭＣが残

るとランダムにＭＣを決める。ＭＣの加工が完了し、そのＭＣが空きになった場合にも同

様なオークションを行う。 

 

 

 

 

図3.1.3 HV-FMSの基本構成（専用化結果） 
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ビッドの種類は下記のようなものが考えられる。 

ビッド１：ＭＣのアベイラビリティ 

  ＭＣのローディングステーション、加工ステーションの空き状態、専用化・汎用化

を適用する場合は必要な工具セットの有無も含む。 

ビッド２：搬送距離 

対象ワークのある場所（投入倉庫またはＰＣＳ）からＭＣまでの距離。 

ビッド３：直前の加工履歴（品種、加工工程） 

ビッド４：過去の加工履歴（ 大加工品種） 

ビッド５：過去の加工履歴（ 大加工工程） 

 

3.1.3.2 実験システム 
本研究では自動車部品の機械加工分野を主対象とすることから、ケーススタディとして、

自動車エンジンのシリンダヘッドの製造ラインを取り上げる。シリンダヘッドの製造では、

短期間に派生品が出てくることから、極めて高い混流生産を大容量で行う必要があり、高

生産性と高柔軟性をもつ生産方式が望まれている。ここでは、このシリンダヘッドの製造

工程を対象とする。 

条件として、３種類のワーク（Ａ，Ｂ，Ｃ）を生産比率(45%、 20%、 35%)で、合計 30,000

個を１ヶ月に製造することとする。なお、１ヶ月の規定稼働時間は 480 時間とする。一連

の加工プロセスは、５つのサブ加工プロセスに分割される。各サブプロセスの加工時間は

表 3.1.1 の通りである。 

 

表3.1.1 ワークの加工時間（単位：秒） 

加工グループ 
ワーク 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 
合計 

A 344 329 515 240 480 1908 

B 276 301 351 194 360 1482 

C 434 212 364 240 480 1730 

 

サイクルタイムは故障等を考慮に入れて 85％として 49 秒と設定した。この結果、各ＯＰ

に必要な MC 台数は図 3.1.3 に示したように８、６、９、５、10 台となる。 

 

3.1.3.3 研究成果 
ＨＶ－ＦＭＳに対して得られた研究成果の概要は以下の通りである。 

 

（１）基本システムの効率性 

基本的なＨＶ－ＦＭＳモデルでは各ＯＰ内のすべてのＭＣに対して全ワークの加工に必

要な工具をすべて配備し、すべての種類のワークを加工できると仮定する。ＡＧＶの運用

法、台数の設定を行い、図に示すような台数のＡＧＶを配置し、特定区間ごとの搬送に使

用することとした。この設定の元にいくつかのプロダクトミック（ＰＭ）に対応したＭＣ

台数を個別に設定し、それぞれのシステムにおいてすべてのＰＭの場合の運用効率を検討

し、異なるＰＭに対してもシステムとしての効率には差があるが対応可能であり、ＰＭが

動的に変動する環境下においてもある程度までは高い生産性を維持できることを示した。

また、機械故障に対しても対応可能であることを示した。 (Fujii 他、1998a) 
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（２）経済性の観点からの評価 

本研究で対象としたＨＶ－ＦＭＳとほぼ同等の性能を有する既存の生産システムとして

３ラインのＦＴＬを想定し、長期的な観点からの経済性評価を行った。15 年間の派生品の

発生、新製品の投入、生産量の品種別変動などを想定し、ラインの保守、変更を考慮に入

れたシミュレーションを行い、経済性の面から比較した結果を図 3.1.4 に示す。投資回収期

間、総利益等いずれもＨＶ－ＦＭＳの方が優れていることを生産量の増減した場合を含め

て明らかにし、提案したシステムの経済的優位性を示した。(Fujii 他、 1998b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

品種・生産量の変化 

 

 

 

 

図 3.1.4 ＨＶ－ＦＭＳの経済性評価 

                                 

さらに MC の高速化の効果についても省エネルギー、 経済性の観点から検討した。高速

化により、必要台数が減少することから省エネ効果を期待することができる。また、高速

化により、高速対応性を高めた工具の必要性、工具寿命の短縮などを考慮し、工具費用の

許容限界の目安も与えた。 

 

（３）MC の専用化・汎用化 

以上では工具セットをすべてのＭＣに同じように配備した基本システムで検討した。こ

れは冗長なシステムであり、ＭＣへの工具の配備本数を減らすことにより、さらに効率的

な生産システムを構築することができると考えられる。そのためには各ＭＣにある程度の

専用性をもたせて、加工するワークの種類を特定することを考え、自律的に適切な工具配

備を得る方法を提案した。ここでは前述のビッド３－５を用いて、ＭＣ 選択時にＭＣが特

定の品種を加工する可能性を高めるオークションを実施する。ある一定期間の生産計画に

対してシミュレーションを行い、各ＭＣは全加工数に対する特定品種の加工数の比を専用

度として計算する。その生産が予定期間内に完了すれば、専用化アルゴリズムを実行する。

期間内に完了しなければ汎用化アルゴリズムを実行する。 

専用化アルゴリズムにおいて、各ＭＣは 大専用度と 小専用度のワーク種類をＣＯに

報告し、ＣＯはＭＣ群の中で 大の専用度のＭＣを選ぶ。選ばれたＭＣは 大専用度が一

定以上であれば、そのワーク種類以外の工具を削除する。そうでなければ 小専用度のも

のだけに必要な工具を削除する。ただし、同じＯＰ内で少なくとも２台のＭＣが同じワー

ク種類を加工できるように専用化を制限する。汎用化アルゴリズムではＭＣは稼働率と加

工可能なワーク種類を報告する。ＣＯは 大稼働率のＭＣと 小のものを選び、 小のＭ

２０億円 

５０月 

４０月 
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Ｃに 大のＭＣの加工ワーク種類を加工できる工具を配分する。これらの手続きを繰り返

し、生産完了時間が所定の値になったときに終了する。実験システムにおいて得られた工

具配分結果は図３．１．３に示したとおりであり、大幅な工具数の削減効果が得られるこ

とがわかる。 

 

3.1.4 格子型機械配置生産システム（ＳＡＭＳ）に関する研究成果 
ＨＶ－ＦＭＳではＭＣを直並列に配置した。ＰＭが変化すると各ＯＰに必要なＭＣ台数

は変化する。このためあるＰＭに対して設定したＭＣの配列のシステムで異なるＰＭの生

産を行うとＯＰ間で稼働率に不均衡を生じ、ＭＣのＯＰ間の移動や他のＯＰの工具を配分

して応援するなどの方策を考えるのが適当と考えられるケースもある。同様な状況は故障

時にも生じる。このような状況に柔軟に対応するために、一般化したＭＣの配置として同

じＭＣを格子状に配置したシステムを提案した。 

 

3.1.4.1 システム構成 
ＳＡＭＳの概念図は図 3.1.5 の通りである。各ＭＣはそれぞれの工具マガジンに備えられ

ている工具により加工可能な加工品種、加工工程が決まる。図ではＰＣＳは図の上部に加

工工程の順に配置し、ＡＧＶのホームポジションは中央部に配置しているが、ケースによ

りこれらの配置は異なる。ここではＡＧＶは十分多く配備されているものとする。 

加工対象ワークはワーク投入用倉庫に収納され、ワークは設備の稼働状況に応じてシステ

ムに投入される。ＭＣで加工完了後、ワークは次の加工工程のためのパレット交換を行う

ためＡＧＶにより所定のＰＣＳに搬送される。次工程の加工ＭＣは後述するディスパッチ

ング法により決定される。 終工程の加工が終了すると完成品倉庫へ搬送される。 

 

 

 

図 3.1.5 矩形配置生産システムの概念図 

 

3.1.4.2 ＭＣの選択オークション方式と実験システム 
加工を行うＭＣを選択するディスパッチング法としてＨＶ－ＦＭＳと同様にオークショ

ン方式を用いる。競り値としては３．１．３に示したビッドの内ビッド１，ビッド２，に

ビッド３，４を一体化したビッドを用いる。 

実験対象システムにおいて処理するワークや運用環境は前述したＨＶ－ＦＭＳと同様で

ある。MC の台数は図 3.1.3 の場合と同じ 38 台とし、図 3.1.6 のように配置する。３ｘ５の

小箱が一台のＭＣを表す。各行は加工品種を表し、列はＯＰを表す。色が付いている小箱

は対応する品種／ＯＰの加工に必要な工具セットが配分されていることを示す。 
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図 3.1.6 格子型機械配置生産システム（ＰＭ０用工具配置） 

 

3.1.4.3 研究成果 
（１）専用化・汎用化による自律的工具配分 

 全てのＭＣに全品種の全ＯＰの加工に必要な工具セットを初期配分したシステム（初期

システムと呼ぶ）を用いて、システムの特性評価を行い、適切なビッドを選択的に適用す

ることによりワークに入口（図左側）から出口（図右側）へのワークフローが形成できる

ことを明らかにした。この基本的な特性に基づいて、冗長な工具セットを自律的に削除す

る専用化アルゴリズムと不足する工具セットを自律的に追加配分する汎用化アルゴリズム

をオークション法により構築した。図 3.1.6 はＡ，Ｂ，Ｃ品種をプロダクトミックス（ＰＭ

０）［45％、20％、35％］で生産することを想定した工具配分を自律的に計画段階において

求めた結果を示している。初期システムでは各ＭＣに３品種ｘ５工程用に１５種類の工具

セットを必要とすることから、合計 570（＝15ｘ38 台）の工具セットを必要としているが、

専用化・汎用化の結果 54 セットに削減されている。 

 専用化・汎用化アルゴリズムはシステムの計画段階において所与のＰＭに適した工具配

分を求めるために用いるだけでなく、システムの運用段階においても適用可能である。プ

ロダクトミックスが変化した場合、新品種が投入された場合、機械故障が生じた場合など

に対しても検討している。いずれに対しても外部から投入されるワークの種類と個数の変

化により生ずる、品種・工程別の中間在庫量、各ＭＣの稼働率、工具セットの利用頻度の

変化を計測し、それらの計測値に応じて自律的に専用化・汎用化を行うことにより状況に

応じた工具配分を得ることができることを示している。 

 

（２）ＭＣ台数の自律的設定と自己組織化レイアウト 

以上では、ＭＣ台数とその配置は所与であるとしている。ここでは、ＭＣ台数とその配

置も自律的に設定する方法について検討している。 

基本的なアルゴリズムは初期システムとして十分な台数のＭＣを格子状に配置する。例

えば 12ｘ６＝72 台の配置例を図 3.1.7 に示す。４種類のＭＣ・工具セット削減アルゴリズ

ムを検討し、まず第１段階において稼働率の低いＭＣを削減し、第２段階で工具セットの

削減を図るアルゴリズムが有効であることを示している。72 台のモデルに適用した結果は

図 3.1. 8 の通りであり、36 台にまでＭＣは削減されている。このアルゴリズムも自律的な

ものであり、レイアウトの自己組織化を実現するものである。 
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図3.1.7 冗長レイアウト・モデル（72台） 

 

 

図3.1.8 自己組織化レイアウト 

 

 

3.1.5 まとめ 
ＨＩＰＡＲＭＳプロジェクトでは、変種変量生産に適応できる機械加工システムの構

築・運用技術の研究開発とその母機要素技術と加工技術に関する研究開発を進めた。変種

変量生産システムとして、ＭＣを直並列に配置したＨＶ－ＦＭＳ、格子状に配置したＳＡ

ＭＳを提案し、オークションに基づく方法で効率的に運用できることを示した。また、Ｍ

Ｃへの工具セットの配置を自律的に行う専用化・汎用化アルゴリズムを提案し、生産環境

の変化に自律的に適合する機能をシステムに付与することにより、さらに効率的なシステ

ム運用を可能としている。 

このような自己組織化機能を有する生産システムは次世代生産システムとして有用なも

のであると考えられる。ここに挙げた成果の詳細は（財）製造科学技術センター、IMS セン

ターにおける変種変量生産システム技術に関する研究成果報告書（平成７年度－平成 15 年

度）に詳しい。 
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３．２ ホロニック生産システム 

 

3.2.1 はじめに 
 機械生産の分野における省力化、自動化が進展し、多種類の製品を短いリードタイムで

生産することができる生産システムが機械製品の生産加工に適用されてきてきた。このよ

うな自動化された生産システムでは、階層的に制御が行われるのが一般的であった。すな

わち、各工作機械や搬送機器の制御装置、セルコントローラ、ファクトリコンピュータな

どが階層的に接続され、トップダウン的に制御が行われてきた。この制御形態は、生産対

象の種類や生産量の変動が少なく、定常的な生産を行う場合には有効である。しかし、近

年のように製品の種類および生産量が短い周期で変化する場合、あるいは生産設備の故障

などの予期できない異常事態が生じる場合などに問題を残している。 

 他方、生産設備の制御装置やセルコントローラの高機能化、知能化、および生産システ

ムにおける通信プロトコルの高度化、標準化などの技術進展により、生産システムの構成

要素が独自の情報処理ならびに意思決定機能を持つことが可能になっている。 

 以上のような観点から、生産システムの構成要素に自律的な意思決定機能と通信機能を

持たせ、これらの構成要素が情報交換を行いながら自律的に生産プロセスを実行してゆく

分散型の生産システムの概念が提案されてきた[1]-[3]。これらは、ホロニック生産システム

(HMS)、生物型生産システム、ランダム生産システムなどの名称で呼ばれているが、いずれ

も自律分散型の意思決定構造および制御構造をもつ点では類似している。ここでは、IMS 共

同研究プロジェクトの中のひとつとして行われている HMS プロジェクトの概要を述べると

ともに、自律分散制御における生産スケジューリング手法についてまとめる。 

 

3.2.2 HMS に関する共同研究 
 HMS(ホロニック生産システム)に関する国際共同研究は、先行研究が 1991年に開始され、

1993 年から国際共同研究として発足したのち、2004 年３月に終了している。参加メンバー

は、多少入れ替わりはあるが、主要メンバーは以下のようになる。国内の参加メンバーは、

オークマ㈱、㈱東芝、ファナック㈱、㈱安川電機、慶応義塾大学、神戸大学、東京大学、

つくば大学、香川大学、大阪府立大学などであり、海外の主な参加メンバーは、BHP, Softing，

Rockwell Automation, IFW，Univ. of Calgary などである。この共同研究では、年数回の国内

会議、年２回の国際会議を通して、HMS に関する共同研究および共同開発を行ってきた。 

ホロニック生産システムの基本概念を図 3.2.１に示す、HMS では、自律的な構成要素、

例えば生産設備、検査設備、搬送設備、生産対象製品などをホロン(Holon)と呼び、以下の

性質を持つものと考える[3]。 

 自律性：外部から与えられた仕事を達成するための行動計画を自ら立て、かつ自ら状

態を監視しつつ作業を遂行し、異常事態が生じた場合自ら必要な処置をとること。 

 協調性：外部から与えられた仕事を達成するための行動計画を、複数の構成要素間で

立て、かつ複数の構成要素間で状態を監視しつつ作業を遂行し、異常状態が生じた場

合には複数の構成要素間で必要な処置をとること。 

 

 さらに、ホロンの間には、ホラーキィ(Holarchy)と呼ぶ階層構造があると考える。ホラー

キィは、システムを構成する要素間の包含関係をあらわすものである。すなわち、複数の

ホロンが集まったものが、一つの集合体を構成し。この集合体が一つのホロンとして振る

舞うことを意味する。このホラーキィは、固定的な階層構造ではなく、意思決定や行動の

目的に応じて時間的に変化するとともに、多重に存在するものと考えることが必要である。 

 HMS を、図 3.2.1 に示すように、分散処理が可能な自律的な構成要素の集合体として実現
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することで、以下のようなメリットを得ることができる。 

 構成要素の隠蔽性：システムの構成要素の活動は、その内部だけで閉じている。その

ため、協調処理などにおいて、各構成要素は他の構成要素の内部構造あるいは内部の

処理を考慮する必要がない。ただし、構成要素間の情報交換あるいは協調を行うため

のインタフェースのオープン化が必要になる。 

 システム構成の変更：各構成要素が、自律的に活動することができ、かつ構成要素間

のインタフェースがオープン化されていることから、構成要素を追加または削除する

ことにより、システムの全体構成の変更を容易に行うことができる。 

 

 これらの基本的な考え方に基づいて、日本国内メンバーは図 3.2.2 に示すように、工作機

械部品を例にとった加工システムをテストベッドとして、以下のテーマについて共同研究

を行ってきた。 

(1) スケジューリングシステム(ビジネスレベルおよびショップフロアレベル) 

(2) 機械加工の工程設計システム 

(3) 工作物のフィクスチャリングの作業設計システム 

(4) 工作物のフィクスチャリングの実行システム 

(5) 工作物およびフィクスチャのハンドリングシステム 
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・複数のホロンが集まって一つの
ホロンを形成。

・ホロンの自律性は、複数のホロン
の協調に よって実現。

ホロンの基本概念

・ホロンの概念に基づいた次世代の生産システム。
・システム要素の自己相似性に着目してシステムを構築。
・システム要素間の相互関係明確化 による、複雑な構造を
　持つ生産システムの取り扱い容易化。
・柔軟性と即応性の高いシステムの構築が可能。

ホロニック生産システム

・複数のホロンが集まって一つの
ホロンを形成。

・ホロンの自律性は、複数のホロン
の協調に よって実現。

・複数のホロンが集まって一つの
ホロンを形成。

・ホロンの自律性は、複数のホロン
の協調に よって実現。

ホロンの基本概念

・ホロンの概念に基づいた次世代の生産システム。
・システム要素の自己相似性に着目してシステムを構築。
・システム要素間の相互関係明確化 による、複雑な構造を
　持つ生産システムの取り扱い容易化。
・柔軟性と即応性の高いシステムの構築が可能。

ホロニック生産システム

 

図 3.2.1 HMS の基本概念 

HMSテストベッド

対象製品

HMSテストベッド

対象製品

 

図 3.2.2 HMS テストベッド 
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図 3.2.3 HoloFIX システムの構成 
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 このうち、特に、工作物のフィクスチャリングに関しては、オークマ㈱および慶應義塾

大学が、図 3.2.3 に示す HoloFIX と名付けたハードウェアを開発し、これを中核とした開発

を行うとともに、具体的な製品のフレキシブルな自動フィクスチャリングシステムの実現

を図ってきた。 

 

3.2.3 分散型生産スケジューリング 
 以下では、HMS などの自律分散

型生産システムの運用、制御およ

び管理において重要と考えられる

分散型生産スケジューリング手法

の代表例を紹介する。 

 

3.2.3.1 分散処理による生産スケ

ジ ュ ー リ ン グ シ ス テ ム

[4]-[5] 
 このシステムは、HMS における

工作機械ホロンが分散処理により

HMS の生産スケジュールを自律的

に決定することをめざしている。

すなわち、生産設備がそれぞれ独

立して自身の生産スケジュールを

決定するとともに、決定結果を他

の生産設備に伝達することで生産

システム全体のスケジュールを決

定していく。このシステムでは、

初期スケジュールが与えられてい

ることが前提条件となっており、

この初期スケジュールを各生産設

備が、工作物の処理時間を短縮化

する観点から改善していくことで

スケジュールを決定していく。そ

の手順を例示すると図 3.2.4 のよ

うになる。 

 この例では、図 3.2.4(a)の初期ス

ケジュールに対して、生産設備 A

が自身のスケジュールを改善する

ために図 3.2.4(b)のようにある工

作物αの第１オペレーションの開

始時刻を遅らせた場合を考える。

この場合、生産設備 A はこの変更

を、次工程を行う生産設備 C に通

知する。通知を受けた生産設備 C

は、(c)に示すように、工作物αを処理する第１オペレーションの開始時刻を変更し、その

後工程を行う生産設備 B に変更結果を通知する。生産設備 B は、通知を受けた後、工作物

αの第１オペレーションの開始時刻を変更するが、この工作物には次工程がない。 
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図 3.2.4 分散処理によるスケジューリング 
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そのため、次の段階として、生産設備 B においてこの工作物αに後続して処理される工

作物を考える。生産設備 B における後続する工作物βについては、図 3.2.4(d)に示すように

開始時刻を変更する必要がなく、生産設備 B のスケジュールの変更は行わなくてもよい。

そこで、生産設備 B は、(e)に示すようにスケジュールの変更処理を終了したこと、および

生産設備 B の総処理時間を生産設備 C に報告する。 

 次に、生産設備 C は、(f)に示すように、工作物βを処理する第２オペレーションの開始

時刻を変更したことを生産設備 B に通知する。その結果、生産設備 B は、工作物βの第２

オペレーションの開始時刻を変更し、その結果を生産設備 C に報告する。生産設備 C は、

この報告を受けた時点で、工作物αの第１オペレーションの開始時刻を変更した結果生じ

る他の生産設備の変更結果に関する報告を受けたことになるため、その結果を 初にスケ

ジュール変更の通知を受けた生産設備 A に報告する。 

 以上の手順を繰り返すことで、HMS の生産プロセスを実行すると同時に、各工作機械ホ

ロンは、自身および HMS の生産スケジュールを 適化していくことが可能になる。 

 

3.2.3.2 分散と協調によるス

ケジューリング[6] 
この手法では、ジョブ(加工

対象製品)とリソース(生産設

備)のホロンが持つ情報に基づ

いて、リアルタイムに加工プ

ロセスのスケジュールを決定

していく。 

すなわち、図 3.2.5 に示すよ

うに、時刻 t において加工プ

ロセスが終了したホロン、お

よび待機状態にあるホロンは、

次の加工プロセスのスケジュ

ールに関する意思決定を行う。

この意思決定プロセスを、こ

こでは以下の 4 つのプロセスに

分けて考える。 

 

（1）各ホロンの状態の収集：ホロンは、時刻 t における他のホロンの状態を収集する。す

なわち、各ホロンの状態(加工中、加工が終了、待機中のいずれか)を収集する。また、

リソースホロンは、すべてのジョブホロンの持つ加工プロセスのうち、まだ実行され

ていない加工プロセス Mik*(⊆Mik)を求める。  

（2）候補ホロンの選択：各ホロンは、次の加工プロセスを実行するために候補となるホロ

ンを求める。すなわち、ジョブホロン i は、次の加工プロセス Mikを加工することがで

きるリソースホロン j を求める。リソースホロン j は、まだ実行されていない加工プロ

セス Mik*の中で実行することができる加工プロセスを求め、その加工プロセスを持つ

ジョブホロンを候補とする。ただし、その場合、ジョブホロンの加工プロセスが持つ

要求精度が、リソースホロンが持つ加工可能精度より高くないという条件を満足する

ことが必要である。 

（3）効用値の算出：各ホロンは、(2)で求めた候補ホロンについて、自身の目的関数に対応

する効用値を求める。ただし、効用値は 0 から 1 の範囲をとることとする。 

図 3.2.5 分散意思決定と協調プロセス 
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（4）協調：各ホロンは、選択肢の効用値をコーディネータホロンに送る。コーディネータ

ホロンは、各ホロンからの効用値に基づいて、次の加工プロセスを実行するために

も適切なリソースホロンとジョブホロンの組合せを決定する。 

リソースホロンおよびジョブホロンの目的関数に対応する効用値としては、各種の指標

を考えることができる。このシステムでは、表 3.2.1 に示す 4 つの効用値を考えている。 

（1）リソースホロンの稼働率 ME：リソースホロンが実行した加工プロセスの加工時間と

リソースが稼動を開始してからの経過時間の比。 

（2）リソースホロンの加工精度 MC：リソースホロンの持つ加工可能精度とこれまで実行

した加工プロセスの要求精度の差である。この指標が小さいほど、リソースホロンの

持つ加工可能精度の範囲内で要求精度の高い加工プロセスを実行してきたことになる。 

（3）ジョブホロンの総処理時間 JT：ジョブホロンが受けた加工プロセスの加工時間と待機

時間の和である。 

（4）ジョブホロンの加工コスト JC：ジョブホロンが受けた加工プロセスの加工コストの和

である。 

 

表 3.2.1 目的関数の例 

Objectives Objective functions 

Efficiency ΣMachining Time / Total Time 
Resource 

Holon 
Machining 

Accuracy 

Σ(Machining Accuracy of Resources – 

Required Machining Accuracy of Jobs) 

Total 

Processing 

Time 

Σ(Machining Time + Waiting Time) 
Job 

Holon 
Machining 

Cost 
Σ(Machining Cost of Resources) 

 

各ホロンがそれぞれの効用値を求めた後、コーディネータホロンはその効用値に基づい

て、次の加工プロセスを実行するための適切なリソースホロンとジョブホロンの組合せを

求めることが必要になる。 

いま、時刻 t において、ジョブホロンｉとリソースホロンｊの組合せの効用値が、それぞ

れの効用値の和であると仮定し、その値をδijとする。 

この時、コーディネータホロンが解くべき問題は、全体として効用値の和が 大となる

ように、加工プロセスを実行するリソースホロンとジョブホロンの組合せを求めることで

ある。この問題は、整数計画問題となり、以下のように整理することができる。 

 

（a）目的関数 









∗∑∑

= =

α γ

δ
1 1

max
i j

ijija        (1) 

 

ここで、aijは 0 または 1 をとる変数であり、aij = 1 のときジョブホロン i をリソースホロン

j により加工することを、aij = 0 のとき、そうでないことを示す。また、各リソースホロン

は同時に 1 つしかジョブホロンの加工プロセスを実行できないことから、以下の制約条件

を満たすことが必要になる。 
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（b）制約条件 

∑
=

≤
α

1

1
i

ija ，∑
=

≤
γ

1

1
j

ija       (2) 

 

このシステムでは、式(2)を満足する aijの値を、分岐限界法を用いて 適化している。 

この手法を用いてリアルタイムスケジューリングを行った結果を以下に示す。ケーススタ

ディにおけるスケジューリングの結果を、図 3.2.6(a)および(b)に、ガントチャートの形で示

す。同図(a)は従来のディシジョンルールによる結果、同図(b)はここで提案した方法による

結果を示す。 

さらに、10 個のリソースホロンと、12 個のジョブホロンについて、効用値に基づく方法

と従来のディシジョンルールに基づく方法とで比較した結果を図 3.2.7 に示す。同図の横軸

は、各ホロンの目的関数ごとの分類を示す。縦軸は、以下の x の値を示す。 

x = a – b         (3) 

ここで、a はルールに基づくスケジュールより効用値に基づくスケジュールの方が目的関

数の値が良かったホロンの数、b はルールに基づくスケジュールの方が目的関数の値が良か

ったホロンの数を示す。なお、グラフの色分けは、4 つのケースおよびこれらのケースの平

均をとった値を表している。 

図 3.2.7 より、全ての目的関数に対して、ディシジョンルールに基づくスケジュールより

効用値に基づくスケジュールの方が目的関数の値が良かったホロンの数が多い。このこと

から、提案した方法は、ホロンの目的関数の値を改善する上で有効であることがわかる。

すなわち、ホロン全体でみると、目的関数の値が改善されている。ただし、図 3.2.6 および

図 3.2.7 からわかるように、総処理時間および稼働率の観点からは、ディシジョンルールを

利用したスケジュールの方が良い結果が得られる場合が多い。これは、使用したディシジ

ョンルールが、総処理時間を短縮するために有効と考えられるルールを用いたためである

と考える。これに対して、効用値に基づく方法では、各ホロンはそれぞれの目的関数に応

じて適切なリソースまたはジョブを選択していくため、必ずしも総処理時間および稼働率

の観点から 適なスケジュールが得られることにはならないと考える。 

 

3.2.4 まとめ 
 以上、ここでは、HMS に関する国際共同プロジェクトにおける研究開発状況を概説する

とともに、HMS における分散型スケジューリングシステムについて、代表的な例をとりあ

げた。HMS プロジェクトの成果は、2003 年３月の精密工学会春季大会におけるシンポジウ

ムおおよびデモンストレーションで公開されるとともに、その内容は文献[7]にまとめられ

ている。本プロジェクト固有の開発事例は、上記のデモンストレーションで公開されたフ

レキシブルフィクスチャリングシステムおよび関連ソフトウェアシステムだけであるが、

その基本的な考え方は参加企業および大学における生産システム開発および研究に生かさ

れており、今後の自律分散型生産システムおよび生産設備開発に利用されていくもとの期

待される。 
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(a) ディシジョンルールによるスケジューリング結果 

 
(b) 効用値によるスケジューリング結果 

図 3.2.6 スケジューリングの結果 

 

図 3.2.7 各ホロンの目的関数の比較 
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３．３ Globemen および Globeman21 
 

 Globeman21 と Globemen プロジェクトは、世界規模で生産を行う仮想企業体（Virtual 

Manufacturing Enterprise）をネットワーク上で構成し、効率的に運用をするプラットフォー

ムおよびツールを開発することを目的したプロジェクトである。 

 設計、製造、販売、保守などの製造企業のそれぞれの機能に特徴を持つ企業群が、特定

の製品を製造するために、仮想企業を形成して、生産を行うことを仮想企業体と定義し、

その効率的な構成と運用を検討したものである。 

 仮想企業体を効率的に構成し、運用するためには、企業間の連携、各機能の定義、機能

間の情報交換、管理機能の統合などさまざまな問題が生じる。これらの問題をネットワー

ク技術と情報処理技術で解決することが可能であるかどうかを検討している。 

 このプロジェクトには、EU、スイス、オーストラリア、日本の四地域の 11 企業と 8 大学・

研究機関の 19 組織が参加して、1999 年から 2002 年までの 4 年間行われたプロジェクトで

ある。参加した企業を図 3.3.1 に示す。 

 

GLOBEMEN
Global Engineering and Manufacturing in Enterprise Networks

G L O B E M E N
Project Partners

European Union
Japan

Australia

Switzerland

Japan Society for the Promotion of Machine 
Industry (JSPMI) is a non-profit foundation for 
research and development concerning economics 
and engineering in the machine industry.  

Hosei University has expertise in data exchange, 
including STEP and EDI, also skills and experience 
in enterprise integration and business modelling.  

Toyo Engineering Corporation (TEC) specialises in 
design, equipment procurement and construction of 
chemical, petroleum, fertiliser, nuclear, electric and 
other plants. 

Omron Corporation is a company of computers, 
communications and control. 

Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) is an 
international heavy engineering industry company 
mainly in the fields of  plant and steel structure 
construction, shipbuilding and machinery manufacture. 

Griffith University has expertise in enterprise integration, database multimedia technology and computer 
assisted learning.  

Tenix Defence Systems is the largest defence system manufacturer in Australia with a work force of 
more than 4,000 staff and an annual turnover of A$1 billion.
Cooperative Research Centre for Intelligent Manufacturing Systems & Technology Ltd (CRC-IMST)
is a research company incorporated by 13 manufacturing companies, 5 universities and CSIRO. 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) is Australia’s major research 
organisation. 

Technical University of Denmark (DTU). 
Research of the Department of Industrial 
Management and Engineering (IPV) 
includes development and operation of 
industrial production systems.

YIT Corporation (YIT) is a Finnish 
construction company. 

FORTUM Engineering Ltd is a Finnish 
engineering company specialised in the 
turnkey delivery of energy systems.

INTRACOM S.A. - Hellenic Telecommuni-
cations and Electronics Industry is the 
largest Greek industrial group in the field of 
Telecommunications, Electronics and 
Information Technology. 

BAAN helps companies to compete in the
“networked economy”, where information, 
integration and collaboration are essential 
for success, through its iBaan suite of 
Internet-enabled solutions.

EPM Technology is a Norwegian SME 
focusing on developing software tools for 
the implementation of Product Data 
Technology.

Technical Research Centre of Finland
(VTT). VTT brings strengths in logistics, 
global enterprise management, remote 
operator support and other areas. 

The activities of Bühler AG are focussed on manufacturing complete systems for food or feed production 
plants, for specific processes in the chemical industry and for die casting of light metals.
ETH-Center for Enterprise Sciences (BWI) is active in teaching, research, and knowledge transfer in the 
areas of Information and Logistics Management.

IBM Japan offers information processing systems, 
software, communications systems, and solutions 
consisting of other products and services.

 

図 3.3.1 Globemen 参加企業 

 

 

 Globemen で提案している方法は、現在使用できる通信、情報処理に関する共通的なプラ

ットフォームを持ち、それぞれのツールの互換性を保障し、画像データ、管理データなど

をリアルタイムに交換し、それぞれの管理ツールに取り込めることである。提案したプラ

ットフォームの基本的な構造を図 3.3.2 に示す。 
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１９９８年度精密工学会秋季大会学術講演会 Technical Research Institute, Japan Society for the Promotion of Machine Industry
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■ツール群などの資源共有のためのモデル

 

図 3.3.2 Globemen のソフトウエアプラットフォーム 

 

 このプラットフォームは、基本的に、インターネットと WEB 環境を用いており、特別な

インフラストラクチャを用いないでデータ交換を行おうとしている。ただし、セキュリテ

ィの問題が発生するが、この時点では、情報の交換を主体に検討を行っている。 

 具体的には、生産設備や生産管理情報をモニターリングできる機器を工場内ネットワー

クに接続してリアルタイムに状況の把握とデータ化を行う。それらのデータを仮想企業体

の WEB サイトにあるホスティングサーバに上げることで情報共有を行う。また、仮想企業

体で利用するアプリケーションもアプリケーションホスティングサーバ（AHS）経由で利用

する。このことで、仮想企業体では、関連する企業の情報とアプリケーションを共有する

ことができ、あたかもひとつの企業体として運用することが可能となる。 

 Globemen プロジェクトにおいて、日本の企業グループは、量産品の生産企業体を担当し、

その実現可能性を検討した。 

 対象とした生産システムは、U 字ラインと呼ばれるセル生産の組立システムである。対象

とした組立システムの状況を図 3.3.3 に示す。このラ

インは、生産数量によって 1 人から 3 人程度まで変更

することが可能であるラインで、複数の作業者が作業

を行う場合は、作業の分担が変更される形式である。

作業者は移動しながら複数の設備を利用しながら組立

を行う。この実験では、これらの作業のデータを収集

し、アプリケーションサーバで分析し、シミュレーシ

ョンを行い、作業の改善を提案していくことをイント

ラネットとインターネットで行ったものである。シス

テムの構成を図 3.3.4 に示す。 

 

 

図 3.3.3 U 字ラインの例 
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Neo-KAIZEN Demonstrator PG1/WP5 Operation Support and RenewalGlobeman21

GM21 4th plenary meeting/JSPMI Availability: Globeman all

Web-based Synchronous 
Data Logger Server
(Data Logger for PC & POP)

Multimedia Operator
Instruction System Server

(Operator Instruction System )

Field Network

NetworkNetwork

Factory

System Designing Section

Internet
MiFactory

(Simulation Software for Manufacturing)
JUSE-QCAS/V5.0E

(Quality Control Assisting System)

Web-based Synchronous Data Logger Client
(Data Logger for PC & POP)

Multimedia Operator
Instruction System Client

(Operator Instruction System)

(2)Analyze the Operation Status

(3)Find the Problem

(4)Plan to Solve the Problem 

(5)Evaluate the Plan

(1)Get Operation Status (6)Implement to the Process

Prototype System

 

図 3.3.4 デモンストレーションシステム構成図 

  

 

このプロジェクトでは、設計、生産の機能を分離し、それぞれの特徴を活かした機能を

再統合して、仮想企業体を構成する情報環境を構築し、実際の組立、加工におけるデータ

の収集を行い、改善活動につなげている。 

 このプロジェクトでは、仮想企業体を構成するための、ASP（Application Service 

Provider）や遠隔制御、遠隔情報交換などの仕組みを提供することができ、その後の製造業

の SCM における情報交換の可能性について示唆を与えることができた。 
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３．４ IMS における生産システムの研究成果とその位置づけ 
 

ＩＭＳ（Intelligent Manufacturing Systems）は、産学官共同の国際研究開発プログラムとし

て、次世代の製造技術および加工技術を開発するために発足した。IMS は、1989 年末、世

界の製造業が共通して直面している多くの課題を解決するため、通産省（現経済産業省）

が IMS プログラムとして国際的な産・学・官による共同研究開発の枠組み作りを世界に提

唱したことにより端を発する。この提唱を受け、1992 年から、日、米、欧などの参加の下、

その実現可能性について検討が実施され、1995 年から IMS プログラムは開始された。現在

までに、具体的な研究テーマとして 30 テーマ以上が承認を受け、研究開発を実施しており、

延べ 300 を超える企業および 200 を超える研究機関が、ＩＭＳ研究コンソーシアムで活動

している。1997 年 1 月には EU 地域が、また 2001 年 8 月には韓国が、IMS プログラムへ正

式に参加し、現在の参加地域は日、米、加、豪、スイス(EFTA)、EU、韓国の 7 地域となっ

ている。 

ＩＭＳプロジェクトでは、次の５つの技術分野で研究開発が実施されている。 

１．製品のトータル・ライフ・サイクル 

・ 製造システムの未来型総合モデル 

・ 製造における情報処理用の知的通信ネットワーク・システム  

・ 環境保護・省エネルギー・省資源 

・ リサイクル性 

・  採算性評価法 

２．製造法 

・ クリーンな製造法 

・ エネルギー効率の良い製造法 

・ 製造法における技術革新  

・ 製造システムを構成する加工モジュールの柔軟性や自律機能の向上  

・ 製造システムを構成する様々な要素と製造機能間の相互作用または調和の向上 

３．戦略／企画／設計用ツール 

・ プロセス・リエンジニアリングを支援するための方法およびツール  

・ 製造戦略の分析と開発を支援するモデリング・ツール  

４．人間／組織／社会 

・ 製造業のイメージ向上を目的とする推進・開発プロジェクト 

・ 製造業に従事する人材の能力拡大／教育および訓練 

・ 自律型海外工場の経営効率改善 

・ 企業内における技術知識保存の改善 

・ 新しい製造パラダイムのための適切な成果査定方法の開発 

５．仮想／拡張企業 

・ 一連の価値全域にわたる情報処理およびロジスティックス 

・ 技術的協力を支援するビジネス上、機能上および技術上の組織構成 

・ 拡張企業にわたるコンカレント・エンジニアリング 

・ 拡張企業チームの構成要素に対し、コスト責任／リスク、報償を割り当てる方法 

 

この IMS プロジェクトにおいて、次世代生産システムの研究として、研究成果の評価が

高かった４つのプロジェクトを取り上げ、研究の背景、目的、成果等に関して、表１、表

２に概要をまとめた。４つのプロジェクトを以下に記す。 

・ HMS(Holonic Manufacturing Systems)プロジェクト（ホロニック生産システムに関す
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る研究） 

・ HIPARMS(Highly Productive And Reconfigurable Manufacturing Systems)プロジェクト

（変種変量生産システム技術に関する研究） 

・ MISSION(Modelling and Simulation Environments for Design, Planning and Operation of 

Globally Distributed Enterprises) プロジェクト（グローバル分散企業の設計・計画及

び運用の為のモデリングとシミュレーション環境に関する研究） 

・ GLOBMEN21( GLOBal Engineering and Manufacturing in Enterprise Network )プロジェ

クト（企業間ネットワークにおけるグローバルエンジニアリングと製造の研究） 

 

これらのプロジェクトの位置づけをいくつかの研究軸に分けて概観し、図１～図４にま

とめた。 

まず、図 3.4.１では、ISO が提唱している生産システムの階層モデルの CIM 参照モデル軸

と生産システムの設計から改善までのライフサイクル軸における各プロジェクトの範囲を

記述している。HMS と HIPARMS は、加工ラインを対象とした生産準備フェーズから運用フ

ェーズを主な研究の対象としており、ほぼ同じ範囲の研究を実施した。MISSION は、生産

準備フェーズでのコンカレントエンジニアリング活動において分散ネットワークシステム

によって設計者を支援する手法を研究した。また、改善フェーズにおいて XML を利用する

現場情報の取得とその利用に関する手法の研究を実施した。GLOBMEN21 は、運用/改善フ

ェーズを中心とした企業間連携によるグローバルな仮想企業体を対象とした情報連携手法

や管理技術の研究を実施した。４つのプロジェクトは重なりあう部分があるが、個々のプ

ロジェクトの目的により独自的なポジションを保っている。 

図 3.4.2 では、自律型システム軸と分散型システム軸における各プロジェクトの範囲を記

述している。MISSION や GLOBMEN21 は、グローバルに、あるいは、工場内において分散

しているサブシステムを有機的に結合する分散型生産システムを対象とする情報化の研究

を実施しているが、自律化が進んだシステムを対象としている訳ではない。他方、HMS と

HIPARMS は、将来の加工ラインにおける高度情報化を想定し、設備、ワーク、取付けジグ

などによる自律的な意思決定を考慮した研究を対象としている。 

図 3.4.3 では、企業間と工場内の情報連携の粗密を軸とした各プロジェクトの範囲を記述

している。HMS と HIPARMS は、基本的には工場内の情報連携を考慮する研究を実施した。

GLOBMEN21 は、企業間と工場内の双方の情報連携を密にすることを前提とした研究を実

施した。MISSION は、比較的現実の生産システムを前提とした研究を実施した。 

後に、図 3.4.4 では、CIM 参照モデルに対応する意思決定レベルの軸と価値（利益）を

陽にした生産性評価の軸における各プロジェクトの範囲を記述している。MISSION や

GLOBMEN21 は、従来からの生産性評価を主な評価軸として実施した。HMS と HIPARMS

は、オークション方式などを利用する価値を陽にした生産性評価を実施しており、部分的

な価値の 適化を実施している。しかし、生産システム全体における 適化までを考慮し

ている訳ではない。 

これらの比較により、各プロジェクトの範囲は一長一短があることが分かる。これらの

研究の成果を、比較軸を参考にして分析し、長所を生かしつつ、実際の生産システムに適

用することが重要である。４つのプロジェクトの比較結果から敢えて次世代の生産システ

ムに必要とされる項目を以下にまとめる。 

・ 自律型かつ分散型の生産システムの実践 

・ 企業間情報と工場内情報の連携による生産マネージメントの実践 

・ 価値（利益）を陽にする生産性の評価の確立 

・ ライフサイクル全体を考慮する価値経営の確立 
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また、情報技術の高度化に伴う具体的な技術項目としては以下の項目が注目される。 

・ グローバル生産に伴う遠隔メンテナンスの高度化 

・ ライフサイクル全体を統合するデジタルエンジニアリング技術の実現 

・ ＩＴを応用する技能伝承の確立など 

 

 

 
表 3.4.１ 各研究プロジェクトの研究背景と目的 

表 3.4.2 各研究プロジェクトの研究成果 

目的

本研究では、相互の情報伝達能力（協調性）と大局的な指示で作業を実
行できる能力（自律性）を持ったホロンと呼ばれる構成要素を開発し、これ
らを基本モジュールとして生産システムに導入することにより、迅速な立ち
上げが可能（agility）、種類や生産量の変動に柔軟に対応可能
（flexibility）、生産設備が容易に再構築可能（reconfigurability）の特徴を
持った次世代生産システムを実現することを目的としている。

柔軟性と生産性の両立を目指した生産システム”HV-FMS”を提案し，この
具現化を目的として次のような課題の研究開発を推進している．

MISSION のビジョンは、既存のツールと地域指向の設計プロセスを利用し
て、拡大企業環境あるいは仮想企業環境の計画と設計をサポートするも
のである。現在あるようなそれぞれ分離独立している生産システム計画、
設計ツールではなく、MISSION のビジョンはその枠を越え、モデル化やシ
ミュレーションの為のツールを内包した全く新たな統合モデリングプラット
フォームを確立することにある。

本プロジェクトは，これら情報インフラストラクチャや，仮想企業内の各種機
能間本プロジェクトでは、グローバル生産の３つのビジネスプロセス（販売
とサービス、企業間計画、分散エンジニアリング）とその管理技術に注目
する。情報を有機的に連携させて運用する仮想企業体をグローバル拡張
製造企業体と呼び，その実現手法の構築を目的としている．
グローバル生産の３つのビジネスプロセスと管理技術の相互作用を検討
しながらグローバル生産に移行するための手順や方法論、ツールを開発
し、またベストプラクティスを考察する。

プロジェクト名 背景

HMS(Holonic Manufacturing Systems)：
ホロニック生産システムに関する研究

技術進歩や社会環境また個人嗜好の急速な変化により多くの製品が短
寿命化しており、製品の早期市場投入によるビジネス高収益化と、在庫な
どの適切管理による低リスク化が重要になっている。これらは省エネル
ギー、省資源という時代の要求にも一致するものである。また、一方では
生産技術、情報技術の進歩により、高度な判断を行える自律システムを
構築することが可能になってきており、構成単位が自律的に判断し、か
つ、種々の要求に柔軟に対応できる生産システムの構築が強く要求され
ている。

HIPARMS(Highly Productive And
Reconfigurable Manufacturing Systems)：
変種変量生産システム技術に関する研究

消費者ニーズの多様化と製品ライフサイクルの短命化から，生産システム
に対する生産要求は量と品種がますます変動するようになってきており，
このような生産要求に応えられる生産システムの実現があらゆる産業界
から期待されている．

MISSION(Modelling and Simulation
Environments for Design, Planning and
Operation of Globally Distributed
Enterprises) ：
グローバル分散企業の設計・計画及び運
用の為のモデリングとシミュレーション環境
に関する研究

世界市場はダイナッミックに変化している。次世代生産システムに必要な
パラダイム、組織、技術も変化している。現在、このようなエンジニアリング
の変化に十分対応できるサポート体制の確立が求められている。新たな
方法、設備、それにパートナーシップも合わせて切望されている。一方、こ
のような変化に対応する様々な手法が提案されてはいるが、すぐには実
践で使えない上、十分に統一されてもいない。顧客の要求や業界の競争
は地域、国の枠にとどまらない。このことを考えると、製品の仕様や製造プ
ロセスに対しては柔軟な取り組みが必要とされる。

Globmen２１ ( GLOBal Engineering and
Manufacturing in Enterprise Network )：
企業間ネットワークにおけるグローバルエン
ジニアリングと製造の研究

21世紀における企業体のあり方の一つとして，特別な機能あるいは能力
を持つ複数の企業が通信技術とコンピュータ技術によって自由自在に結
びつき，仮想企業体を作り上げ，製品開発，生産システム設計，運用，改
善などを実施することが考えられている．
　しかし，この仮想企業体を実現するには，企業間が自由に結合できる情
報インフラストラクチャ，販売やサービスさらに設計・生産や運用などの機
能間の情報連携，複数の企業が有機的に連携できる管理技術の開発が
必要となる．

プロジェクト名 研究メンバー（国内） 研究期間

オークマ、ファナック、東芝、

HMS(Holonic Manufacturing Systems)：
ホロニック生産システムに関する研究

安川電機、慶應義塾大学、神戸大
学、東京大学、大阪府立大学、香川
大学 1996/4～2004/3

HIPARMS(Highly Productive And
Reconfigurable Manufacturing Systems)：
変種変量生産システム技術に関する研究

光洋精工(株)，住友電気工業(株)，
三菱電機(株)，ヤマザキマザック
(株)，京都大学，神戸大学 2002/4～2004/3

MISSION(Modelling and Simulation
Environments for Design, Planning and
Operation of Globally Distributed
Enterprises) ：
グローバル分散企業の設計・計画及び運
用の為のモデリングとシミュレーション環境
に関する研究

清水建設、、デンソー、豊田中央研
究所、牧野フライス製作所、大阪大
学、大阪府立大学、機械振興協会、
神戸大学、法政大学 1998/4～2002/3

Globmen２１ ( GLOBal Engineering and
Manufacturing in Enterprise Network )：
企業間ネットワークにおけるグローバルエン
ジニアリングと製造の研究

東洋エンジニアリング、オムロン、日
本IBM、三井造船、機械振興協会、
法政大学 2000/4～2003/3

研究の範囲 研究成果

マクロレベルスケジューラとして工場間、企業間の連携時に負荷の最適化が可能な最適化エンジン
のプロトタイプの開発を行った。分散型スケジューラとして再帰的伝播法により、独立なホロンでの最
適化を行いながら生産計画が実行できることを確認した。スケジューリングを考慮した工程設計・装
置設計の開発を行った。マシニングンホロンの開発としてすべてのホロンが対等に情報交換できる手
段の開発を行った。フィクスチュアリングホロンの開発としてフィクスチュアリング作業・複雑形状の工
作物対応の高度を実施した。

加工ライン全般

パーツハンドリングホロンの開発として６自由度ロボットによる複雑な障害物環境下での回避軌道計
画の短時間生成が可能になり、ハンドリング計画が容易になった。ロボット動作経路計画を行い、ホ
ロン探索機能の有効性を検証した。

自動車部品加工システム

自動車部品加工を想定し，HV-FMSにオークション方式による運用法を適用した際の動的特性の解
析を行ってこの運用方式の有効性を示した．また高速高能率加工のための工具技術，加工技術およ
び知能化技術の研究を行って加工能率の向上を確認した．

生産システム設計評価手
法・生産システムの改善
手法：自動車関連企業

分散ネットワークシステムによる生産システム設計者の支援手法とそのシステムの開発。また、分散
シミュレーションによる生産システムの評価手法とそのシステムの開発。さらに、XMLを利用する現場
情報の取得とその利用に関する手法とシステムの開発。
研究の成果物である統合デモンストレーションは、具体的に拡張企業体を理解し易いようプラントや
工場そのものを製品として扱うような一品生産(One of a kind product)と、そこから生産されるものを
製品として扱うような量産品の製造をシナリオとして設けている。シナリオにおけるプロトタイプの位置
付けはGLOBEMEN-J 統合デモンストレーションで示している。GLOBEME-J のプロトタイプを概略紹
介する：

グローバル生産の３つの
ビジネスプロセス（販売と
サービス、企業間計画、分
散エンジニアリング）とその
管理技術

１． インターネット接続されたテストベッドの運用を支援する実証実験を実施した。２．プラントのアフ
ターセールスを対象に、SVE(Service Virtual Enterprise)モデルを提案し、構築の上、その適用性を実
証した。３．スケジューラーとMES を分散配置する技術を研究した。４．生産設備の改善、設備の変更
の仕組を研究した。５．サプライチェーンなどで適用するスケジューリング言語、PSLX をベースに研究
開発した。６．グローバル拡張企業体に必要な技術情報の伝達や共有のためのプラットホームを構築
した。
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図 3.4.2 自律型システム軸と分散型システム軸における各プロジェクトの範囲 

図 3.4.3 企業間と工場内の情報連携の粗

密を軸とした各プロジェクトの範囲 

図 3.4.4 意思決定レベルの軸と価値（利益）

を陽にした生産性評価の軸における 

各プロジェクトの範囲 

図 3.4.1 CIM 参照モデル軸とライフサイクル軸における各プロジェクトの範囲 
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第４章 実地調査概要 

 

４．１ 海外調査（シンガポール） 

 

4.1.1 Tech Semiconductor 社訪問 
（１）調査内容報告 

訪問日時：２００５年１月１０日 

訪問場所：Tech Semiconductor 社 

面談者：Mr. Lee Theam Aik，Director, Information Systems & Services 

 

経 過： 

製造過程、製造場所の見学は特に無く、会議室での面談、質疑を行った。午後の訪問の

ホストである Sun Microsystem 社の Benny Wong 氏同席のもと、先ず当方より訪問の趣旨に

ついて簡単に説明を行った後、同社の業務内容、経営戦略等について説明を受けつつ、質

疑を行った。 

 

説明質疑内容： 

１）同社の業務内容について 

・ DRAM の製造のみを専門的に行っているメーカーであり、製造品の 100％を Micron 

Technology 社に納入している。 

・ 13 年前に設立された。 

・ 一般にアジアにおける製造拠点の日本からの転出先として台湾、シンガポールが検

討された中で、Micron Technology 社としてはシンガポールに製造拠点を転出させア

ウトソーシング化したものである。 

・ Micron Technology 社自体も半導体メーカーであるから、Tech Semiconductor 社は納

入先が１社に限られ、１種類の製品のみを製造している contract manufacturer であ

ると言える。 

・ 納入先の Micron Technology 社は CANON、HP などと並んでシンガポールにおける

半導体製造における４つの主要シェアホルダーの一つである。各社は製造のどの程

度を外部委託するかについてそれぞれ異なった製造戦略を採っている。 

・ 一方で Micron Technology 社は DRAM の製造を Tech Semiconductor 社ばかりではな

く、他のコントラクター及び自社工場でも行っている。コントラクターとしての

DRAM の製造工場はシンガポール外に日本 1、イタリア 1、米国 2 箇所がある。 

・ 親会社である Micron Technology 社は多くのコントラクター、自社工場を持ち、全

体の製造を total planning する。 

・ ただしコントラクター間は競合関係にあるというより、Micron Technology 社の製造

計画に基づいて棲み分けを行っている。 

 

２）生産システム、製造法を中心とした技術戦略 

・ DRAM の製造技術そのものは Micron Technology 社の研究開発部門において開発さ

れ、Tech Semiconductor 社に提供される。 

・ Tech Semiconductor 社は製造技術と受託した生産量に基づいて floorshop layout、生

産計画などを自社において決定する。 

・ 生 産 シ ス テ ム の 基 本 理 念 は semi-automated factory で あ り 、 BROOKS  
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AUTOMATION 社の部門である BROOKS SOFTWARE 製の運用システムに基づいて

real-time-dispatching(RTD)を行っている。RTD と MES システムの活用によりリアル

タイムに効率的な運用が可能となっており、RTE(Real Time Enterprise)の実現を目指

している。 

・ DRAM の製造は基本的には build-to-stock であり、受注した生産量を満たせば

overbuild する自由はある。 

・ 現在でも多種の製品を製造しており、受注量も 短２週間で変動しうる。その場合

でも floorshop layout や製造プロセスは不変で、dispatching で対応している。稼働率

はほぼ 100％近い。 

・ Inventory data は Micron Technology 社と共有であり、生産計画については双方向で

連絡を取り合いながら決定して行く。 

・ 製品の lead time はマーティング（生産量）としては２週間、製品としては 短２ヶ

月程度であろう。 

・ (APS により lead-time の短縮は可能か？という質問に対し)可能性はあるが、mfg. 

Lead-timeを短縮するというより、ordering lead-time を短縮するほうが課題であり、

生産工程の 適化については今のところ RTD で十分である。 

 

３）人材確保、将来方向性などの経営的戦略 

・ 現在、従業員は約 2000 名であり、うち約 30％が大卒者である。 

・ 内部教育システムは業務上必要な training を除き、特に制度は無い。 

・ Training 制度については inhouse，overseas ともに制度がある。 

・ 採用は主としてシンガポールを優先的に視野に入れて行う。理由はやはり同国にお

ける教育水準が高いことがあげられる。 

・ どうしても地元では採用数に達しなかった場合、インドなどにも求人に行くことが

ある。 

・ シンガポールにおいても日本などと比べ転職は多い。特に同国の場合、転職が必ず

しも転勤を意味しないという特殊性がある。 

・ （Tech Semiconductor 社に生産システム技術があり、Micron Technology 社にプロセ

ス技術が分散してあることで Micron Technology 社における新製品開発、新プロセ

ス開発の遂行力が落ちるのではないか？という質問に対し）Micron Technology 社に

おいても量産性はともかく一通りの製造プロセスは生産システムも含めて保持し

ており、指摘のような R&D パワーの低下は今のところ見られない。（ただし設備は

Micron Technology 社以外で開発している。） 

・ 将来的に Tech Semiconductor 社が一般的な contract manufacturer 化する可能性は薄

いと考えている。 

 

（２）調査内容まとめ 

 業務の形態として、同社は一種の EMS（contract manufacturer）であるのだが、その製品

は 100％親会社である Micron Technology に納入している。このような戦略は発注先の意向

に左右され易く、企業戦略としてはリスキーであると考えられる。もちろん、同社は設立

そのものが Micron Technology の企業戦略に則ったものであり、同社が DRAM の製造を以前

行っていた日本から移転させる際に、台湾などとともに移転先として検討した経緯がある。

台湾と同様、現在ではシンガポールでも労働コストはさほど安価とは言えない一方、シン

ガポールのメリットとしては比較的高い教育水準、安定した政府の施策などがあげられる。

現在のところ、労働コストなどと上記のメリットがうまくバランスし、高い設備稼働率維
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持出来ていることもあり、業績を上げているようである。DRAM という製品の性質も関連

するが、同社の企業戦略は、“国際的垂直分業体制におけるニッチ戦略”ということができ

る。このようなニッチ戦略は生産（特に組立）が単純労働であるような製品には適用でき

ないし、仮に今後労働コストがさらに上昇し、労働コストに見合う付加価値のあるプロセ

スへの進出も、所謂スマイルカーブの前後は Micron Technology 社の統括下にあるので難し

い。結論としてこのような垂直分業戦略は、既に労働コストが極めて高い日本国内の部品

製造企業の生き残り策にはなりえないし、同社自体も早晩、生産管理部門は別として、工

場立地や労働コストの面で 13 年前に日本からシンガポールへ生産拠点を移転した際と同様

に、実際の生産部門については今後、シンガポールから例えばマレーシア、インド、中国

などへの移転圧力に晒されるものと考えられる。一方で、日本企業のグローバルな生産シ

ステム展開を考える際には、労働コストがさほど問題とならず、設備稼働率、故障復帰の

早さ、などがクリティカルである製品に関してはシンガポールを生産拠点として検討しう

ることを示している。 

 

4.1.2  Sun Microsystem 社訪問 
（１）調査内容報告 

訪問日時：２００５年１月１０日 

訪問場所：Sun Microsystem 社 

面談者：Mr. Benny Wong，Director， Industry Strategy and Development Manufacturing，Asia 

South 

経 過： 

製造過程、製造場所の見学は特に無く、昼食をかねた面談、質疑およびショールームの

見学を行った。 

 

説明、質疑内容： 

１）同社の業務内容について 

・ 基本的に訪問部門は南アジア地区におけるマーケティング、顧客対応システム構築、

販売、メンテナンスなどを統括する部門であり、研究開発、製造を行っていない。 

・ 主な担当範囲はシンガポール国内のほか、マレーシア、インドネシア、インドなど

である。 

・ 顧客の要望に応じてシステムコンフィギュレーションを決定し、アセンブリしたう

えで出荷する。 

・ アセンブリはシンガポール国内、マレーシアなどの近隣の諸外国などで行っている。 

・ モジュール、CPU、基本 OS の研究開発は米国内で行うが、アセンブリ、出荷など

は南アジア地域ではシンガポールブランチのコントロール下にある。 

 

２）技術戦略、経営戦略について 

質問：南アジア branch が、シンガポールよりも労働力の安価なマレーシア、中国など

に流出する危惧はあるか？ 

・ 危惧は特に感じない。シンガポールには国民の教育水準が高いという利点があり、

単純労働は別としてある程度 creative な業務では一定のニッチ的な地位を確保して

いる、と考えている。 

・ シンガポール国内では特に将来的な顧客層の開拓のため、職業訓練校（ITE）に大

規模なコンピュータルームを提供して、WS 環境、ネットワーク環境を体感させる

ことに力を注いでいる。 
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・ また中国などについては、一般論として competitor としてではなく、将来の市場と

して有望と考えているよう。コンピュータシステムの導入などに関してインドに比

べて中国の企業のほうが現在 CEO など経営層の年齢が若く、機動的に行うとの印

象がある。 

 

（２）調査内容まとめ 

本訪問の場合は生産拠点ではないので、“生産方式の変革”という意味で特に参考となる

面はないが、グローバル生産展開における一つの方向性として興味深い面がある。同社は

南アジア地域における Sun Microsystem 社の販売網の中心であるが、ワークステーションと

いう製品の性質上、ユーザのニーズ、目的に合わせたローカライズは非常に重要だと考え

られる。基本 OS、ハードウェアの研究開発は米国本国で行うとしても、アジア言語向けバ

ージョン、ユーザに合わせたシステムコンフィギュレーションなどは南アジアに向けては

シンガポールでローカライズを行うことが距離的に、労働コスト的にも有利な戦略である

と考えられる。生産拠点はより労働コストの安い他のアジア諸国に立地させ、それらをシ

ンガポールのコントロール下に置く方法である。また、シンガポールには中国系住民が約

70％あり、かなりの比率の国民が中国語（mandarin）の素養がある。この点を活かし、台湾

と同様、中国市場において一定の地位を確保することを念頭においているのではないかと

も考えられる。シンガポールは国の面積、人口などもあり、基本的にはニッチ戦略である

が、中国市場などにおいて日本企業との競合も増えるだろうと考えられる。日本企業の立

場に立って、シンガポール、台湾などの諸国との競合を考える際には、言語的なハンデを

どのように克服するかが重要であろう。また同社の拠点展開の方法は、日本企業がローカ

ライズの必要な製品の中国市場への展開を考える際に、生産拠点を内陸部におき、それを

沿海部のセールスエンジニアリング部門の統括下におく方法としての応用が考えられる。 

 

4.1.3 Singapore Institute of Manufacturing Technology（SIMTECH）訪問 
（１）調査内容報告 

訪問日時：２００５年１月１１日 

訪問場所：Singapore Institute of Manufacturing Technology(SIMTECH) 

面談者：Dr. Peter Lindermann 氏，Senioir Scientist, Programme head 

    Dr. Low Yoke Hean, Research Engineer 

    Mr. Chong Chin Soon, Research Fellow 

 

経 過： 

同研究所の会議室において上記の面談者と面会し、同所における研究概要について説明

を受けた。続いて委員会の設立趣旨、当方の来訪目的、これまでの議論の内容などについ

てスライドにより簡単に説明を行った。その上で主として生産システムの 適スケジュー

リング手法、ディスパッチング手法について自由討議を行った。 

 

質疑内容： 

１）SIMTECH の概要、研究内容について 

・ 同研究所は A*STAR (Agency for Science, Technology and Research)の 12 の付置研の

うちのひとつである。12 の研究所は 5 箇所がバイオエンジニアリング関係、7 つが

いわゆるエンジニアリング関係である。7 つのエンジニアリング関係の研究所には

Manufacturing Technology を担当する本研究所 Simtech の他に、Chemical Engineering, 

Micro Engineering, Micro Electronics, High Performance Computing, Informatics and 
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Computer, Data Storage などを専門的に取り扱う研究所がある。 

・ SIMTECH は総勢 250 人程度の研究者を有しており、製造技術（成形技術、微細加

工・基盤技術、加工技術、表面工学）、実用技術（統合化装置技術、メカトロニク

ス、精密測定）、経営・製造に関する管理・情報技術（CCT（Configurable Controller 

Technology）、D-SIMLAB（Decision Support for Integrated Manufacturing and Logistics 

in Asset-intensive Business）、統合化装置技術、物流 適化・管理、ネットワークセ

ントリックな生産システムの管理、製品のライフサイクル管理、ウエブサービス）

の技術分野をカバーしている。 

・ D-SIMLAB はソフトウエア指向の７研究グループの中の一つであり、10 人強の研究

者がいる。 

・ D-SIMLAB の研究の中には、A*STAR の IMSS（Integrated Manufacturing and Services 

Systems）予算で遂行中の 10 個のパイロットプロジェクトの中の分散シミュレーシ

ョンに関するプロジェクトも含まれている。 

 

２）D-SIMLAB における研究について 

・ D-SIMLAB では先進的な運用管理法と生産における物流とサービスに関わる活動

を関連するビジネスプロセスと適合させ、強化するための仮想的実験技術を提供し

ている。 

・ ウエファー製造を対象として工場内生産システムの効率化技法の研究、さらに検

査・組立工場との協調に関する技術開発などを進めている。これはロジスティクス

ネットワークの計画技法、 適化法、スケジューリング・ディスパッチング技法、

工場計画・レイアウト技法などを含んでいる。 

・ 仮想実験技術として、分散シミュレーション、離散型シミュレーションモデルとビ

ジネスプロセスアプリケーションシステムの統合、実・仮想の共生シミュレーショ

ンシステム、グリッドシミュレーションなどについて研究している。これは半導体

生産におけるグローバルサプライチェーンの研究に適用されており、有用な技術と

して企業との共同研究も進められている。 

・ 半導体生産はシンガポールにとって重要な産業であり、積極的な取り組みがなされ

ている。このためかなり詳細なウエファー生産に関するデータが蓄積され、相当精

密な工場の製造工程モデルの作成が可能であるようである。 

・ これらの研究の中で、ウエファー生産におけるスケジューリング・ディスパッチン

グについてはリアルタイムに実行する必要があるとの認識にたって、ＲＴＳ（Real 

Time Scheduling）、ＲＴＤ（Real Time Dispatching）について研究している。これは

Tech Semiconductor 社において Brooks Software 製のシステムにより RTD を実用し

ているとの調査を裏付けるものである。 

 

（２）調査内容まとめ 

 訪問した SIMTECH は立地的には南洋工科大学キャンパス内にあり、同大学の付置研的な

位置づけにあるのだが、シンガポールにおいては管轄が大学本体とは異なっている。シン

ガポールベースの企業との共同研究を実施し、研究結果を同国内の生産技術に速やかにフ

ィードバックすることを国家戦略として推進していることが見て取れる。国としての産業

戦略は一言で言えばニッチ戦略であるが、小さい国故の指導力と機動性は大きな武器とな

っていることが予想される。 
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4.1.4  Inzign PTE LTD 社訪問 
（１）調査内容報告 

訪問日時：２００５年１月１１日 

訪問場所：Inzign PTE LTD 

面談者：Mr. Phua Swee Hoe，Managing Director 

 

経 過： 

シンガポールにおける中小企業、ベンチャー企業等を集めた工業団地内にある同社を訪

問し、会議室で業務内容、戦略等について質疑を行うとともに、製造設備の設置場所の見

学も行った。 

 

質疑内容： 

１）同社の業務内容について 

・ 医療器具メーカーから依頼を受けて医療器具の設計、プロトタイプモデル製作、射

出成型金型設計、金型製作、製品の成型を一貫して行っている。 

・ 主要な製品は喘息用の吸入器などである。 

・ 通常の contract manufacturer と異なり、多くの場合商品企画から参画することが多

い。また新製品の提案は依頼元である医療器具メーカーからも、また同社側からも

行いうる。 

・ ただしマーケティングも含めて全く独自に製品開発するわけでは無く、contract 

basis である。 

・ 同社は 1981 年に設立され、図面を渡されての金型製作のみを行っていたが、1980

年代末、上記の一貫生産に乗り出した。その時点では（製品設計は）無理だという

意見も多かったが、同氏が中心となって新分野の開拓に成功した。 

・ 製品設計を行う能力を有することを証明するため、依頼に基づかず“CD Destroyer”

を 初の一貫生産製品として製作した。 

 

２）技術戦略、生産手法について 

・ 射出成型金型の一貫生産においてキーとなるのはいわゆる time-to-market である。

これは通常２－６ヶ月であるが、これを短縮することが大きな利益につながる。 

・ 製品の設計そのものは Pro-E などの CAD ツールで、複数の部品からなる金型の製

造、生産管理については WindChill と呼ばれる ERPC システムを用いている。 

・ WindChillでは quated time/cost と actual time/cost の比較がシステマチックに行うこ

とができ、製造工程のどの部分がボトルネックとなっているか、改良すべきかとい

う incentive を与えることが可能である。 

・ また同社の製造工程においては製造プロセスを情報として含む図面を用いている

ことが特徴である。 

・ 一般に金型の設計、製作のみを行う企業は依頼元からのコスト削減要求が厳しく、

厳しい状況にあるが、同社は対象製品を絞り込むが、製品設計から成型までの一貫

生産を行う戦略をとることにより、高付加価値な工程を自社内に取り込むことがで

きている。 

・ 一般に contract manufacturer は製品の生産工程のうち、比較的付加価値が低いとさ

れる生産工程に特化し、一方で複数の製品を大量に製造することによる量産効果

（コスト削減、生産ノウハウの蓄積）を生み出すことを戦略としているが、同社の

手法は対照的である。 
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・ “高付加価値”といっても一連の工程のうちのどの部分が価値創出に寄与するかは

製品の種類、市場の動向、経済情勢などによって変化しうる。この戦略により市場

変動によるリスクをある程度回避することも可能である。 

・ また、対象を医療器具という比較的高付加価値製品に絞り込む戦略も的確であろう。 

・ 商品企画から参画するため、依頼元は医療器具メーカー数社であるが、製品上競合

するメーカーと契約を結ぶことは避けている。 

・ このような手法はニッチ的手法であるため、大企業には適用できないが、日本国内

の金型メーカーなどにとってもヒントとなる可能性がある。無論製品開発に関する

知識、技術の蓄積、リスクなど様々な問題があるが、水平分業、垂直統合は一つの

方向性であろう。 

 

３）経営戦略、将来見込みについて 

・ 目下の問題は人材の確保であり、若い労働力をいかに製造業に取り込むか、そのた

めの incentive をどのように与えるかが課題である。 

・ （シンガポールにおいても、製造現場の中国シフトなどの問題は無いか、との質問

に対し）医療器具分野では製品の安定した高品質が重要であり、そのために同社で

は high volume production, clean molding, highly automated system を取り入れている。

従って、労働コストはあまり重要なファクターではなく、clean molding に関しては

advantage がある。そのため特に中国シフト等の脅威にはさらされていないとのこ

と。 

・ 実際にほとんど無人のクリーン工場内に射出成型機を設置して生産を行っており、

また、近々に生産能力を数倍に増強するとのこと。 

・ ただしシンガポールにおける国内的問題として同氏は、気候が良すぎること、硬直

化した官僚機構をあげていた。 

 

（２）調査内容まとめ 

 今回訪問したシンガポール国内の企業の中では同社は非常に興味深い戦略をとっている

ところの一つであった。日本国内の金型メーカは海外との厳しいコスト競争、コスト面で

海外進出した場合には高度な金型技術流出の危険、などに晒されている。医療機器という

特殊分野ではあるが、製品の上流から下流までを一貫して手がけることにより前述のスマ

イルカーブに関わらず一定の利益を確保できるのが強みである。近年では東京都大田区に

立地する加工専門の中小企業のノウハウをネットワーク化し、製品の企画、設計から提案

しようとする試みが始まっているが、金型の設計製造技術は製品は機械加工を要しない製

品の多くにとってキーテクノロジーであり、キーテクノロジーを所持している金型メーカ

が製品設計に進出できる可能性があることを示している。同社は典型的なベンチャー企業

であり、“水平分業におけるニッチ戦略”ということもできるが、日本においても金型メー

カなどは同様に中小企業であり、ニッチ戦略がとれないことにはならない。ただし日本に

おいては 終製品メーカを頂点とした部品メーカなどの系列化の度合いが強く、 終製品

メーカとの対等なパートナーシップを構築するのは容易ではないだろうし、適当なニッチ

製品がみつかる保証も無い。日本企業の競争力強化戦略としてそのまま適用できるもので

はないとしても、生産システム構築手法に関連しても、4.1.1 に記載した垂直分業における

ニッチ戦略と対照的な戦略として想定される。また、将来的に virtual enterprise がより現実

的なものとなるとき、その一翼を担う可能性のある方向性でもある。 
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４．２ 海外調査（中国） 

 

4.2.1 事前送付質問事項 
本件訪問に際しては訪問に先立って、質問事項案を送付した。質問には企業の戦略の根

幹に関わる部分もあり、全てに回答を得られることをもとより前提とはしていなかったが、

事前に質問事項を送付し、共通認識を持つことによってスムースに議論を進めることがで

きた。以下に送付した質問事項案を示す。 

 

（１）グローバル生産に対する考え方 

・ 貴社の海外生産に対する考えは？（可能ならば国内で行いたい⇔経営面だけでなく

グローバル化は必要だ、等） 

・ 海外生産を積極的に推進するとすればその理由は？ 

・ 国内生産に拘りがあるすればその理由は？ 

・ 海外における工場、事業所立地を決定する戦略は何か？ 

 

（２）中国進出のメリット、デメリット 

・ 中国進出の決定要因は何か？ 

・ 充分な人材が確保できるか？ 

・ 作業者の質はどうか？また作業者の定着率は？ 

・ 技術、ノウハウの流出の問題は無いか？ 

・ 市場としての中国か、生産拠点としての中国か？ 

・ 電力事情、法令、規制等外部要因はどうか？ 

・ 国内からの移転に伴う問題点は？ 

・ 中国工場でもセル生産（的な手法）を導入しているのか？または将来的に導入する

予定はあるのか？ 

 

（３）内外の棲み分け戦略について 

・ 国内外の生産品目をどのように棲み分けているか？ 

・ またその決定要因は何か？ 

・ 国内でハイエンド品、国外で量産品といった棲み分けはあるか？ 

・ （仮に上記とすれば）量産品はアウトソーシングといった選択肢はあり得るか？ 

・ 設計、開発は国内で、製造は海外でといった棲み分けはあるか？ 

・ （仮に上記とすれば）開発と製造を分離する問題は無いか？ 

・ 国内工場と海外工場とで工場建屋、フロアレイアウトの設計思想の違いはあるか？ 

・ 上記を 適化するツール、手法はあるか？ 

・ 海外事業所の独立性は？ 

 

（４）将来の方向について 

・ 情勢が変れば国内化することもあり得るのか？ 

・ それとも他国も含めて海外生産を増強する方向か？ 

・ 未進出の国ではどのような場所が考えられえるか？ 

・ （日本の）経済情勢が好転すれば一時期のように高度自動化の方向に進むのか？ 

・ それともセル生産のようなマンパワーを活かす方向は変らないのか？ 

・ 国内での少子化傾向は変らないとすれば、将来の戦略はどのようなことが考えられ

るか？ 
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4.2.2 上海大金空調有限公司 
（１）調査内容報告 

訪問日時：２００５年１月１３日 

訪問場所：上海大金空調有限公司 

訪問者：三島望（産総研） 

面談者：光安俊二氏，副総経理，企画部長 

 

経 過： 

同社に訪問し、会議室において委員会の設立趣旨、今回の訪中のねらい、これまでの委

員会議事内容などについて簡単に説明を行った後、同社の業務内容についての説明を受け

た。引き続き質疑応答を行い、実際の生産工程について見学を行った。 

 

質疑内容： 

１）中国市場、同社中国法人の状況について 

・ 先ず前提として上海ダイキンは基本的に上海地域における内需に対応した工場で

ある。 

・ 85％程度が内需向けであり、残り他地域の工場の生産能力不足をカバーしているだ

けで、本質的に消費地での生産である。 

・ もちろん様々な生産システム論については承知しているが、現実は“中国における

生産システムはどうあるべきか？”といったレベルで動いていない。市場構造、法

令、規制なども含めた外部条件、ユーザの好みなどがダイナミックに変動する。 

・ その中でどのように生産すればやり易いか、ということだ。ものづくりは道具であ

って目的ではない。ただし、（市場の変化に即応するべく）構えている前提として

日本での物量がある。（注：日本で安定したシェアを占めていることによる一種の

余裕という意味か。） 

・ 中国に進出したエアコンメーカーとしてはダイキンは 後発の一つであった。（後

発のメリットとして）家庭用ルームエアコンで行くか、業務用エアコンで行くかの

選択があった。業務用を選択したが、結果的に正しい戦略だった。家庭用ルームエ

アコンについては現地メーカに激しく追い上げられ、多くが撤退した。 

・ ダイキンとしてはコストダウンという意図もあったが、主眼はグローバル展開を消

費地に拡大した、ということだ。 

・ 現在約 500 機種を生産しており、むしろ日本よりも多品種少量生産である。業務用

エアコンは家庭用と売り方からして全く違い、品揃えが死命を制する面がある。代

理店網を活用したきめ細かな対応により業績を伸ばしてきた。 

・ 数量に関しては多品種少量だが、世界の中での物量で勝負という面もある。 

・ 中国市場では地域性としては床置き型の店舗用エアコンが良く出ている。こういう

ものは地域特有商品であり、現地生産の場合、対応する必要がある。 

・ 中国市場だからといって廉価機種が売れるかというとそんなことは無く、むしろ一

番良いものを求める傾向がある。日本人と同等の購買力を持つ層が既に一億人いる、

と言われている。今後も増え続けるだろう。従って需要は右肩上がりだし、商品の

ライフサイクルは短い。 

・ ダイキンでは部品内製用の設備は持たない。部品は全て購入している。部品品質の

見極めが重要である。 

・ 中国では部品メーカは本当にたくさんあり、海外製品でもそれに対応した標準部品

表がある。コピー部品でも品質は千差万別であるが、コストを掛ければそれなりの
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品質のものが手に入る。 

・ ただしメーカの淘汰は激しい。自動車関連の部品メーカの話だが、２年前には 500

社あったメーカが現在は 100 社だと言われている。 

・ 日本の市場は成熟していて、限られた大きさのパイを分け合っているだけだ。ルー

ムエアコンに関して日本は年 600 万台で横ばいだが、中国では現在 2000 万台、将

来は 5000 万台まで増えるだろう。その中でどの部分を狙うのか、という日本企業

の戦略があってよい。ハイエンドな層をターゲットとし、（環境制御に関する）ソ

リューションを提供するのが外資の役割だと考えている。 

 

２）日本と中国の棲み分けについて 

・ 中国法人だから役割が違う、といったことは特に考えていない。単純に生産拠点と

して考えるのであれば、内陸部の方がコストは安い。誘致のための優遇策なども行

っているし、労働力も豊富だ。 

・ ただし製品のコア技術の研究開発は日本でするのが良い。研究所の移転は短期的に

はコスト削減になるかもしれないが、中長期的には疑問だ。研究所はばらばらに人

員配置するとパワー不足で技術がすぐに陳腐化する。また、技術開発力の維持のた

めにも国内工場は絶対に必要だと思う。 

・ ただしローカライズ、バリエーション化の技術、ノウハウに関しては現地の生産文

化、需要動向を頭に入れて現地ですべきだ。 

・ 日本と中国の違いといえば、日本では部品メーカの提供する部品の品質が良く、セ

ットメーカが非常にやりやすい。細かい指示を出さなくても高品質な部品を供給し

てくれる。こちらでは、部品の受入には細心の注意が必要だ。 

・ そのために受入検査室は倍増させた。 

・ どうしてもこちらで手に入らない部品に関しては、部品メーカも日本から連れて来

る必要のある場合もある。 

・ 日本でも中国でも本質的にものづくりの方法は同じではないか。異なるのは“作業

者が品質を作りこむこと”を前提としないシステムとすることだ。 

・ そのため検査要員は 初から別系統で育てている。２５％程度を検査専任として職

種分離している。 

・ 作業者の多能工化は進めているが、単能工をつかいこなすことも必要だ。 

 

３）今後の展望について 

・ 基本的には日本での生産スタイルを取り入れる方向だ。コア技術そのものを開発す

るのは日本国内だとしても、新しい加工技術を習得するのは（中国人は）早い。 

・ 日本と中国とで生産方式を変える必要は全く無く、同じ方式を適宜導入して行く。

一方で現地独特の需要構造もある。売れ筋が何か、大きさはどうか、といった違い

もある。生産技術、設計技術（注：コア技術ではなく、DfV（design for variety）と

いった意味か）は現地化されてゆくだろう。 

・ ただし、在庫＝悪、という考え方はここでは通用しない。伸びつつある市場におい

て売るものが無い、というのは致命傷になる。日本なら確立したブランドイメージ

もあって、多少納期を待ってもらえる場合もあるが、こちらは即顧客を失う。 

・ 販売と一体化した生産戦略を推し進める必要がある。 

・ 課題として部品供給の国内（中国）化がある。そのために International Purchase Office

を作って検討している。見つけた部品をグレード分けして高品質なパーツを安定し

て買い入れることを進めている。 
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（２）調査内容まとめ 

 少なくとも同社のように中国市場向けの生産を主として行っている場合、中国工場＝量

産、日本工場＝多品種少量（変量）生産、という想定した図式は全く成立しない。なんと

なれば中国市場の購買力はすでに日本市場を越えている面がある上、バックグラウンドと

なる人口の多さからしても消費動向は多様である。また、業務用エアコンという製品の性

質上、元来多品種少量生産であり、現在の上海地区における建築ラッシュもあり、小ロッ

トでの注文が続々と入る状況であり、小ロット多品種への対応のよさ、充実した販売網、

品質、納期、それらが相まって業績を右肩上がりで伸ばしてきている。日本でのセル生産

の導入理由の一つに、仕掛品在庫の減少、ということが上げられているが、同社の責任者

の言によれば、現在の中国市場において、日本の生産現場における“在庫＝悪”の考え方

は無意味とのこと。伸びつつある市場、つまり現在まさにシェアの取り合いをしている市

場において品不足は致命的であり、在庫を抱えるリスクとは比べ物にならない。 

 

4.2.3 オムロン（上海）有限公司 
（１）調査内容報告 

訪問日時：２００５年１月１４日 

訪問場所： 

訪問者：三島望（産総研） 

面談者：梶原誠一氏，総経理 

 

経 過： 

同社に訪問し、会議室において委員会の設立趣旨、今回の訪中のねらい、これまでの委

員会議事内容などについて簡単に説明を行った後、同社の業務内容についての説明を受け

た。引き続き質疑応答を行い、実際の生産工程について見学を行った。 

 

質疑内容： 

中国法人（ｏｍｃ）について： 

・ オムロンの上海地区の中国生産法人は OMC，OMP，OMR の３つの会社から構成さ

れており、それぞれセンサ、DLC、リレーを主要製品としている。 

・ 創業は 10 年前であり、ISO14000、OHSAS18000 等を取得して工場の環境、安全等

についても注視している。製品としてセンサなどの安全商品に力を入れていること

もある。 

・ ＯＭＣは現在は国内向け需要もあるが、4 年前までは 100％が日本向けだった。今

後も内需向けを拡大する方向にある。 

・ 汎用の ON/OFF センサを主として製造している。汎用品は中国で、高機能品は日

本で、という切り分けは時々刻々変化する。高機能品も時間とともに汎用になって

ゆく。現在求められているのは中国市場へのローカライズである。地元メーカとも

対抗して行かなくてはならず、安く多品種を供給することが求められる。 

・ ４年前に現地の開発部門を設置し、２年前に開発製品の第１号を出した。生産ライ

ン設計も現地スタッフで行っている。 

・ 数量変動するものについてはセルの人員数で生産量調整を行っている。 

・ 改善提案の制度はあり、報奨金も出している。 

・ ハンダ付け等の習熟度をどのようにしてあげるかなどの課題はある。 
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日本と中国の棲み分け（中国法人の戦略）について： 

・ OMC の戦略としては、“中国に立地することの利点を活かす”、“センシングのモジ

ュール化”、“品質に立脚したブランド力（の維持）”があげられる。 

・ 中国市場においても（価格だけでなく）品質の追求が重要だと考えている。 

・ 日本の市場では安定的な地位を占めているが、中国では世界の競争相手が全て揃っ

ている。 

・ コストでも競争しなくてはならないが、安く作っても品質は維持するのが重要であ

る。そのために現地の部品メーカをパートナーとして探す必要がある。 

・ 材料費構成が高い商品では工賃は効いてこない。材料費をいかに安くあげるかが課

題である。 

・ そのようにして世界４拠点で現地需要に合わせたローカライズを行いながら、同等

の品質を確保する。 

 

今後の展望について： 

・ 今後は生産を主体とした業務→企画も行う、日本からの移管→現地化、といった変

化を進めてゆく必要がある。 

・ 日本も含めて重要なのは新たな役割分担構築であるが、日本では技術そのものの進

化を目指して研究開発を行い、中国では中国市場に向けた商品設計開発を行う方向

だ。 

・ 評価制度としては、今後チーム評価を試みようと考えている。また作業者の多能工

化は進めている。作業レベルの維持と将来的にＵ字ライン化、セル化を進める。 

・ また工程そのものでは接合の小型化、工程内の品質作りこみに資する作業者が工程

内で扱える“加工機”などが課題としてあるだろう。 

 

（２）調査内容まとめ 

 製品の性質にもよるが、センサの場合、元来多品種少量生産の製品と考えられ、国内向

け、国外向け両方を手がけていることもあり、必然的に多品種少量（変量）生産となる。

多品種少量生産であれば、生産方式としてセル生産という選択肢が浮上するのはむしろ当

然のことであって、センサ技術そのものの研究開発を日本国内に保持しようとする戦略と

はまた別の話である。要約すれば、技術のライフサイクルが短く常に研究開発が必要な製

品は日本国内に研究開発部門を保持しようという開発戦略的圧力が働くものと考えられる。

その一方で、現地需要にローカライズする必要があるなど多品種が基本の製品については、

国内外を問わずセル生産化の生産戦略上の圧力が働くものと考えられる。 
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４．３ 国内調査 

 

4.3.1 ローランドＤＧ株式会社新都田工場訪問 
（１）調査内容報告 

訪問日時：平成 17 年 1 月 21 日（金） 13:30～17:00 

所在地：静岡県浜松市新都田 1-6-4 

参加者（敬称略）：杉村（大阪府立大）、大石（豊田工機）、倉橋（オムロン）、 

三島（産総研） 

面談者：関 伸一氏，ローランド DG 株式会社 DP プロダクション部部長 

村越俊介氏，ローランド DG 株式会社 DP プロダクション部 

 

経 過： 

本会開催にあたっては当該訪問場所の調査と質疑を通じた情報収集、および委員会を併

催した。訪問後、同社の主力製品について簡単な説明を受けた後、同社における生産方式

についてその概要説明を受けた。その後、実際の生産現場の見学を行いながら質疑を行っ

た。さらに会議室に戻り、引き続き質疑、討議を行った。 

 

質疑内容： 

１）概要説明 

同社における生産方式の概要とその“ねらい”とするところはおおよそ次のとおりである。 

・ 製品は中大型のプリンター、３D 加工機などでニッチマーケットをねらっている。 

・ 同事業所の人員は約 350 名、うち開発 80、組立て 100 名程度である。 

・ 製造に関わる部分は DP プロダクション部（面談先）で一括管理している。 

・ 多品種変良生産が基本で月産 5～1000 台（日産 max、40 台）、部品点数で 200～3000 点

である。 

・ 1997 年にラインを撤廃し、2002 年に全機種をデジタル屋台、１人１台生産化した。 

・ その趣旨は究極の１個流し＋作業者の注意力に依存しない作り込みを目指す事である。

そのため品質の作りこみは全て組立て工程内で行い、 終検査工程は持たない。 

・ 例えば数万個の製品のうち１個が不良。営業的には問題だが作業者を責められない。 

・ 部品が余ったとする。準備した部品が多すぎたのか？取付け忘れか？ 

・ 上記に対し、デジタル屋台では作業者が（取付け手順の記憶などでなく）手先の作業

に集中できる環境を整えることである。そのためデジタルデータで作業者を支援する

とともに、作業者の“やりがい”を提供することを主眼としている。 

・ ライン生産は追い越し不可能な一車線の道路に例えられ、 も遅い工程が全体のボト

ルネックになるのに対し、屋台生産では全ての車に専用車線がある道路に例えられる。 

・ 中型インクジェットプリンターにおいては４種類の屋台（ベーシック屋台、測定屋台、

梱包屋台、準備屋台）を用いている。 

・ 中心となるのはベーシック（組立て）屋台であり、全ての組立て作業はパソコンで指

示されるオンラインマニュアルに基づいてベーシック屋台で行われる。 

・ ベーシック屋台は全て女性作業者からなり、問題が発生したときのみスタッフと呼ば

れる男性社員が呼び出されることになる。 

・ 組立て工程に統合できない前工程（接着）および後工程（梱包）のみ特殊な屋台で行

われる。 

・ ベーシック屋台において一定段階まで作業が進むと、工程内検査の指示があり、検査

屋台に行くかまたは検査機器を運んできて検査工程を行う。引き続き次の組立て工程



－54－ 

に進む。 

・ 締め付け回数、締め付けトルクなどは電気ドライバーで管理し、ねじなどの共通部品

については、どの部品を取付けるかなどについては作業指示と連動した回転式部品台

を用いて管理する。 

・ 回転式部品台への部品の補充については各作業者がバーコードにより指示に基づいて

補給する。 

・ また、機種固有の部品（sub-assy）については作業者が部品倉庫に行き、無線式 PDA

の指示に基づき１台分毎にピッキングする。ピッキングに要する作業時間は 5～10％程

度。ピッキングを専任化することで（ピッキング単独の）効率はあがるが、ピッキン

グの仕掛ができる可能性もあり、問題が多い。 

・ １人１台の屋台生産の利点として大型の製品では隣同士の作業員が協力して移送など

を行う事が出来る。また、需要変動に対してすぐに各屋台における製造品目を変更す

ることができる。 

・ また、遅い作業者がボトルネックにならないことから、新人作業者でも半日程度の講

習で作業を開始することができる。１台目の組立てのみ先輩作業者について行い、２

台目以降は通常通りの作業工程で行う。 

・ 輸出比率が多い事から特に受注生産化は考えていないが、現在週次計画化を進めてい

る。 

・ 生産管理の面からは一人あたりのノルマや標準作業時間は設けていない。これまでの

平均的な作業時間実績にある係数をかけた予定工数のみを定めている。 

・ デジタルマニュアル化されているので、一人一人の作業者がいつどの工程にどのくら

い時間がかかっているかを全て把握することができるが、作業者に時間を意識させる

ために用いる事は無い。 

・ 時間のかかる工程は作業手順や設計変更の必要のある点と考え、作業マニュアルや設

計の改善に活かしてゆく。 

・ 作業ミスの防止手法として作業者自身に過度の負担をかけるのではなく、電気ドライ

バーや作業時間ウォーニングを取り入れている。 

・ また検査工程においても、作業者の ID と製品 ID によるクロスチェックにより所定の工

程を終えた作業者でないと作業できないようなミス防止機能が組み込まれている。 

・ 目視検査などのあいまいさの入り込む余地のある工程は極力設計改善により排除する

ようにしている。現在外観検査とコネクターの検査程度が残るのみである。 

・ 作業に習熟し、作業工数が減る（製造台数が増える）ことについては給与その他の処

遇でインセンティブを与えるが、それ以外の時間管理は行っていない。唯一、 終工

程まで終了した際に総作業時間を表示するのみである。 

 

２）質疑内容 

工場内見学などに基づき、以下の質疑応答を行った。 

Ｑ：考え方が素晴らしい。経営的な視点からはどうしても（組立ての）早い人に全体のレ

ベルを合わせたくなるがそうしないのは何故か？そういう指向はしないのか？ 

Ａ：レベルをあわせるための教育はしない。一人一人が自分ペースでやってもらう。パソ

コンに使われているのでは無く、使っている感覚を持たせる。気持ちよく働いてもらう

ことによるプラスを重視している。 

Ｑ：作業のやり方で自分では気づかない面（時間がかかってしまうような癖など）がある

かもしれない。こういう点をアドバイスすることもしないのか？ 

Ａ：一定の傾向として時間がかかってしまうような工程はむしろシステムのブラッシュア
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ップが必要な箇所として捕らえ、設計やマニュアルの改善に取り組む。 

Ｃ：ボルボでもセル的な生産方式の導入を試みたがあまりうまく行かなかったという前例

を聞いている。日本人のメンタリティにあっている部分があるのかもしれない。 

Ｑ：作業者からの改善提案、いわゆる QC サークル的なものはあるのか？ 

Ａ：作業者からの改善提案というより、作業者の工夫を（スタッフが）観察しコンテンツ

として取り入れてゆく。思いつきの改善提案レベルをコンテンツに入れると（何故変え

たのかという）苦情が出る可能性のほうが高い。 

Ｑ：品質の保証、トレーサビリティをどのように確保しているのか？ 

Ａ：クレームがあれば現在の生産管理方式を用いる事で何月何日何時何分に誰がクレーム

箇所を作業したのかもわかる。これを作業者の責にするのではなく、何故そのようなミ

スが起こったのかを考え、コンテンツを充実させるための資料とする。日々作業をしな

がら作業のデータを収集できるのでデータ入力のための間接スタッフの数を減らすこ

ともできる。例えばこのシステムの導入により作業者の責任感、達成感が増し、作業者

が自らミスに気が付き申し出るなどの効果もあった。 

Ｑ：部品レベルでのトレーサビリィティは？ 

Ａ：これについてはある程度部品納入業者を信用するしかない。 

Ｑ：これだけの生産管理システムが確立されれば国外に移転することも可能だと考えられ

るが日本国内での生産に拘るのは何故か？ 

Ａ：日本の部品サプライヤーの実力はまだ世界的に見て高い。高品質の部品が手に入るこ

とが大きい。また、国内の生産で現在一定の利益が出ており、あえて国外に移転する必

要性は見当たらない。 

Ｑ：部品サプライヤーに求めることはどういったことか？ 

Ａ：オンラインの組立てマニュアルを整備してゆくには部品データの 3D 化は必須である。

内部では当然だが、外部に対しても３D データの提供を求める。現在モジュール購買を

推進しているが、各サプライヤーには sub-assy としての高品質な部品を供給してもら

うこととともに、3D 化は必須である。 

Ｑ：外注も含めて全て 3D でつなぐ事が可能か？ 

Ａ：こちらに入れてもらうサプライヤーは 3D 化してもらっている。むしろサプライヤーに

は逆の悩みを持っているところもある。 

Ｑ：よくスマイルカーブということが言われるがどう思うか？ 

Ａ：組立て、製造工程に付加価値が無い、ということは無い。アメリカ的考え方、アイデ

ア勝負ではそういう面もあるが、日本的な手法は少し違うと考える。ものづくり力とバ

ランスした製品開発が重要であり、価値を創出すると考えている。 

Ｑ：同じような屋台生産、セル生産の手法を中国でも実現できるだろうか？ 

Ａ：動機付けが難しい。もって行くなら１台いくら、といった形でインセンティブを与え

なくてはならないだろう。低品質で早い、ということにならないように品質はシステム

としてカバーする仕組みを考える必要がある。 

Ｑ：導入に当たって昔からラインで働いていた人からの反発は無かったのか？ 

Ａ：もちろんあった。コンピュータに使われる感覚をいかに無くすかなどに気を配って導

入していった。50％を越えれば後はなだれ式である。 

Ａ：3DCAD の導入も似たような経緯があった。その過程で設計のリーダーを若手にチェン

ジすることもあった。2 次元 CAD はエキスパートの世界だが 3 次元 CAD は全く別だ。 

Ｑ：全く 2 次元の図面が読めないのは問題と考えるか？ 

Ａ：そうは考えていない。2 次元データ遺産問題は当社では解決したと考えている。製造部

門が主体となって 3Ｄ化した。2000 年 4 月以降は 2D 図面は受けないこととした。 
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Ｑ：スマイルカーブの後段にはどういう取組みをしているか？ 

Ａ：3D データをプロモーション、営業で使っている。設計だけで使うのではデジタル化、

３D 化はうまく行かないだろう。製造部門、販売部門などが一体となって 3D データを

活用してゆくことが必要だ。 

 

（２）調査内容まとめ 

今回訪問した同社の製品は、同社の担当者自身も認めていたように、必ずしも典型的な

量産品とは言えず、ニッチ商品に近いものである。しかしながら事業所規模、作業者数に

対して生産台数、製品種類が少ないわけではなく、所謂デジタル屋台を活用して効率が良

く、ミスが少なく、生産量変動へ即応可能な生産システムを構築している。通常セル生産

では多能工の養成＝作業者の作業レベルの向上に一定の時間、教育システム、コストを要

することが想像され、それがセル生産の導入への障壁となっていることが予想される。し

かし、同社において瞠目すべきは、デジタル屋台によるオンラインマニュアル、ネジ締め

回数管理などにより、極めて短期間で１人１台生産に必要な技能が身に付くシステムの構

築に成功している点である。完全なオンラインマニュアルの構築には当然時間とコストが

かかるが、オンラインマニュアル構築作業は副次的効果（主要な効果かもしれないが）と

して、設計の図面の３次元化、マニュアルに書きやすいような設計の見直し（Design Review）

を促進する。この面でも同社では十分な成果をあげており、デジタル屋台化は成功してい

る。一方であえて危惧される点をあげるとすれば、同社のデジタル屋台生産があまりにも

うまく機能しているため、実はある程度の基本的な資質をもつ作業者をあつめることがで

きれば、“誰でも”、“何処でも”実施できる可能性がある点である。現在では同社は海外で

の生産は考えていないようだし、日本国内における製品開発と製造の緊密なリンクを重視

しているが、可能性としては同社の手法は例えば中国に工場移転したとしても充分に機能

する手法であると考えられる。 

 

4.3.2 オムロン株式会社綾部工場訪問 
（１）調査内容報告 

訪問日時：平成 17 年 3 月 3 日（木） 13:00～16:00 

所在地：京都府綾部市中山町鳴谷 3-2 

参加者（敬称略）：杉村（大阪府立大）、渋川（豊田工機）、倉橋（オムロン）、 

由良（清水建設）三島（産総研） 

訪問先企業面談者： 

藤澤 和男 氏，オムロン株式会社センシング機器統括事業部企画室主事 

河村 一郎 氏，オムロン株式会社センシング機器統括事業部企画室主事 

 

経 過： 

本会開催にあたっては当該訪問場所の調査と質疑を通じた情報収集、および委員会を併

催した。事前に質問事項案を送付していたことに伴い、同事業所の設立以来の経緯、同社

の生産ライン構築に関する考え方などについて概要説明を受けた後、実際の生産現場の見

学を行った。その後会議室に戻り、本調査研究に関連する事項について引き続き質疑、討

議を行った。 

 

事業所概要説明： 

同社の綾部事業所の設立経緯、事業展開等についてはおおよそ次のとおりである。 

・ 事業所の創業は 1986 年、従業員数は約 1000 名である。うち 60%は契約委託先の従
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業員である。 

・ 90 年代に入って、Q-up、ONPS などの活動により品質向上を指向した生産システム

構築手法の見直しを行ってきた。 

・ 93 年 ISO9001 取得、96 年 ISO14001 取得など。 

・ 03 年になってセンシングソリューションサイトを立ち上げ、センサを中心としたソ

リューションの提供を指向している。 

・ 事業所の当初計画の一部はその後の情勢変化によりオムロン上海に移管(95年より)

されている。 

 

グローバル生産に対する考え方： 

・ 現在主要な生産拠点は綾部以外に、上海、シュツットガルト、イリノイにある。日本、

上海については品質、環境、労働安全衛生に関する認証を取得済みであり、特に綾部

においては AMS（綾部マネジメントシステム）を構築して共通事項（文書管理等）

を一元管理している。 

・ センシングソリューションサイトでは顧客とオムロンの生産管理における共通課題

の解決に向けてソリューションを提供することを行っている。 

・ これに伴い、クリアフォーカス型工場訪問を標榜している。この際、事前に顧客の課

題をメール等を通じて把握し、訪問時には基礎となるソリューションを提示し、さら

に訪問時に明らかになったより詳細な問題についてさらにフォローする。 

・ センシングの考え方としては見る（detect）、観る（define）、診る（diagnose）を掲げ

ている。 

・ セル生産という呼び方はしていないが、数量と機種のバリエーションによって生産の

方式を変えている。（QP カーブ）。自動化→ローコスト自動化→手組み→手組み（混

流）の順に機種バリエーションが増える。ただし実際は L 字に近い。 

 

見学概要： 

・ 工場内では１DAY（Delivery）のライン CTO（configure to order）のライン、デジタ

ルプロダクトラインがある。 

・ 新実装ラインでは基盤実装を行っているが、印刷、マウント、リフローの各工程後に

検査工程を組み込み、３つの工程の様々なデータを同時に見られるようになっている。

不良が出た場合、トリガーがかかり、オペレータがこれらのデータを横並びに見るこ

とにより原因究明が容易で、不良率を下げることができる。 

・ センサモジュールの生産においては、完成品在庫は持たないが、モジュールを中間在

庫として持つ。モジュールの製造工程においては平準化、平均化を行い、 終品組立

において受注生産体制をとる。これにより、納期１日での受注生産を可能としている。 

・ LciA（半自動化）ラインにおいては sub-assy の装着はオペレータが行い、外す作業は

機械が行うように設定している。検査もノギス等ではかるのではなく、変位センサに

よる計測とし、業務委託が可能なシステムとしている。 

・ 手組みラインではポカよけのための様々な仕組みを導入している。 

・ デジタル屋台も採用しているが、数量が極端に少なく繰り返し性が想定できないもの

に限定している。このような生産においては作業手順書を探す、ベテランに聞く、部

品を探すなどの付加価値を生まない作業の比率が高いことから、モニター＋スピーカ

によるオンライン作業指示、それと連動した部品箱、治具箱により付加価値非創出作

業を削減している。 

・ 設計 WS ではユーザからの注文に基づく、追加工、取り付け部の寸法の違いなどに対
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応するため設計グループ、試作工程をライン中に共存させ、ラインを見ながら設計、

試作、図面製作を行っている。ただし、設計確定後の加工はサプライヤーで行ってい

る。 

・ （カンバンに基づく）部品の正しい種別と個数を指示するピッキングシステムを採用

している。 

 

質疑応答： 

 その後会議室に戻って自由討議を行った。質疑の主な内容は次のとおりであった。 

Ｑ：オムロンにおける製品の数量、特性別の生産ライン構築に関する考え方はどのような

ものか？ 

Ａ：数量と機種バリエーションの関係については先に説明したが、生産リードタイムと納

入リードタイムの関係もある。たとえばモジュール化、工程分割が可能な部品で、後段

の 終組立工程のリードタイム＜納入リードタイムのケースではモジュール生産は計

画生産で、組立は受注生産で行う。（モジュール生産は後補充方式。）工程分割できない

製品では、納入ＬＴ＞生産ＬＴならば受注生産、納入ＬＴ＜生産ＬＴなら計画生産で完

成品在庫を持つ方式を採る。このような生産パターンとＰＱ曲線における生産ラインの

方式が１対１対応しているわけではない。 

Ｑ：受注量の変動があった場合、空いているラインに移管するなどのディスパッチングは

行っているのか？ 

Ａ：行っていない。基本的にセンサは季節変動の少ない製品で、変動は業界の状況による

ことが多い。Demand の振れ幅はそれほど大きくないので、平準化、平均化で対応して

いる。受注毎に生産パターンをきめているわけではない。機種対応が基本である。パタ

ーンの見直しは 短３ヶ月に一度、 長１年に一度である。設計ないしマーケティング

で機種を絞れることは基本的に歓迎だが、生産技術としては同じ２品種でも 100 対 1

より 50 対 50 が有難い。 

Ｑ：車での状況はどうか？ 

Ａ：工程が何段階もあるので一概には言えない。車の部品はたとえばシートのように部品

レベルでサプライヤーから供給されるものも多い。生産方式というより、調達をどうす

るか、という問題が大きい。 

Ａ：センサの生産においてもサプライヤーとの関係で調達方式が３つに大別されている。

都度発注、後補充発注、順序発注である。 

Ｑ：同じ機種で、季節変動などの要因で、異なる生産方式（例えばコンベヤとセルなど）

を組み合わせることはあるのか？ 

Ａ：基本的にない。例えば１Day delivery のライン内で dispatching することはしない。もち

ろん需要変動を見ると日によって計画数量の 500%の時も 50%のときもあるが、顧客全て

が１日納期を要求するわけではなく、長納期のものもある。それにより平準化が可能で

ある。ただし、あるラインが極端に暇になれば、モジュール生産から 終組立への編成

替えを行う可能性は排除しない。 

Ｑ：デジタル屋台に投入した初期投資はどのようにして回収しているか？ 

Ａ：デジタル屋台で生産している非繰り返し領域では手順書を探したりといった付加価値

を生まない作業の比率が多い。このような部分を減らすことによって利益を生んでいる。 

Ｑ：例えば他社では全ての生産をデジタル屋台化している例もあるが、そのような指向は

ないのか？ 

Ａ：無い。10 台くらい組むと作業効率は安定する。それ以上の繰り返しが見込まれる製品

ではオンラインの指示を待つなどの時間が無駄になる。（他社の場合）リードタイムが
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非常に長い製品ではマニュアルを見る時間を無視できるのかもしれない。センサの場合

はせいぜい数分程度の工程が中心なので事情が異なる。 

Ｑ：委託先にだす工程のメンテナンスはどうしているのか？ 

Ａ：委託の際、標準工数などを検討して委託価格を決めるが、そこから先の改善（による

利益）などは受託側のマターである。工程を変更する際などはオムロンの承認があれば

よい事になっているが、実際にはほとんど無い。 

Ｑ：国内での生産と海外での生産の切り分けはどのようにしているか？ 

Ａ：オムロンでは現地生産と海外生産を区別している。前者は消費地での生産を意味し、

後者は生産拠点としての生産を意味する。オムロンの場合、上海の工場でも立ち上げ時

は確かに海外生産だったが、現地生産に移行しつつあり、それは当初計画どおりである。 

Ａ：例えば汎用センサで仕様が限定され、量が多いものについては国内での自動化生産＋

客先の中国工場に対応した現地生産、アプリセンサについては、綾部事業所におけるセ

ル生産＋海外工場でのローカライズで対応するのが基本戦略である。 

Ａ：モジュールの生産を綾部で一元化することにより技術のブラックボックス化を（競争

力強化の）戦略としている。 

Ｑ：コア技術を日本に残し、労働集約的なローカライズを現地でということだが、次の製

品を考えるための“何でも作れる場所”は必要ないだろうか？ 

Ａ：日本の生産拠点の位置づけとして、生産方式を日本で立ち上げて上海にもって行く、

ということをいつまでも続けるつもりはない。ローカライズの部分では日本には日本の、

現地には現地のシナリオがある。汎用センで言えば綾部は（生産方式の供給では無く）

モジュールの生産で生き残る戦略であるので、モジュール開発に適した開発スケジュー

ルが望ましい。それは２，３ヶ月といったものではなくもう少し中長期だ。（従って、

dispatching 可能な生産設備を国内におくことをさほど重視しないとの意か？） 

Ａ：アプリセンサはまた少し事情が違う。検出原理が異なれば同一ラインに混流させるこ

とは難しく、フレキシブルに組み換え可能な生産空間も必要となろう。 

Ａ：アプリセンサは生産と開発がコンカレントに行われる必要があり、現場にしばしば行

く必要がある。 

Ｑ：純粋な研究開発のフェーズと生産に落とし込むフェーズでサイトをどこにおけばよい

かは異なるのではないか？ 

Ａ：統括事業部で行っている開発はアプリケーションに近い部分であり、後者に相当する

そのような部分は生産現場に近い必要がある。前者はまた別だ。（京阪名に基礎研究部

門は統合している。） 

Ｑ：次はどの方向に向かうのか？ 

Ａ：センサに関していえばソリューションに向かう。オムロンではセンサのベーシックな

部分で高いシェアがあり、それで現在はやっていけているが、ずっとこのままで良いわ

けではない。今後はセンサシステムのハードウェアを含むソリューションの提供を前面

にだして行く。センシング＆コントロールの一括提供である。 

Ａ：センサ事業は基本的にニッチビジネス的な部分があるが、ニッチでも細かいニーズを

全て拾い集めれば相当な量になる。従来からそういうカラーでやってきたが、オムロン

に頼めば何でもやってくれる、ということを売りにしてゆきたい。 

Ｑ：ソリューション化の方向はわかるが、何でも頼まれる→工数が増える→利益が減る、

ということにはならないのか？ 

Ａ：センサという製品はもともと多品種少量生産という性質がある。それは避けられない。

いやいや多品種少量→喜んで多品種少量、のパラダイムシフトをしようということだ。

楽々と多品種少量をこなすためにモジュール化、プラットホーム化を進めている。 
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Ａ：多品種少量でも少種多量のようなパフォーマンスで対応するのが目指すところだ。そ

のためには 終的には需要と同期して組立の可能な在庫レスな多種少量実装システム

が必要となるだろう。 

Ｃ：工作機械においても昔のフォード式の工程分割＆大規模ラインの考え方は現在では成

立せず、工程集約＆小規模ラインの流れができている。 

 

（２）調査内容のまとめ 

 本件調査においては、これまで記載してきたように各所に訪問して実地調査を行った結

果を総括し確認することが出来た。センサのような製品においても、顧客ニーズの多様化、

海外市場の成長、グローバル生産などの状況を受けて、 終製品としての多様化は避けら

れない。しかしながら、一方では製造コストの問題と、より重要な戦略としてコア技術の

モジュール化、ブラックボックス化がある。従って、 終製品は多様化する一方で、部品

や中核技術は共通化される傾向にある。センサ分野においては、センサモジュールの研究

開発、モジュールの生産を国内に保持する一方、現地需要に対応したローカライズ、多バ

リエーション対応などは海外工場の裁量と権限において行う方向にあるようである。従っ

て、製品に近い設計技術、生産技術は、将来的には海外工場に移管されるだろう。またこ

れまで確認してきたように、海外工場＝少種量産＝ラインフロー生産、国内工場＝多品種

少量生産＝セル生産、という図式は成立せず、数ヶ月のタイムラグはあっても、国内、海

外に起因する生産方式の違いは特に意識されないと考えられる。むしろ、本件調査に記し

たように、センサのように元来が多品種少量生産の製品においては、生産方式は生産量と

機種数の関係だけでなく、生産リードタイムと納期の関係によっても決まる点が特徴的と

言えよう。 
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第５章 次世代生産システムの展望 

 

５．１ 機械製造業の展望と次世代生産システム 

  

わが国機械製造業を取り巻く環境の変化には大きく幾つかの潮流がある。第一に、国内

外市場のグローバル化の進展である。機械を含む製造業の海外生産比率を表 5.1.1 に示す。

比率の上昇傾向は今後も続くものと予想される。日本企業の進出が著しい中国については、

生産拠点としての位置づけから現地市場開拓にビジネス形態がシフトしていくことが予想

される。途上国企業の技術力の向上にともない、そこで生産された製品の中にも、コスト

だけでなく性能や品質についても十分な競争力を有するものが生じており、わが国企業に

はこうした状況を踏まえた展開が求められている。 

次に、エネルギー・環境問題への対応であ

る。80 年代の後半から従来の公害問題に加

えて地球環境が産業界でも強く意識される

にいたっている。経済産業省が 近行った調

査によると、製造業のほぼ７５％が環境問題

への対応が収益を上げるための重点的経営

課題として認識している。製造される機械の

優れた省資源・省エネルギー特性は競争力の

視点から望ましいものである。 しかしなが

ら、2005 年 2 月の京都議定書の発効に伴い、

これまで外部不経済として扱われてきた

CO2 の排出が内部化される可能性もあり、

製造プロセスとしては、省資源・省エネルギー型生産システム、長期的には資源循環型の

生産システム確立が急務となっている。 

わが国における人口の減少は著しく、2007 年をピークに、厳しい見方では 2070 から 80

年代には半減するとまでいわれている。生産年齢人口（１５歳から 64 歳）は 95 年をピー

ク（8 千 7 百万人）に減少し、若手技能者の確保が難しくなっている。製造業における労働

人口の高齢化も急速であり、現在製造業における５５歳以上の割合は２２％を超えている

（2002 年）。平成 18 年 4 月からは改正高齢者等雇用安定法が施行され、高齢者を取り込ん

だ生産システム構築が顕在化することが予測される。 

生産システムの中長期的変化は、社会や産業構造の変化に起因する。1990 年代以降にわ

が国生産システムの革新の背景となった要因に関する調査結果を図 5.1.1 に示す。今後予想

される社会・産業構造の変化、生産システムへの課題、および課題の解決に必要な技術の

高度化に関する概略を図 5.1.2 に示す。 

 従来生産システムは製造を対象として考えられてきた。しかしながら、上述の機械製造

業の展望にもみられるように社会や市場の変化にともない、生産システムの概念を時間

的・空間的に広げる必要性が生じている。生産システムとしては、製造を中心として、製

品開発、資材調達、物流、さらに廃棄物の処理過程も含む広義の定義が必要となり、さら

に評価の基準も生産性中心から品質、時間、環境負荷等多様化しつつある。 

 

 

 

 

表 5.1.1 業種別海外生産比率 
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図 5.1.1 90 年以降に行われた生産革新（生産システムの見直し）の背景 

（平成 14 年度製造基盤白書から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1.2 次世代生産システムの方向と必要な技術の高度化 

社会・産業構造の変化 次世代生産システムの方向 技術の高度化 

市場の成熟 

循環型経済社会 

高度情報化社会 

グローバリゼーション 

少子・高齢社会 

変種変量生産 

高度自動化・知能化生産 

資源循環型生産 

バーチャル生産 

グローバル生産 

開発重視生産 

情報技術 

素材、装置および加工技術 

省資源・省エネルギー技術 

環境技術      

高齢者対応技術 

安全技術 

標準化 

管理技法 

コスト競争の激化 
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５．２ 今後のグローバル生産戦略 

 

5.2.1 日本のものづくりの現状と課題 
 日本の製造業は現在、国内生産のコスト高から、アジア、特に中国を中心とする低コス

ト生産国との激しい競争にさらされている。特に市販部品の組合せを主とする労働集約型

商品においては、コスト競争に対応していく上での進出の是非を問うまでもなく海外進出

を迫られる厳しい状況にある。 

その中で中国については、コスト低減のためのみならず、 近のめまぐるしい成長を背景

とした将来の巨大市場としての位置付けでの進出も増えてきている。アジア以外の国につ

いては、一部の業種を除き、現地の需要にあった商品を供給できていない等の理由により

日本企業の知名度はまだまだ低く、進出はするもののマーケットへの浸透が十分にできて

いないのが現状である。また、ローカルコンテンツ法等による現地部品調達拡大や輸入規

制への対応といった課題も抱えている。 

さらに 近ではインターネットの普及等により、世界規模での情報の取得、商品販売、部

品調達が容易になってきており、外国企業との競争がますます激しさを増してきた。 

以上のような背景から、製造業においてはこれまでのような輸出対応だけでは世界で生き

残れない時代となってきた。そのため 近では、大手企業を中心として日本、中国、アジ

ア、アメリカ、ヨーロッパの５極、あるいは中国をアジアに含めた４極体制での生産を考

えるグローバル生産戦略が策定されており、それにのっとった形で戦略的に海外進出を実

施するところが増えてきている。 

   

5.2.2 中国進出の現状と今後の動向 
現状ではまだ圧倒的に安価な労働コスト、労働者定着率の低さ、生産および品質管理レ

ベルの低さを背景として、比較的生産が容易な単純商品あるいは少品種大量商品の生産コ

スト低減を目的とした生産基地としての進出が多数を占めている。しかしながら、 近は

今後の経済発展にともなう中国国内での大幅な需要増を見込み、現地生産・現地販売も目

的とした進出も増えてきた。今後中国においては、国の経済成長とともに賃金が上昇して

国民の生活レベルが向上するとともに、多数の外国企業の進出にともなう顧客の購入商品

の選択肢の幅も拡がることから、顧客のコスト、品質、納期、安全に対する要求もいっそ

う厳しさを増してくることが予想される。このようなことから、今後の進出企業には、こ

れまでのような単純商品あるいは少品種大量商品の生産基地としての位置付けに加え、高

品質、高機能、多品種少量商品の生産も想定した生産方式への転換が必要と考えられる。 

 

5.2.3 今後のグローバル化生産戦略 
今後の日本企業のモノづくりのグローバル化については、以上述べてきたような背景の

下、その目的は大きく分けて二つあると考えられる。一つ目は、従来のような生産コスト

低減のための海外生産戦略である。前述のように、今日の日本における生産の課題の一つ

は人件費の高騰にともなう国際コスト競争力の低下である。単純組立商品および労働集約

型大量商品の生産は、労働コストの低いアジアを中心とした国で安く生産し、そこから日

本を経由せず直接世界各国へ供給する。二つ目は、グローバル 適地生産、すなわち需要

のあるところで、需要に合わせて、スピードをともなって開発・生産・供給する戦略であ

る。生活が豊かになるとともに、顧客の要求が多様化し商品寿命が世界的に短くなってき

ている現在では、いかに早く顧客の要求をつかみ、それにあった商品を開発、生産、供給

できるかが鍵となってきている。そのためには、需要のあるところで造るのが 適である。 

いずれの場合においても、製品のコアとなる技術は日本で開発し、付加価値が高く競争
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力のあるコアとなる高機能モジュール部品は日本で造り、現地へ供給するという戦略が主

となる。これは、このような高機能部品を対象とした品質の確保が現地では困難、そして

モノづくりの原点を日本においておくことで今後もモノづくりにおいて世界のリーダーで

あり続けることが必要と考えているためである。 

 

5.2.4 グローバル化生産の課題 
 グローバル化生産戦略において今後積極的な海外展開を図っていくためには、以下の課

題を解決することがポイントとなる。 

１）海外工場の自立化 

中国のように現地社員の人件費がいかに安くとも、現地支援に関わる日本人スタッフ

が多い場合、大きなコスト低減効果は得られない。これではコスト低減を目的とした海

外生産を行う意味がなくなる。実際、コスト効果が薄いということで、生産技術の進化

もあり海外生産を日本生産に切り替えた例もいくつか見受けられる。この課題を解決す

るためには、現地工場の早急な自立化を実現する必要である。そのためには、現地従業

員の教育は当然として、さらに生産のシンプル化、フールプルーフ化を徹底し、早期立

ち上げ、管理の極小化の工夫が必要である。 

２）海外生産における品質の安定化 

 品質の意識およびその管理レベルは日本が優れていると言える。従って、日本と同じ

やり方を海外生産に持ち込もうとすると失敗する。特に、アジア地域での生産において

は大きな課題となる。日本以外ではまだまだ、不良は 後の検査ではねればよいという

考え方が主流である。検査を人に頼っていると、見逃し等により不良の流出が発生する。

現地では管理はできないという前提に立って、生産ラインを構築する必要がある。すな

わち、不良を発生しない、または発生してもすぐに発見できるラインの構築が鍵となる。

できれば人に頼らない検査に変えていくことも必要であろう。  

３）現地部品調達の安定化（品質、納期） 

 コスト低減その他の理由により、部品の現地調達化も海外生産成功の欠かせない大き

な要素となっている。特にアジアでの調達部品は概して品質に課題が多く、いかにして

いいものだけを入れてもらえるようにするかが大きな課題となる。品質に対する認識の

違いから、日本と同等に品質レベルを要求することは困難と考えてよい。従って、品質

要求に関する部品メーカ側と日本側の認識のずれをなくすこと、そして受け入れ検査を

しっかりと実施し、製造の前で不良の発生原因を排除することが重要である。品質原因

も含めて納期的にも問題が多く、現状では欠品を回避するためにはある程度の在庫もや

むを得ない。 

 今後はメーカの品質レベルの向上に向けた教育・指導と、具体的品質目標の設定が必

要となろう。また、加工品ついては、特に重要なものは内製化の検討も必要である。 

４）労働力流動への対応 

 一般に海外で労働力の流動が激しい。特に、アジアのような成長途中にある国、また

アメリカのように賃金格差の大きい国においてはこのような現象が顕著である。これに

対応するため、アメリカではマニュアル化、ヨーロッパではモジュール化が進展してき

たと言える。しかしながらアジアの国においては現状ではこれといった決め手がなく、

従業員の固定化に苦労しているのが現状である。従って、現状ではノウハウあるいは特

殊技能を必要とする仕事に従事する従業員に対しては、賃金を上げることしか方策がな

い。今後は、会社の考え方、将来の方向性、ビジョンを示すとともに、将来の自分の活

躍の場、姿を明らかにすることで、この会社にいたいと思わせ、夢とやる気を持たせる

ようなしくみ上の工夫も必要であろう。 
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５）為替リスク、人件費高騰への対応 

 海外生産の目的は主に二つあると述べた。現地生産・現地供給を目的とした海外生産

では問題ないが、コスト低減を主な目的とした海外生産では、今後の為替変動による現

地通貨の高騰、現地従業員の賃金の高騰をあらかじめリスクとして考えておくことも必

要であろう。生産コストが上昇し、現地で生産しているメリットがなくなった場合、そ

こに市場がなければ撤退もありえる。そのようなリスクが想定される場合は生産ライン

にはあまり大きな投資はかけられない。ラインの構成、構築の仕方において工夫が必要

である。 

 



－66－ 

５．３ 加工工程のフレキシブル化 

 

 加工工程における生産性向上を目指し、加工機および加工技術は数々の進化をしてきた。

主なものとして、主軸・送り装置の高速化・高精度化、制御装置の高度化、工具の高寿命

化、高速加工技術、ドライマシニングなどがあげられる。今後も各技術は進化していき、

生産性向上に寄与していくものと考えられる。 

本章では現在の好景気を支えている自動車業界における加工工程のフレキシブル化に対

応する技術として、加工ラインを構成する機械、高効率加工用複合加工機、メンテナンス

について動向を述べる。 

 

１）加工ラインを構成する機械 

車種の多様化と１車種あたりの生産台数の減少から中品種少量生産ラインが構築され

おり、品種の切り替えやライン変更に柔軟に対応できる加工ラインが望まれる。また、

ラインの効率向上のためライン長を短縮する必要がある。そこで、ライン内各工程の加

工機はライン変更や加工機の入れ替えに柔軟に対応するため横幅を統一し、かつできる

だけ狭くする構成を展開している。 

また、１ライン当たりの生産台数を個々の車種毎に設定するのではなく、スタンダー

ドラインとして構築された加工ラインを複数列配備することでフレキシビリティを確保

し、ライン立ち上げ期間の短縮を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1 ライン対応加工機 

 

 

２）高効率加工用複合加工機 

１回の段取りで全加工が可能な高効率加工用複合加工機が注目されている。現状は旋盤

とマシニングセンタの機能を併せ持つ複合加工機が主流であるが、今後はレーザ加工など

の複合化も進むと思われる。 

複合加工機の採用により、ワークの搬送時間削減、人手による作業低減、実加工時間比

率向上、リードタイム短縮、加工誤差の低減などの効果が期待できる。イニシャルコスト、

ランニングコスト低減の効果も見出せるとの試算もある。さらなる普及のためには高度な

プログラミング支援機能、操作支援機能の充実が望まれる。 

 

 

 

 

森精機 NX2000 ｼﾘｰｽﾞ 

（ホームページより） 

 豊田工機 PICCOCENTER 

（ホームページより） 
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図 5.3.2 複合加工機（ヤマザキマザック ホームページより） 

 

 

３）メンテナンス 

海外生産拡大の中、海外工場での保全人員不足が深刻になりつつある。加工機の MTTR

（Mean Time To Repair：平均故障修理時間）短縮のため、異常内容特定時間を短縮させる

必要があるが、言語情報での表示では作業者に理解が難しく、時間がかかってしまう。IT

の進歩、制御装置の高度化により制御装置の表示器上で３D モデル表示が可能となってき

た。短時間で誰でも異常内容を特定できる３D 異常個所の表示、作業時間を短縮するビジ

ュアル作業アシストなどが可能となりつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.3 制御装置表示器上での３D モデル表示（豊田工機） 

 

 

参考文献 

１）日経ものづくり 2004. 12 月号 JIMTOF2004 報告 

 

 

チャック爪交換！9880回使用チャック爪交換！9880回使用

 

異常個所表示 
ビジュアル作業アシスト

常個
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５．４ 生産施設における情報活用の現状と将来 

 

ものづくりのあらゆるシーン、設計開発・製造・メンテナンス・販売・物流に情報シス

テムが構築され運用されている。これはハードウェアの低価格化やソフトウェアの使いや

すさなど IT 業界の急成長が背景にある。現状、生産施設の場には比較的小規模な情報シス

テムが無節操にしかも独自に増えてきたともいえる。 

 生産現場における情報・データはこのような背景の下、個々のシステムで収集され独自

に活用されてはいるものの、全体を統合し企業としての効率化・サービスに活用するには

いたっていないのが現状ではないだろうか。生産現場で収集されているデータを体系化し、

生産や物流の効率化・品質管理の徹底・サービスの向上に活用する方策が求められている。 

 一方社会では食品業界の不祥事などで製品に対する安全・安心を求める声が急速に高ま

り、消費者が食品の生産・流通履歴や製品の製造履歴などを必要とする時代になってきて

いる。この背景にもユビキタスという言葉に代表されるように、IT を消費者が活用できる

状況が構築されつつある。 

 本章では上記のような生産現場を取り巻く情報化の流れの中で、製造の可視化および情

物一体を実現する電子タグ（IC タグ、RFID）に焦点を当て、企業として生産効率の向上や

エンドユーザに安心と安全を提供する仕組みづくりの活動について現状報告するとともに、

将来の方向性を考えてみたい。 

 

5.4.1 電子タグ 
 生産施設における製造状況・在庫状況の可視化・効率化に寄与するツールとして電子タ

グが注目を集めている。これまで製品のハンドリングにはバーコードが主に活用されてき

た。しかしバーコードは一次元の少ない情報しか持てず、製品に関する情報を多く持てる

二次元バーコードや電子タグの活用が期待されている。中でも情報の書き込みが可能な電

子タグはものづくりにもたらす効果が大きく期待され、また将来バーコードに取って代わ

る識別ツールとしてその期待度が大きい。 

 現在電子タグを活用することによりそのユーザーである産業界の効率化と新サービスが

実現できる可能性が示唆されており、企業内でリユースする閉じた世界での活用から企業

間を跨ぎ、使い捨てで取引されるオープンな分野での実用が求められている。しかし、現

状は以下の 2 つの大きな問題を抱えており、スムーズな展開がされていない状況にある。 

・ 国際標準化 

・ 価格の低減 

電子タグにかかわる世界の動きとしては米国の Wal★Mart に代表される大手スーパーマ

ーケットでの導入の動きが活発である。一例を挙げると Wal★Mart では、2005 年 1 月まで

に納入上位 100 社、2006 年 1 月までに納入上位 300 社に対し、商品への電子タグの添付を

義務付けることとしている。このような市場の動向から、電子タグに記録する商品コード

の標準化と通信プロトコルの標準化が急がれている。その状況下、日本は電子タグ用の商

品コードの統一案を ISO に提案、また通信プロトコルでも EPC グローバル(1)と ISO とで独

自に検討されてきたUHF帯を利用した標準化が統一国際標準になるべく調整が図られてい

る。 

 一方日本の戦略として二つ目の課題である価格の低減に向けた活動も進められている。

響プロジェクトと名称された活動がそれで、2007 年には電子タグの価格を 5 円／個に下げ

る検討が進められている。具体的には電子タグの普及が価格低減の近道との観点から周波

数帯の規定、プライバシー取り扱いの規定、実証実験の推進を実施している。 
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5.4.2 産業界における効果 
 響プロジェクトで進められている実証実験には以下のものがある。 

・ 家電製品業界・電子電器機器業界 

 電子部品の工場から、家電製品の組立工場、物流倉庫、小売店に至るまでのサプラ

イチェーンシステムを構築し、業務効率化を実証 

 部品に含まれる有害物質のトレーサビリティの実現や家電リサイクル効率化を目

指したビジネスモデルの確立 

・ 建設機械・産業車両・農業機械業界 

 建設機械等の部品工場から組立工場、販売代理店に至るまでのサプライチェーンシ

ステムを構築し、業務効率化を実証 

 特に部品のリアルタイム発注による在庫ゼロのビジネスモデルを目指す 

・ 医薬品業界 

 製薬工場から卸倉庫、病院に至るまでのサプライチェーンシステムを構築し、業務

効率化を実証 

 特に薬事法による生物由来医薬品のトレーサビリティ義務を効率的に実行できる

ためのシステム構築を目指す 

・ 物流業界 

 東京・横浜・名古屋・大阪・神戸港と世界各地の港間で海上コンテナのセキュリテ

ィ対策の実効性、港湾作業の効率化に関する実証を行う 

 上記は実証実験の一部である。 

 このように電子タグがもたらす効果は多方面で検討され、実証されつつある。しかし電

子タグが本当の意味で普及するためにはユーザー企業が自らの事業課題を分析し、電子タ

グの活用方法を見出し、主体となって活用していくことが必要であり、これが実現すれば

電子タグはとてつもない力を発揮するものと考えられる。 

 

5.4.3 今後の動向 
生産施設における情報活用の現状と将来と題して、電子タグに焦点を当て現状の活用状

況と将来を見据えた開発状況の紹介をしてきた。 

電子タグは、ものづくりの場において今、どこに、何が、どれぐらい、どんな状況であ

るかを把握するための元データを保持できる。これは生産施設の場を可視化することにつ

ながり、必要なときに必要なものを生産する、また無駄なものを作らない生産効率の向上

に役立つ。また電子タグは、組立などにより形を変えていく部品・製品にも追従できる。

すなわち、実際のものに付いてデータを管理できるツールとして、製品の製造履歴・流通

履歴を管理でき、エンドユーザへのサービス向上に貢献する。 

このように、電子タグは一つの情報ツールとして大きな可能性を秘めている。しかし、

実際に活用、運用するためには前段で紹介したように標準化や価格など、多くの課題も存

在する。ものづくりの各場面で、電子タグの可能性を見極め、生産性の向上、トレーサビ

リティなどサービス向上に役立てるモデルを構築することが大きな課題である。 

 

（1） EPC グローバル：Electronic Product Code global；電子 ID タグの標準化・実用化を目

指す非営利団体 

（2） 響プロジェクト：経済産業省が 2004 年６月に公募を発表し、８月より開始した無線

IC タグの低価格化を目指し、コンソーシアムを結成して研究・開発に取り組んでいる

国家プロジェクト 
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５．５ まとめと課題 

 

本件調査では、近年組立生産現場で飛躍的に増加しているセル生産方式をキーワードに

セル生産の適用範囲はどのようなものであるか、今後はどのように展開するか、また機械

加工などの本格的な加工工程を含む生産現場にはどのように応用されるかについて文献調

査、先行研究の調査、実地調査を３本柱にして調査し、提言を行うことを目的とした。生

産方式としてどのようなものが適しているかは製品の特性に大きく左右される面があり、

一般論として“あるべき姿”を描くのは容易ではない。しかしながら調査を通じて、将来

につながるいくつかの試み、動き、キーワードを見つけ出すことはできたように思う。本

調査で目的としたいくつかのテーマについての将来展望を以下に簡単にまとめる。 

 

5.5.1 多様化への対応 
 文献調査、委員会における議論、実地調査により改めて確認されたことは、言い尽くさ

れた感はあるが、顧客要求が多様化し、また予測が難しくなっている点である。我が国の

経済状況が今後どのように推移するかに関わらず、この“多様化”という方向性は維持さ

れるだろう。国内のみならず、日本の製造業にとって海外における需要が重要な位置を占

めてきた。その海外需要とて以前は欧米を中心としたものであったが、近年では東アジア

地域の重要性が高まっているのは周知の事実である。日本の製造業が国際競争力を維持し

続けるためには、欧米とも、日本とも異なる文化を背景とした多様な需要に対応しなくて

はならない。特に今後も市場としての急速な発展が見込まれる中国においては、母体とな

る人口が多いこと、経済格差の拡大、などが要因となり、その市場における顧客要求の多

様性は日本国内を上回る。このことは実地調査においても確認されており、中国における

工場では日本国内以上に多品種少量生産化が進められている。また、生産サイトがグロー

バル化するのに伴い、技術流出のリスクも高まるのは当然であり、知的財産保護のための

法整備などとならんで、製品設計の面では、中核となる技術（コア技術）のモジュール化、

ブラックボックス化がキーとなりつつある。多様化とコア技術のモジュール化を同時に進

めるためには、所謂“初期設計の共通化”が技術的には重要である。（図 5.5.1） 

 

 

概念設計 詳細設計 基本設計 

終製品 詳細設計 

終製品 

終製品 

詳細設計 

基本設計 

基本設計 
 

(a) 従来の製品設計 

 

概念設計 詳細設計 基本設計 

終製品 詳細設計 

終製品 

終製品 

詳細設計 
 

(b) 初期設計を共通化した場合 

図 5.5.1 設計の共通化 
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 このような多品種少量化、変種変量化に対してどのように対応するかが、今後の生産シ

ステム設計において重要となる。当初より想定していた部分もあるが、調査研究の結果に

基づいて図 5.5.2 のようなシナリオを想定するに至った。もちろん左端の社会的要因は複合

して作用するし、右端の方策も両立し得るものである。図に示した右端のキーワードにつ

いて近未来の展望と課題を示すことで本調査研究のまとめとしたい。 

 

 

終製品の多様化 

加工のフレキシブル化

設計の現地化 

クローバル生産 

ＥＭＳの活用 

部品／工程の共通化 
デジタル生産 

セル生産 

ライフスタイルの変化 

市場のグローバル化 

国際競争の激化 

人材の流動化 

・ 
・ 
・ 

少子化 

地球環境問題 

複合加工機 

生産現場の高度情報化

図 5.5.2 多様化と共通化の同時実現のために 

 

5.5.2 キーワード別の展望と課題 
（１）EMS の展望 

・ 枯れた製造技術の委託先としての大規模 EMS は日本国内の市場を席捲するには至らな

いが、一定の地位は確保する。 

・ 部品供給においてはセットメーカの子会社発の国内製造者が独立色を強めて EMS 化す

る例が増える。同様に、加工業者のネットワークに立脚した設計能力を有する加工企業

体も少数ながら出現する。 

・ 世界的には水平分業型の EMS、つまり特定のニッチ製品の設計から製造までを受託する

例が増加する。 

 

（２）グローバル生産について 

・ 海外での生産は今後も増えこそすれ、減ることは無い。日本、アジア（中国）、ヨーロ

ッパ、アメリカの４極生産体制を基本として生産戦略が策定される。 

・ 現地需要に対応したバリエーションの増加、ローカル仕様への変更などの現場に近い生

産、設計技術については現地法人に移管される。 

・ 製品のモジュール化が推進され、コアモジュール、コア技術の研究開発の国内残留傾向

は多くの企業では明確になる。一方で研究開発も移管する無国籍的企業も出現する。 

・ 現地工場における検査工程の自動化、部品調達の安定化等、グローバルな品質確保の努

力が重要となる。 

・ グローバルな材料調達および部品調達を行うためのサプライチェーンマネージメント

の重要性がさらに増大する． 

・ 人材の安定確保のため、各国における文化的背景を考慮した、必ずしも賃金処遇だけで



－72－ 

ない“働きがい”対策が海外においても求められる。 

・ 政治状況、経済状況が変化しうることを考慮に入れたリスク管理が求められる。 

 

（３）セル生産の今後について 

・ セル生産とライン生産との組合せにより高い生産効率を有しながら大きな需要変動に

対応可能な生産方式が増える。 

・ 部品加工との組合せにより、組立工程中またはその前後に比較的簡単な加工工程を取り

込む事でよりフレキシビリティの高い加工に対応しつつ、部品在庫を減らす方向になる。 

・ デジタルデータやセンサー付き工具、部品箱の活用により、作業者のストレスにならな

い方法で作業ミスの低減、作業ペースの維持を行う例が増える。 

・ 国内工場と海外工場とで生産方式の違いはむしろ縮小する方向で、両者においてセル生

産化の流れは継続する。ただし、必ずしも生産ラインの同時立ち上げ化が進むとは限ら

ず、一定のタイムラグは安全弁として機能し、維持される。 

 

（４）加工のフレキシブル化 

・ ライン変更などを容易とするため大規模ラインから中小規模のラインへの移行がより

明確化する。 

・ ライン中の加工機についてはライン長そのものを短縮しモジュール化をすすめるため、

間口の統一、間口の減少が求められる。 

・ 機械加工については特殊な工程を含む加工は除き、均質な多機能の複合機を複数台利用

してリアルタイムスケジューリングを行って多品種少量ないし変種変量生産における

生産効率を高めようとする例が増える。 

・ 特殊工程を含む加工品についても工程集約による工程短縮等により、機械渡り歩き台数

の減少が進む。 

・ グローバル生産化に伴い、海外工場での保全人員不足が深刻になりつつあるため、加工

機の MTTR（Mean Time To Repair：平均故障修理時間）短縮が求められる。そのための

手法としてビジュアル作業アシストが重視される。 

 

（５）生産現場の高度情報化 

・ 製造状況・在庫状況の可視化・効率化に寄与するツールとして電子タグが重視されるが、

国際標準化、価格の低下が課題となる。 

・ 国際化については UHF 帯を利用した標準化が統一国際標準になる方向である。また価

格は数年内に 5 円／個以下になり、広範な普及が図られる。 

 



－73－ 

付録 委員会議事録 

 

「生産方式の変革とそれに対応する個別加工技術の高度化に関する動向調査」 

委員会 第１回 議事録 
 

日   時  平成 16 年 11 月 9 日（火） 14:00～17:00 

 

会   場  航空会館 205 会議室 

 

出 席 者（敬称略） 

  委 員 長  藤井（神戸大学） 

  委  員 佐野（千葉工大）、杉村（大阪府立大）、日比野（機振協技研） 

大石（豊田工機、渋川代理）、倉橋（オムロン）、由良（清水建設） 

  幹  事 三島（産総研） 

  事 務 局  水野（技振協）、渡辺（技振協） 

 

１．配付資料 

１－１：議事次第 

１－２：委員名簿 

１－３：調査研究の計画書 

１－４：日経ものづくり等のセル生産関連記事リスト 

参考資料１：このままでは危うい日本のセル生産（日経ものづくり 2004 年 7 月号より） 

 参考資料２：EMS 上陸（日経メカニカル 2001 年 7 月号より） 

 

２．議事内容 

（１） 事務局より本調査研究の経緯、趣旨、実施団体の概要説明などが行われた。 

（２） 調査研究の提案者である三島幹事より、本調査研究の趣旨及び調査すべき項目につ

いて概略の説明が行われた。調査項目は 1.企業における現状調査、2.生産システム

適化のためのツール、3.これからの方向性は何か（組立におけるセル生産の次は

ン何か、加工はどうなるか？）4.海外の状況は？（中国の量産工場、ＥＭＳ）5.ま

とめ、の趣旨であった。 

（３） 委員長の選任を行い、神戸大学藤井教授にお願いすることで委員の賛同を得た。 

（４） 委員長以下各委員の自己紹介を行った。 

（５） 藤井委員長の発案により調査した“日経ものづくり“等におけるセル生産関連記事

リストが提示され、三島幹事が簡単に説明を行った。直接”セル生産“関連のタイ

トルがつけられている記事はこの程度であったが、関連する情報はより多岐に渡る

ため、記事の調査は継続して行うことになった。 

（６） 藤井委員長の問題提起に基づき、自由討議を行った。主な内容は次のとおりであっ

た。 

加工と組立の切り分けについて： 

・ スタートが遅くなったため時間が無い。国内外の状況調査は是非とも必要だが、効

率良く進めるためには文献調査に力をいれる必要がある。 

・ 次は何か？といっても加工と組立では状況が全く異なる。加工ならば機械加工もあ

るが半導体加工もある。加工全てを取り扱うためにはメンバー不足である。 

・ また将来動向と言ってもどこまでの将来を考えるかによって違ってくる。例えば情

報化がどのように関わってくるか、少子化、高齢化との関係など。 

・ 加工に関して言えば組立で言うセル生産と加工で言うセルラーマニュファクチャ

リングは違うのではないか？ 

・ 加工のセル化といっても近年では FMS/FMC は廃れてきている。何故だろうか？ 

・ FMS は搬送が固定されている点で本当のフレキシビリティが無い。搬送のフレキシ



－74－ 

ブル化という方向はあろう。 

・ FMS の欠点として 新のフレキシブルなラインを構成しても設備がすぐに古くな

ることがある。 近ではモジュール構成により陳腐化した設備をすぐに更新できる

ことが望まれる。 

・ 自動車関連においても以前のように巨大なラインは用いない。量産する場合には同

じ小規模ラインを複数並べる。これもモジュール化である。 

・ コストの問題もある。 近では設備投資の回収期間は 2～3 年であることも多い。

必然的に安い設備が求められる。 

・ 人間はトレーニングしてゆけば対応できるので組立では人間（の機能拡張）を利用

して発展させることができる。機械加工は本質的に機械が行うので、機械側に 初

から機能を組込んでおかなくてはならない。だから複合機などはお金をある程度掛

けても良い試作用などではペイするが量産品は投資対効果が問題であり、その点組

立とは違う。 

・ 組立に関して言えば、セル生産の特徴は同時並行的に多種類の製品を組立できるこ

とであり、現在のセル化の流れがラインに戻ることは無いだろう。 

・ そういう時の多品種少量生産はどこまで行くのか？オーダーメイドまでか？それ

に対応できないので FMS が駄目になってきたのではないか。 

・ 現在の複合加工機では従来型の FMS に比べれば制御装置の進歩が大きい。 

・ コンピュータは発達したが自動化のハードは対応できているのか？以前の FMS プ

ロジェクトでも搬送、ローディング、アンローディングなどがネックであった。 

・ もう少し上流側の生産準備も大変である。加工の肯定設計、自動化とマニュアルの

分岐点をどこにおくかなどである。 

・ いずれにせよ複合化が進んでいるのは事実で、トランスファラインが出来るまでの

対応、試作品などで複合加工機は有効である。組立におけるセル生産では人間がキ

ーであるが、加工における相当するキーは何かを考える必要がある。むしろ自動化

か？それとも違うものか？ 

日本のものづくりの方向性について： 

・ 少子化の方向を考えれば自動化は必須かもしれない。海外へ工場が移転する。海外

から労働力が流入する。そのときになってもセル生産が続くのかそれとも自動化の

方向に向かうのかが問題だ。 

・ 日本でものづくりをするには自動化は必須だと言う人も多い。 

・ 自動化でも従来とは違う方向かもしれない。ロボットにも成長が求められる時代が

くるかもしれない。 

・ 問題提起として、日本で本当にものを作らなくてはいけないのか？ 

・ 基本的に国の方針としては雇用創出がある。技術的側面だけではなく、政治的な意

味もあろう。 

・ 開発と製造が近くにあることが日本の強みであったように思う。ものづくりと開発

を分けるということは難しいし、問題が起こるだろう。80 年代のアメリカのように

設計開発部門が製造ラインに行かないと問題だ。 

・ 開発と製造を切り離すと新製品の開発能力が落ちる例は多々ある。失敗例から学ぶ

必要がある。 

・ 熟練作業者予備軍が減ってゆくこともあろう。 

・ 技術的集積力の問題だ。 

EMS と企業の海外生産戦略に関して： 

・ EMS について少し議論してみよう。現在 EMS に委託する範囲に設計も入っている

のか？ 

・ 設計も含めて受託するとことはある。 

・ どの時点で EMS に投げるのが一般的か？ 

・ 金型の設計などでは 初から EMS に任せる場合も多い。 

・ そうすると作る手段の設計は全て EMS がする、ということか？ 

・ それだけでなく、回路設計、生産技術等も持っているところも多い。EMS の場合、

受注する量が多いので設備を更新でき、設備を更新できるので新しいことが出来て、
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受注が増えるという循環が成立し得る。EMS に任せると高品質のものが出来る場合

もある。一方で少量のものはやってくれない。 

・ EMS は大量生産の汎用品向け、ということか？ 

・ 部品は共通化されている場合も多い。そのためのノウハウもある。 

・ 本質的にやることは子会社と同じだが機密の問題もある。 

・ 量産のメリットがでる段階で、いわゆる“枯れた”部分のみを出すことがおおいだ

ろう。 

・ マニュファクチャリング 2020 の中では Virtual Enterprise という予測（設計、製造、

販売などを全て異なった企業が行い必要に応じて集合離散する）もあったが今起き

ているか？ 

・ 実例は少ないだろう。 

・ EMS への委託も製造の中国シフトと同様の問題があるだろう。 

・ 日本は今後も常に先端的な開発能力を持ち続けられるのかという問題はある。 

・ 現場あっての開発、開発あっての現場という面は確かにあり、製造が日本から全く

無くなるということはないだろう。一方では製造は全てアウトソーシングという会

社もあるが、基本的には開発部隊は日本国内の製造現場からのフィードバックが必

要だ。 

・ ローカルな国の状況に応じた開発についてはどうか？ 

・ 北米使用の現地デザインなどの例は多いが、製造を海外に移すということとは別の

話だろう。コアになる部分の生産技術ではなくバリエーションの部分は積極的にロ

ーカライズすることはあり得る。これは海外で売るための戦略で、海外で作る戦略

とは少し異なる。 

・ IMS のプロジェクトの中でも同じことを達成するのに、日本は複合機を機能強化す

る方向、ヨーロッパはトランスファラインをフレキシブル化する方向で異なってい

る。 

・ 確かに専用機設計という呼び名自体がなくなってきた。汎用機ベースで目的に応じ

て特化した機械数台で小規模のラインを作る。それを何ラインかつくるという方法

が自動車部品でも普通になってきている。 

 日本と中国の製造の棲み分けについて： 

・ 自動化レベルは国内と海外で異なる。例えば中国に出すときは搬送は無くす。（人

手で運ぶから。）また故障の際の復帰の早さも全く違う。日本では作業者が自主的

に直してしまうことも多いが海外ではそうは行かない。海外仕様は故障の際のメン

テナンスサポート、モニタリングも組込む必要がある。 

・ 生産文化、労働者の意欲の違いだろう。俺の仕事はこれだ、という意識はある。 

・ その通りだ。文化は変えようが無い。文化にあう仕組みが必要だ。 

・ アメリカでもそう（中国と同じ）だ。日本だけが違う。 

・ 技能の伝承という面でも日本は独特だ。単能工なら中国でも優秀な人材は多い。多

能工こそが日本の特徴である。現場の一人一人がいわばシステムエンジニアだ。 

・ アメリカでも現地生産によりトヨタブランドの品質低下が起こっているそうだ。 

・ しかし日本でもこれからの若い労働力の質がどうかは楽観できない。 

・ ある会社が日本人と中国人の作業者を同時に教育したそうだが、一定のレベルに達

した者は中国人が 48/50、日本人が 2/50 だったそうだ。手先の器用さは日本人だけ

の特徴ではない。 

・ セル生産でも同じだろう。 

・ 労働環境さえ整えればきちっとやるところはある。 

・ 決められたことはやる。ただし自分で工夫する文化は無い。日本でも先行きどうか

はわからないが、現在はやはり定着率の高さが（工夫することに）生きている。 

・ 日本では普通のワーカーが（生産技術の）改善に関わることが珍しくない。 

・ 日本では仕事をしながら自分も成長するという考え方がある。アメリカでは仕事は

仕事。自分の成長は会社とは別の場所で、という考え方だ。 

・ 新しい技能を身につけたいのなら移る。会社で成長するという考えは無い。 

・ 年功序列の効果もあるのだろう。 
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３．今回のまとめ 

・ 組立との対比で加工の将来動向も興味深いが時間も限られており、広げすぎるとま

とまらない。絞ることが必要である。 

・ 製造の海外ないし EMS へのアウトソーシングは避けられない動きだが、開発と製

造現場は近くに無いと開発力が落ちる。コアの生産技術は国内に残す方向が戦略と

しては考えられる。 

・ 製造現場を日本に残すためには高付加価値、多品種少量生産に傾注し、セル生産を

一層高度化してゆくことが方向性の一つだ。 

・ 上記の方向性で短期間でまとめるために文献調査、国内の実地調査、海外の実地調

査を併用して効率良く行う必要がある。 

 

４．持ち帰り事項 

・ 国内訪問先のリストアップ（あれば全員） 

・ 日経系以外の雑誌、文献におけるセル生産関連記事のリストアップ（あれば全員） 

・ 日経系の雑誌の関連記事のより詳細なリストアップ（三島委員） 

・ シンガポール、台湾における EMS の訪問可能性調査（藤井委員長） 

・ 中国の現地法人の訪問可能性調査（倉橋委員） 

・ 次回委員会での IMS の次世代生産システム関連研究の報告。ホロニック生産システ

ム（杉村委員）、HIPARMS（日比野委員）、Globeman（福田委員）、NGMS（三島委

員） 

 

５．次回予定 

 日時：平成 16 年 12 月 13 日（月） 13:30～17:00 

場所：機械振興会館６階 ６－６３室 

 

以 上 
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「生産方式の変革とそれに対応する個別加工技術の高度化に関する動向調査」 

委員会 第２回 議事録 
 

日   時  平成 16 年 12 月 13 日（月） 13:30～17:00 

 

会   場  機械振興会館 6F 63 会議室 

 

出 席 者（敬称略） 

  委 員 長  藤井（神戸大学） 

  委  員 福田（法政大）、佐野（千葉工大）、杉村（大阪府立大）、 

日比野（機振協技研）、大石（豊田工機、渋川代理）、倉橋（オムロン）、 

由良（清水建設） 

  幹  事 三島（産総研） 

  事 務 局  渡辺（技振協） 

 

１．配付資料 

２－１：議事次第 

２－２：前回議事録 

２－３：次世代生産システムホロニック生産システムの現状と展望 

２－４：IMS プロジェクト“NGMS”に関するメモ 

回覧資料１：中国ダイキン会社案内 

 回覧資料２：中国ニコンイメージングパンフレット 

 参考資料１：次世代生産システムの将来動向に関する調査研究報告書 

 

２．議事内容 

（１） 回議事録の確認が行われた。IMS 関連プロジェクトの概要説明に関し、担当者が若

干食い違っていた点が指摘された。その他は特に問題なく了承された。 

（２） 追加文献調査について関連書籍、雑誌の紹介が求められたが、本日時点では特に無

く、追加の文献調査を継続的に行うこととした。 

（３） 関連する先行研究として IMS 関連のプロジェクトについて該当研究に参画した委員

から説明が行われた。 

 

ａ）ホロニック生産システムについて（1995-2000:フェーズ 1、2000-2003:フェーズ 2） 

 標記につき杉村委員から説明が行われた。概要は次のとおりであった。 

 ホロニック生産システムとはシステム構成要素の自己相似性に着目してシステムの概

念を定義、構築したものであり、個々の工作機械などが一つのホロンに相当する。複数

のホロンが集まって上位階層のホロンを形成する。このような概念によりシステム構成

要素の間の相互関係を明確化し、複雑かつ柔軟なシステム構築が可能となる。ホロンの

階層としては Holon, Autonomy, Cooperation, Holarchy が定義されている。システムは自律

性と協調性を有する。 

 プロジェクトは工場レベルでの生産管理、ショプショップ、加工、フィクスチャリン

グ、ハンドリングの５グループに分かれて実施され、2003 年 3 月にはプロジェクトの成

果である工作機械のフィクスチャリングシステムのデモを行った。 

 研究の内容では分散処理による生産スケジューリングが重要な課題であり、再帰的伝

播方式によるスケジューリング手法が提案されている。また他研究におけるスケジュー

リング方式としては（後述の HIPARMS に関連するが）HV-FMS を対象としたオークショ

ン方式によるスケジューリングがある旨も紹介された。 

 

ｂ）Globemen について 

 標記について福田委員より以下の趣旨で概要説明が行われた。 

 本研究は個々のショブショップではなく企業全体またはその連携による Virtual 

Enterprise の自律分散システムについてのものであり、実施例としてはインドネシアに設
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置したケミカルプラントのリモートメンテナンス、故障復帰に適用された。例において

は設計段階でのシミュレータを用い、現場からの運転データを日本で吸い上げてメンテ

ナンス、故障復帰を試みた。本研究は製造現場の改廃移転などを見越した研究であった

が、工場のライフサイクルとデータ保持期間の関係、将来の未知のトラブルに対する対

応、などの点で問題が指摘されているとのことであった。また関連して開発された

Enterprise レベルでのスケジューラとして GAIA-SC が紹介された。 

 本研究で取り扱っている enterprise レベルの自律分散化や virtual enterprise の概念につ

いて以下の議論が行われた。 

・ IMSプロジェクトの立ち上げ時に議論した生産システムの将来像はいま時代に合わ

なくなってきている面がある。例えば Virtual enterprise といってもルーチン化され

た部分、大量生産品は外部委託できるかもしれないが、ルーチンで無い部分は無理

である。 

・ 例えば国内ではそういった Virtual Enterprise 化は可能か？ 

・ 資本関係、系列関係が無ければ難しい。生産方式、CAD のシステム、生産管理な

どのバックグラウンドが違えばそのための仕組みづくりだけで大変な時間と労力

がかかる。 

 

c）NGMS（次世代生産システム）について 

 本研究は直接の担当者がいないため、三島委員より IMS ホームページ上にアップロー

ドされた報告書に基づき目的、テーマ構成に限って下記のとおり簡単な説明を行った。 

 本研究の目的は次世代生産システムの統一的定義づけを行うことと、デジタルファク

トリーのモデル化、シミュレーション手法の開発を行うことである。また研究は上記２

目的に対応して２つワークグループで行われており、前者には２つの、後者には７つの

サブテーマが上げられている。今回の報告は、報告書のごく一部に基づくものであり、

詳細な研究内容、成果についてはまだ充分に読み込んでいないため、継続的に文献調査

を行うものとした。 

 

d）HIPARMS について（1995-1999:第一期、2000-2003：第二期） 

 藤井委員長より HIPARMS の概要について以下のとおり説明が行われた。 

 本研究は変種変量生産システムの構築、運用方法に関する研究開発で、完全な一品も

の的な加工ではなく、HV-FMS とよばれる多品種中量生産に適用されうるものである。

本システムの前提として同じマシニングセンタを用いて、工具セットと加工履歴のみが

異なるものとし、第一期の HV-FMS では OP と呼ばれるブロックを単位としたスケジュ

ーリング、第二期では矩形配置した同一のマシニングセンタ群による自律分散生産シス

テムの構築を目指した。５工程に工程集約したエンジンブロックの基本３品種の加工を

例として、第一期では同一 OP 内の MC は全て同じ加工能力を有するとの仮定のもと従来

型 FTL との比較を行った。また第二期では矩形配置した MC を用いて、機械側からのオ

ークション方式によるスケジューリングを行った。本研究のオークション方式では“加

工可能であること２を基本ビッドとし、専用化指数、加工履歴、直前の加工ワーク、稼

働率を競合ビッドとし、様々なケーススタディを行った。同一加工を行う MC を２台以

上確保することなどの外部ルールも含めてスケジューリングを行ったところ、MC の台数

削減、稼働率の大幅な向上などが可能であった。 

 

e）RMS（Reconfigurable Manufacturing System）について 

関連研究として Reconfigurable Manufacturing System（ミシガン大）について杉村委員か

ら情報提供が行われた。RMS とはハードウェアとしても形態変更が可能な生産システム

の実現を目指しており、その中核としては RMT（Reconfigurable Machine Tool）があると

のことであった。 

 

（４） 上記の IMS 関連プロジェクトに関する報告に基づき自由討議が行われた。内容はお

およそ以下のとおりであった。 

・ IMS 関連プロジェクトを全体的に概観してみると 15 年前の考えに基づく次世代シ
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ステムである、という気がする。現在は方向性が異なり、なるべく初期投資はした

くない、という考えが根底にある。 

・ 特に組立についてはセル生産の普及もあり大きく変ってきている。加工はあまり変

っていないか？ 

・ 見かけ上はあまり変らないが個別の機械の能力向上、複合化、モジュール化、情報

化などは進んでいる。 

・ 今現在注目されているのはメンテナンスであろう。加工そのものはある程度のレベ

ルに達しているとすれば、リモートメンテナンスなど運用上の工夫で効率を上げら

れないか、という考えがある。固定費の変動費化が急務であって、自動化にあまり

お金をかけられない事情がある。 

・ モジュール化、ワンタッチ化という方向はある。これが具現化した形として組立で

はセル生産、小ロット化だが、加工ではどうか？ 

・ モジュール化で切り抜けるか。 

・ そのほかでは環境意識の高まりはどうか。 

・ それは確実にある。省エネ化、オイルレス化も同様の動きだ。 

・ 15 年前と状況が変ってきた理由はなんだろうか？ソフトウェアのコスト低下だろ

うか。 

・ IC タグや将来のユビキタス化を睨んだ検討も必要となってきている。個別の機械、

個別の部品から情報が収集できるとすれば、15 年前に思い描いた自律化のシナリオ

は成立しなくなっている。タグのつけ方は確立していない。 

・ IC タグについては２つの問題がある。一つはタグのつけ方。もう一つはデータをど

のようにものづくりに活かすかである。 

・ 食料品のトレーサビリィティの例を考えてみるとわかり易い。例えば“牛”はコー

ドは１種類で良い。しかし、加工食品になればいろいろな材料が混合されるので、

情報の取捨選択が難しい。製造業の状況も似ていて複数の部品で構成される製品の

場合、どの程度まで ID を持っていれば良いかは検討事項だ。もし 終製品だけで

良いとなれば RF-ID はいらないかもしれない 

・ 将来的には重要な問題でいずれ検討すべきだ。 

・ 自律性を考えると、必ず下位階層からの情報をどのように統合して上位階層にあげ

るか、という問題は発生する。 

・ 機器の進歩という面もあるが、情報をどのように取り扱うか、という視点が重要で

ある。 

・ （加工技術をどのように考慮してゆくかに関連して）業種を絞ってみることはどう

か？例えば航空機製造は？ 

・ 飛行機は加工履歴などが重要なので、下位レベルの加工情報を上位レベルで活用す

ることはやっている。ただやはり途中でデータは切れざるを得ない。交換可能なパ

ーツについては情報は残しておくが、そのサブアセンブリはどうするかという問題

はある。 

・ 法的に要求されるものは残しておく、というスタンスだろう。 

・ 将来的に、下位データをどのように取り扱うかという基準が確立されないと。 

・ 今回の IMS 関連プロジェクトの概要を聞いて、根本のところでは共通性のある思想

に基づいているように思う。 

・ 今日の話はいずれも IMS の初期にスタートしたプロジェクトであるため、将来の生

産システムのあり方について共通的認識があったようだ。それは自律分散、Virtual 

Enterprise 化が進む、という点だ。ある意味ではセル生産はトップダウン的視点で

ないスケジューリングという意味で前者の具現化だし、CAD/CAM のデータ受け渡

しなどの進歩は後者の一部である。しかしトータルとしての実現は難しい。 

・ IMS 関連プロジェクトで研究された技術は活用されているのだろうか。 

・ 全体としては抽象的な面もあり、そのまま適用されている例は少ないが、個々の要

素技術は使われているものも多い。次世代の生産システムのイメージと個々の要素

技術をドライブするものは何かについて考え直す時期に来ている。 

・ 全てを包括するような提案は無理だが、調査研究を通じて一部でも将来展望を提示
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できれば良い。 

 

３．今回のまとめ 

・ IMS における早くからスタートした生産システム関連のプロジェクトは将来の生産

システムについての共通的な思想に基づいている面がある。 “自律分散”と“Virtual 

Enterprise”が２つの重要な共通キーワードである。 

・ IMS プロジェクトにおける要素技術は実用化されたものも多いが、全体構想としてプ

ロジェクトにおいて描いた未来像は実情に合わなくなってきた。大きな要因の一つ

は経済状況であり、“初期投資は大きいけれどもフレキシブルかつ長期に使用できる

システムを開発する”ということが難しくなってきている。“フレキシビリティ、自

律分散性は（高度に知的な機械システムではなく）人間の能力により担保する”と

いうのが 近の傾向であり、セル生産の普及もその流れの上にある。 

・ 一方で“加工”を考慮すると例えば加工履歴などの部品情報を上位のアセンブリに

おいてどこまで保持するか、など課題は多い。 

・ IMS における未来像を総括しつつ、それとの違いを含めて加工を含む生産工程におけ

る将来像がどのようなものか、一般性のあるものは難しいかもしれないが、範囲を

絞ってでも何らかの提言を行うことが、調査研究の目標としてあげられる。 

 

４．実地調査について 

国内調査：ソニー美濃加茂工場、ローランド DG（浜松）、富士通島根、オムロン綾部な

どが候補だが、旅費の問題もあり標記順にあたることとなった。ソニー美濃加茂は三島委

員、ローランド DG は杉村委員が打診の担当となった。 

海外調査：シンガポールの EMS 関連企業数社、上海ダイキン、無錫ニコンイメージング、

ムロンを候補とし、アレンジが可能なら 1/9 から実施することとなった。 

 

５．その他 

 委員会の日程から考えて、次回には報告書目次案を提示しなくてはならず、次々回には

第一稿を持ち寄らなくてはならない旨確認された。 

 

６．次回以降予定 

 次 回：平成 17 年 2 月 16 日（水） 13:30～17:00 

 次々回：平成 17 年 3 月 4 日（金） 13:30～17:00 

場 所：機械振興会館６階（予定） 

以上 
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生産方式の変革とそれに対応する個別加工技術の高度化に関する動向調査」 

委員会 第３回（臨時） 議事録 
 

日   時  平成 17 年 1 月 21 日（金） 13:30～17:00 

 

会   場  ローランドＤＧ株式会社新都田工場 

 

出 席 者（敬称略） 

委  員 杉村（大阪府立大）、大石（豊田工機、渋川代理）、倉橋（オムロン）、 

  幹  事 三島（産総研） 

 

面 談 者   関伸一氏，ローランド DG 株式会社 DP プロダクション部部長 

村越俊介氏，ローランド DG 株式会社 DP プロダクション部 

 

１．経過 

 本会開催にあたっては当該訪問場所の調査と質疑を通じた情報収集、および委員会を併

催した。訪問後、同社の主力製品について簡単な説明を受けた後、同社における生産方式

についてその概要説明を受けた。その後、実際の生産現場の見学を行いながら質疑を行っ

た。さらに会議室に戻り、引き続き質疑、討議を行った。 

 

２．議事、質疑内容： 

１）概要説明 

同社における生産方式の概要とその“ねらい”とするところはおおよそ次のとおりで

ある。 

・ 製品は中大型のプリンター、３D 加工機などでニッチマーケットをねらっている。 

・ 同事業所の人員は約 350 名、うち開発 80、組立て 100 名程度である。 

・ 製造に関わる部分は DP プロダクション部（面談先）で一括管理している。 

・ 多品種変良生産が基本で月産 5～1000 台（日産 max、40 台）、部品点数で 200～3000

点である。 

・ 1997 年にラインを撤廃し、2002 年に全機種をデジタル屋台、１人１台生産化した。 

・ その趣旨は究極の１個流し＋作業者の注意力に依存しない作り込みを目指す事で

ある。そのため品質の作りこみは全て組立て工程内で行い、 終検査工程は持たな

い。 

・ 例えば数万個の製品のうち１個が不良。営業的には問題だが作業者を責められない。 

・ 部品が余ったとする。準備した部品が多すぎたのか？取付け忘れか？ 

・ 上記に対し、デジタル屋台では作業者が（取付け手順の記憶などでなく）手先の作

業に集中できる環境を整えることである。そのためデジタルデータで作業者を支援

するとともに、作業者の“やりがい”を提供することを主眼としている。 

・ ライン生産は追い越し不可能な一車線の道路に例えられ、 も遅い工程が全体のボ

トルネックになるのに対し、屋台生産では全ての車に専用車線がある道路に例えら

れる。 

・ 中型インクジェットプリンターにおいては４種類の屋台（ベーシック屋台、測定屋

台、梱包屋台、準備屋台）を用いている。 

・ 中心となるのはベーシック（組立て）屋台であり、全ての組立て作業はパソコンで

指示されるオンラインマニュアルに基づいてベーシック屋台で行われる。 

・ ベーシック屋台は全て女性作業者からなり、問題が発生したときのみスタッフと呼

ばれる男性社員が呼び出されることになる。 

・ 組立て工程に統合できない前工程（接着）および後工程（梱包）のみ特殊な屋台で

行われる。 

・ ベーシック屋台において一定段階まで作業が進むと、工程内検査の指示があり、検

査屋台に行くかまたは検査機器を運んできて検査工程を行う。引き続き次の組立て

工程に進む。 
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・ 締め付け回数、締め付けトルクなどは電気ドライバーで管理し、ねじなどの共通部

品については、どの部品を取付けるかなどについては作業指示と連動した回転式部

品台を用いて管理する。 

・ 回転式部品台への部品の補充については各作業者がバーコードにより指示に基づ

いて補給する。 

・ また、機種固有の部品（sub-assy）については作業者が部品倉庫に行き、無線式 PDA

の指示に基づき１台分毎にピッキングする。ピッキングに要する作業時間は 5～

10％程度。ピッキングを専任化することで（ピッキング単独の）効率はあがるが、

ピッキングの仕掛ができる可能性もあり、問題が多い。 

・ １人１台の屋台生産の利点として大型の製品では隣同士の作業員が協力して移送

などを行う事が出来る。また、需要変動に対してすぐに各屋台における製造品目を

変更することができる。 

・ また、遅い作業者がボトルネックにならないことから、新人作業者でも半日程度の

講習で作業を開始することができる。１台目の組立てのみ先輩作業者について行い、

２台目以降は通常通りの作業工程で行う。 

・ 輸出比率が多い事から特に受注生産化は考えていないが、現在週次計画化を進めて

いる。 

・ 生産管理の面からは一人あたりのノルマや標準作業時間は設けていない。これまで

の平均的な作業時間実績にある係数をかけた予定工数のみを定めている。 

・ デジタルマニュアル化されているので、一人一人の作業者がいつどの工程にどのく

らい時間がかかっているかを全て把握することができるが、作業者に時間を意識さ

せるために用いる事は無い。 

・ 時間のかかる工程は作業手順や設計変更の必要のある点と考え、作業マニュアルや

設計の改善に活かしてゆく。 

・ 作業ミスの防止手法として作業者自身に過度の負担をかけるのではなく、電気ドラ

イバーや作業時間ウォーニングを取り入れている。 

・ また検査工程においても、作業者の ID と製品 ID によるクロスチェックにより所定

の工程を終えた作業者でないと作業できないようなミス防止機能が組み込まれて

いる。 

・ 目視検査などのあいまいさの入り込む余地のある工程は極力設計改善により排除

するようにしている。現在外観検査とコネクターの検査程度が残るのみである。 

・ 作業に習熟し、作業工数が減る（製造台数が増える）ことについては給与その他の

処遇でインセンティブを与えるが、それ以外の時間管理は行っていない。唯一、

終工程まで終了した際に総作業時間を表示するのみである。 

 

２）質疑内容 

工場内見学などに基づき、以下の質疑応答を行った。 

Ｑ：考え方が素晴らしい。経営的な視点からはどうしても（組立ての）早い人に全体の

レベルを合わせたくなるがそうしないのは何故か？そういう指向はしないのか？ 

Ａ：レベルをあわせるための教育はしない。一人一人が自分ペースでやってもらう。パ

ソコンに使われているのでは無く、使っている感覚を持たせる。気持ちよく働いて

もらうことによるプラスを重視している。 

Ｑ：作業のやり方で自分では気づかない面（時間がかかってしまうような癖など）があ

るかもしれない。こういう点をアドバイスすることもしないのか？ 

Ａ：一定の傾向として時間がかかってしまうような工程はむしろシステムのブラッシュ

アップが必要な箇所として捕らえ、設計やマニュアルの改善に取り組む。 

Ｃ：ボルボでもセル的な生産方式の導入を試みたがあまりうまく行かなかったという前

例を聞いている。日本人のメンタリティにあっている部分があるのかもしれない。 

Ｑ：作業者からの改善提案、いわゆる QC サークル的なものはあるのか？ 

Ａ：作業者からの改善提案というより、作業者の工夫を（スタッフが）観察しコンテン

ツとして取り入れてゆく。思いつきの改善提案レベルをコンテンツに入れると（何

故変えたのかという）苦情が出る可能性のほうが高い。 
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Ｑ：品質の保証、トレーサビリティをどのように確保しているのか？ 

Ａ：クレームがあれば現在の生産管理方式を用いる事で何月何日何時何分に誰がクレー

ム箇所を作業したのかもわかる。これを作業者の責にするのではなく、何故そのよ

うなミスが起こったのかを考え、コンテンツを充実させるための資料とする。日々

作業をしながら作業のデータを収集できるのでデータ入力のための間接スタッフの

数を減らすこともできる。例えばこのシステムの導入により作業者の責任感、達成

感が増し、作業者が自らミスに気が付き申し出るなどの効果もあった。 

Ｑ：部品レベルでのトレーサビリィティは？ 

Ａ：これについてはある程度部品納入業者を信用するしかない。 

Ｑ：これだけの生産管理システムが確立されれば国外に移転することも可能だと考えら

れるが日本国内での生産に拘るのは何故か？ 

Ａ：日本の部品サプライヤーの実力はまだ世界的に見て高い。高品質の部品が手に入る

ことが大きい。また、国内の生産で現在一定の利益が出ており、あえて国外に移転

する必要性は見当たらない。 

Ｑ：部品サプライヤーに求めることはどういったことか？ 

Ａ：オンラインの組立てマニュアルを整備してゆくには部品データの 3D化は必須である。

内部では当然だが、外部に対しても３D データの提供を求める。現在モジュール購買

を推進しているが、各サプライヤーには sub-assy としての高品質な部品を供給して

もらうこととともに、3D 化は必須である。 

Ｑ：外注も含めて全て 3D でつなぐ事が可能か？ 

Ａ：こちらに入れてもらうサプライヤーは 3D 化してもらっている。むしろサプライヤー

には逆の悩みを持っているところもある。 

Ｑ：よくスマイルカーブということが言われるがどう思うか？ 

Ａ：組立て、製造工程に付加価値が無い、ということは無い。アメリカ的考え方、アイ

デア勝負ではそういう面もあるが、日本的な手法は少し違うと考える。ものづくり

力とバランスした製品開発が重要であり、価値を創出すると考えている。 

Ｑ：同じような屋台生産、セル生産の手法を中国でも実現できるだろうか？ 

Ａ：動機付けが難しい。もって行くなら１台いくら、といった形でインセンティブを与

えなくてはならないだろう。低品質で早い、ということにならないように品質はシ

ステムとしてカバーする仕組みを考える必要がある。 

Ｑ：導入に当たって昔からラインで働いていた人からの反発は無かったのか？ 

Ａ：もちろんあった。コンピュータに使われる感覚をいかに無くすかなどに気を配って

導入していった。50％を越えれば後はなだれ式である。 

Ａ：3DCAD の導入も似たような経緯があった。その過程で設計のリーダーを若手にチェ

ンジすることもあった。2 次元 CAD はエキスパートの世界だが 3 次元 CAD は全く別

だ。 

Ｑ：全く 2 次元の図面が読めないのは問題と考えるか？ 

Ａ：そうは考えていない。2 次元データ遺産問題は当社では解決したと考えている。製造

部門が主体となって 3Ｄ化した。2000 年 4 月以降は 2D 図面は受けないこととした。 

Ｑ：スマイルカーブの後段にはどういう取組みをしているか？ 

Ａ：3D データをプロモーション、営業で使っている。設計だけで使うのではデジタル化、

３D 化はうまく行かないだろう。製造部門、販売部門などが一体となって 3D データ

を活用してゆくことが必要だ。 

 

３．次回以降予定 

 次 回：平成 17 年 2 月 16 日（木） 13:30～17:00 

 次々回：平成 17 年 3 月 4 日（金） 13:30～17:00 

場 所：機械振興会館６階（予定） 

以上 
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「生産方式の変革とそれに対応する個別加工技術の高度化に関する動向調査」 

第４回委員会 議事録 
 

日   時  平成 17 年 2 月 16 日（水） 13:30～17:00 

 

会   場  機械振興会館 6F 60 会議室 

 

出 席 者（敬称略） 

  委 員 長  藤井（神戸大学） 

  委  員 福田（法政大）、佐野（千葉工大）、杉村（大阪府立大）、 

日比野（機振協技研）、大石（豊田工機、渋川代理）、倉橋（オムロン）、 

由良（清水建設） 

  幹  事 三島（産総研） 

  事 務 局  渡辺（技振協） 

 

１．配付資料 

４－１：議事次第 

４－２：前回、前々回議事録 

４－３：報告書目次案 

参考：報告書作成要領 

 

２．議事内容 

（１） 初に報告書目次案について検討を行った。目次案は先日、委員長および幹事より

各委員宛に送付済みである。これに対して２名の委員よりコメントを受け取り、多

少の修正を行ったものである。三島幹事より改めて全体を通しての説明及び要約版

の作成のために締め切りを早めなくてはならない旨説明がおこなわれた。これに基

づき、報告書の内容、項目、作成方法などに関する意見交換を行った。主なものは

下記のとおりであった。 

・ 第３章４節、第５章などが報告書としてのポイントとなると思うが、各担当者とし

てはどうか？ 

・ 第３章４節に関しては、IMS プログラム全体のことを俯瞰して記述しなくてはなら

ないのか？だとするとかなり難しいが。 

・ そういうつもりではない。本委員会で紹介された IMS 関連研究を眺めたとき、自律

分散などのいくつかの共通のキーワードがあることがわかった。執筆者が関わった

もの、良く知るものを中心に、生産システム論として括れる部分について、共通認

識や共通の未来像を踏まえて記述して欲しい、という意図だ。 

・ 第５章１節に関しては、第５章は調査研究の核心、結論となる部分である。調査研

究としてどういう方向性を提示するのかが明確でないと記述しにくい。せめて、第

１章～第４章の記述がわからないと難しいが。 

・ 第４章（実地調査結果）については早急にメモは作成するが、他の部分については

新しく執筆しなくてはならない部分も多く、すぐには対応しきれない。以前類似の

調査研究を行った経験を考慮して担当を決めさせてもらった。これまでの議論の流

れ、本日の議論を踏まえて第一次案を作成してもらえないか。それぞれの第一次案

が出揃い、要約版の作成について幹事がった後、矛盾の解消などを含めて 終報告

書に向けて仕上げてゆくことでどうか？ 

・ 組立に関しては事例があり、セル生産が重要なキーワードである現状がある。しか

し、加工を含む工程についてはまだ見えていない。組立に事例が多すぎてそちらに

目が行く面もある。そういった点も含めて将来展望を書いてもらえないか。 

・ 関連して第５章３節だが、タイトルと中身が一致するかどうか難しい。例えば

JIMTOF などの傾向から各社の部品加工に対する考え方とその方向性を書くことは

可能だと思うが、本当に現場でどうしているかは客先の情報なのでなかなか書きに

くい。 
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・ JIMTOF 等の公開されている情報をもとにしたものだ構わない。また、タイトルも

書きやすいように修正してもらって構わない。 

・ （第５章１節の）将来展望とはどの程度将来のことか？５年先くらいか？そうする

と IMS プロジェクトの時間スケールと合わないと思うが。 

・ IMS プロジェクトもスタート時（1990 年代初め）からみた未来像という面があり、

情報環境などが発展したことにより現状とあわなくなっている面もある。軌道修正

という点も含めて現在からみた近未来像を描く意味はあると思う。 

・ メンテナンスも含んでよいか。 

・ 重要な部分であり当然含むと考えている。また、この章構成だとサプライチェーン

に対する視点が抜けている。例えば 5.2 などで触れることは可能か。 

・ さプライチェーンの話をするかはともかく、日本全体という視点からみて偏った内

容になるのが心配だ。グローバル生産の話は日本の国家戦略ともからんで、２つの

流れがある。ひとつは生産拠点の拡大であり、もうひとつは現地生産主義である。

どちらの流れに乗るかで戦略も違う。そういう書き方で良いか？ 

・ ２つの流れは承知している。そういう話で構わない。ただ同じ話でも実際を知って

いる人が書くほうが説得力がある。業務上差し支えある部分はぼかして構わないの

で、実際の経験を踏まえて書いて欲しい。 

・ 世界的に見たサプライチェーンの話と、中国での生産に特化した話といろいろあり

うる。判断は任せる。 

・ 第５章４節はどうか。近年の情報技術の進歩に伴い、生産施設での RFID など情報

の活用は重要な視点で、是非入れたいが。 

・ RFID、IC タグ、トレーサビリティなどに関連した現状と方向性について多少は記

述できると思う。 

・ 確かに IMS プロジェクトの内容を今見返してみると、古くなっている面も多い。主

として情報インフラの整備が想定時点と現在で全然違うことによる。 

・ 以上により、内容、小題等は執筆者の判断に任せ、当初の締め切り日までに第一次

案を各担当者に執筆してもらうことで一応の了承が得られたが、それに先立って

(幹事担当の)第１～４章まで草案が出来次第順次情報提供してゆくことが求められ

た。 

 

・ 今回訪問メモの作成が間に合わなかったが、シンガポールおよび中国での現地調査

結果に付き委員長および幹事より簡単に説明が行われた。関連して以下の質疑があ

った。 

・ Tech Semiconductor 社 

・ 契約ベースの生産としても、相手が１社だけではリスキーではないか？またシンガ

ポールでなくてはならない（発注側からみて）根拠は？ 

・ 確かにリスキーではあるが、RTD 技術を導入して稼働率を向上させ、すばやく需要

の増加に対応できることをアピールすることで生き残る戦略だと考えられる。また、

シンガポールである必要性について同社からは教育レベルの高さなどが示された

がこれは受注側からの見方であり、発注側がどのように考えているかは別である。

いまのところ、DRAM の（品質、数量含めて）安定供給できる同社のメリットを認

めた相互関係が保たれているとしかいえない。 

・ 利益はどうやって出しているのか？ 

・ DRAM は現在のところ build-to-stock なので少人数で、設備稼働率を向上させ、効

率良く生産することが請負側のメリット（利益）となっていると考えられる。 

Sun Microsystem 社 

・ 今回訪問した先は生産工場ではなく、南アジアにおける販売の HQ なので、生産方

式等について特に面白い話は無い。しかし、グローバルな販売戦略、地域バリエー

ションに対するスタンスなどについては参考になる部分があった。 

Inzign 社 

・ いわゆるベンチャーであるが、戦略として興味深い面がある。以前は射出成型型専

門の金型メーカだったが、十数年前に戦略転換して吸入器の製品設計、金型設計、
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金型製作、成型、組立までを薬剤メーカと組んでやり始めた。ニッチ戦略だが、あ

る製品の上流から下流までを手がけることで利益を出している。 

・ 医療機器というターゲットも付加価値を付けられる、コスト競争に陥らないで済む

という面で着目点が良かったようだ。 

上海ダイキン、オムロン 

・ 中国を工場として見るか、市場として見るかの違いがある。その点で現在の２社の

状況は大分異なる。ただし今後は後者の方向が重要だという点では一致している。 

・ 訪問前に考えていた（ステレオタイプ）の見方と違い、中国工場のほうがむしろ多

品種小ロットの生産を行っている。これに対応してセル生産を導入して行こうとい

う動きもある。 

・ しかしながら 新の設備に 新のノウハウを組み合わせて海外移管すると、現地メ

ーカーにまねされてしまうという心配がある。 

・ 完全に 新というわけではない。数年のタイムラグはある。しかし、やはり考えら

れる戦略は、生産方式、生産技術で差をつけるというよりも、製品のコア技術、コ

ア設計を日本国内で研究開発することで保持し、それを生産する方式は海外と日本

で特に差別化する必要はない、という方向だろう。 

・ 製品により、企業により現地での生産状況は千差万別だろうから、それに応じた適

切な生産方式をとって行けば良い、ということだ。国内だからセル生産、海外だか

らライン生産、という単純な図式ではない。 

・ 日本はいままで生産技術の高度化を通じて製品品質の向上、信頼性の醸成などを成

し遂げてきた。その面で今後もトップランナーで居続けられるのか、という疑問が

ある。 

・ 今までは生産技術で新しいものを産み出して来た。しかし近年生産技術は（まねさ

れる、という点も含めて）頭打ちの面もあり、製品設計で新しいものを産み出す方

向にシフトしてきた。それが生産技術における閉塞感につながっている。そこに例

えばセル生産という組立に関してはブレークスルーになり得るものがでてきた。加

工に関しても生産技術としてのブレークスルーになるものがあれば、閉塞感の打破

にもつながるのではないか？ 

・ 中国への生産移管という面では、欧州系の会社は生産技術研究所を移しているケー

スが多い。日本は生産技術研究所は移さない。マーケティングの面でどちらがどう

なるかは注視する必要がある。 

・ 生産技術の進歩、変革という面では将来も右肩上がりで行くという考えで良いの

か？ 

・ 日本では横ばいだが、海外も含めれば右肩上がりという認識でも良い。ただし仕掛

り品を減らす方向は世界共通である。ベースのプロセスは日本と海外で変らないが、

生産地のリソース、生産環境に対応した生産方式のバリエーションがどうあるべき

かが今後問われるだろう。 

 

（２）上記とも関連して、加工プロセスを含む生産システムの将来展望に関して、自由討

議を行った。主な内容は次のとおりであった。 

・ 例えば自動車会社において 近のライン構成方式にはどのような傾向があるか？ 

・ 例えば生産量が３万台だとしても、３万台のラインは作らない。１万台のラインを

３つ作る。そのように、新製品発売時の垂直立ち上げも考慮した変量生産対応、と

いうことはすでにやっている。 

・ くし型ライン（前段を共通化し、後段でバリエーションを付けてゆく）などはどう

か？ 

・ 乗用車ではあまり無い。トラックなどの商用車では例がある。 

・ 工程集約を進め、１台の機械で何でも出来る複合機を多数使ってシステムを構築す

ることなどは行っているか？ 

・ 基本的には多機能複合機は試作、一品もの向きである。本当に何でも出来る機械と

いうのは効率が悪い面があるのではないか。ラインにしても複数の品種を同時に流

せるラインはコストがかかる。実際に同時に複数品種を流すことがどの程度あるの
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かも検討の必要がある。 

・ 工作機械の場合、ユーザの要求に応じた機械構造、複合化レベルを構築することは

するのか？ 

・ 研削盤の複合化は難しい面もあるし、本当に根本的な機能から受注生産したらコス

トが極端に増大してしまう。 

・ 汎用機レベルではある程度の将来の方向性が見えてきていることはないか？ 

・ やはり究極は無人ではないか。 

・ 生産システム全体の未来像を本格的に描く試みは、無人化工場以来あまりなされて

いない。 

・ 会議時間が終了に近づいたため、前回、前々回議事録については配布するだけとし

た。 

 

３．次回以降予定 

 次 回：平成 17 年 3 月 3 日（木） 13:30～17:00 

 場 所：オムロン株式会社綾部工場 

 次々回：平成 17 年 3 月 4 日（金） 13:30～17:00 

場 所：機械振興会館６階（予定） 

以上 
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「生産方式の変革とそれに対応する個別加工技術の高度化に関する動向調査」 

第５回（臨時）委員会 議事録 
 

日   時  平成 17 年 3 月 3 日（木） 13:00～16:00 

 

会   場  オムロン株式会社綾部工場 

 

所 在 地  京都府綾部市中山町鳴谷 3-2 

 

参 加 者（敬称略） 

委 員  杉村（大阪府立大）、渋川（豊田工機）、倉橋（オムロン）、由良（清水建設） 

幹 事  三島（産総研） 

訪問先企業面談者 

藤澤 和男 氏，オムロン株式会社センシング機器統括事業部企画室主事 

河村 一郎 氏，オムロン株式会社センシング機器統括事業部企画室主事 

 

１．経過： 

本会開催にあたっては当該訪問場所の調査と質疑を通じた情報収集、および委員会を併

催した。事前に質問事項案を送付していたことに伴い、同事業所の設立以来の経緯、同社

の生産ライン構築に関する考え方などについて概要説明を受けた後、実際の生産現場の見

学を行った。その後会議室に戻り、本調査研究に関連する事項について引き続き質疑、討

議を行った。 

 

２．事業所概要説明： 

同社の綾部事業所の設立経緯、事業展開等についてはおおよそ次のとおりである。 

・ 事業所の創業は 1986 年、従業員数は約 1000 名である。うち 60%は契約委託先の従業員

である。 

・ 90 年代に入って、Q-up、ONPS などの活動により品質向上を指向した生産システム構

築手法の見直しを行ってきた。 

・ 93 年 ISO9001 取得、96 年 ISO14001 取得など。 

・ 03 年になってセンシングソリューションサイトを立ち上げ、センサを中心としたソリ

ューションの提供を指向している。 

・ 事業所の当初計画の一部はその後の情勢変化によりオムロン上海に移管(95 年より)さ

れている。 

 

・ グローバル生産に対する考え方： 

・ 現在主要な生産拠点は綾部以外に、上海、シュツットガルト、イリノイにある。日本、

上海については品質、環境、労働安全衛生に関する認証を取得済みであり、特に綾部

においては AMS（綾部マネジメントシステム）を構築して共通事項（文書管理等）を

一元管理している。 

・ センシングソリューションサイトでは顧客とオムロンの生産管理における共通課題の

解決に向けてソリューションを提供することを行っている。 

・ これに伴い、クリアフォーカス型工場訪問を標榜している。この際、事前に顧客の課

題をメール等を通じて把握し、訪問時には基礎となるソリューションを提示し、さら

に訪問時に明らかになったより詳細な問題についてさらにフォローする。 

・ センシングの考え方としては見る（detect）、観る（define）、診る（diagnose）を掲げて

いる。 

・ セル生産という呼び方はしていないが、数量と機種のバリエーションによって生産の

方式を変えている。（QP カーブ）。自動化→ローコスト自動化→手組み→手組み（混流）

の順に機種バリエーションが増える。ただし実際は L 字に近い。 
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３．見学概要： 

・ 工場内では１DAY（Delivery）のライン CTO（configure to order）のライン、デジタル

プロダクトラインがある。 

・ 新実装ラインでは基盤実装を行っているが、印刷、マウント、リフローの各工程後に

検査工程を組み込み、３つの工程の様々なデータを同時に見られるようになっている。

不良が出た場合、トリガーがかかり、オペレータがこれらのデータを横並びに見るこ

とにより原因究明が容易で、不良率を下げることができる。 

・ センサモジュールの生産においては、完成品在庫は持たないが、モジュールを中間在

庫として持つ。モジュールの製造工程においては平準化、平均化を行い、 終品組立

において受注生産体制をとる。これにより、納期１日での受注生産を可能としている。 

・ LciA（半自動化）ラインにおいては sub-assy の装着はオペレータが行い、外す作業は

機械が行うように設定している。検査もノギス等ではかるのではなく、変位センサに

よる計測とし、業務委託が可能なシステムとしている。 

・ 手組みラインではポカよけのための様々な仕組みを導入している。 

・ デジタル屋台も採用しているが、数量が極端に少なく繰り返し性が想定できないもの

に限定している。このような生産においては作業手順書を探す、ベテランに聞く、部

品を探すなどの付加価値を生まない作業の比率が高いことから、モニター＋スピーカ

によるオンライン作業指示、それと連動した部品箱、治具箱により付加価値非創出作

業を削減している。 

・ 設計 WS ではユーザからの注文に基づく、追加工、取り付け部の寸法の違いなどに対応

するため設計グループ、試作工程をライン中に共存させ、ラインを見ながら設計、試

作、図面製作を行っている。ただし、設計確定後の加工はサプライヤーで行っている。 

・ （カンバンに基づく）部品の正しい種別と個数を指示するピッキングシステムを採用

している。 

 

４．質疑応答 

 その後会議室に戻って自由討議を行った。質疑の主な内容は次のとおりであった。 

Ｑ：オムロンにおける製品の数量、特性別の生産ライン構築に関する考え方はどのような

ものか？ 

Ａ：数量と機種バリエーションの関係については先に説明したが、生産リードタイムと納

入リードタイムの関係もある。たとえばモジュール化、工程分割が可能な部品で、後段

の 終組立工程のリードタイム＜納入リードタイムのケースではモジュール生産は計

画生産で、組立は受注生産で行う。（モジュール生産は後補充方式。）工程分割できない

製品では、納入ＬＴ＞生産ＬＴならば受注生産、納入ＬＴ＜生産ＬＴなら計画生産で完

成品在庫を持つ方式を採る。このような生産パターンとＰＱ曲線における生産ラインの

方式が１対１対応しているわけではない。 

Ｑ：受注量の変動があった場合、空いているラインに移管するなどのディスパッチングは

行っているのか？ 

Ａ：行っていない。基本的にセンサは季節変動の少ない製品で、変動は業界の状況による

ことが多い。Demand の振れ幅はそれほど大きくないので、平準化、平均化で対応して

いる。受注毎に生産パターンをきめているわけではない。機種対応が基本である。パタ

ーンの見直しは 短３ヶ月に一度、 長１年に一度である。設計ないしマーケティング

で機種を絞れることは基本的に歓迎だが、生産技術としては同じ２品種でも 100 対 1

より 50 対 50 が有難い。 

Ｑ：車での状況はどうか？ 

Ａ：工程が何段階もあるので一概には言えない。車の部品はたとえばシートのように部品

レベルでサプライヤーから供給されるものも多い。生産方式というより、調達をどうす

るか、という問題が大きい。 

Ａ：センサの生産においてもサプライヤーとの関係で調達方式が３つに大別されている。

都度発注、後補充発注、順序発注である。 

Ｑ：同じ機種で、季節変動などの要因で、異なる生産方式（例えばコンベヤとセルなど）

を組み合わせることはあるのか？ 
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Ａ：基本的にない。例えば１Day delivery のライン内で dispatching することはしない。もち

ろん需要変動を見ると日によって計画数量の 500%の時も 50%のときもあるが、顧客全て

が１日納期を要求するわけではなく、長納期のものもある。それにより平準化が可能で

ある。ただし、あるラインが極端に暇になれば、モジュール生産から 終組立への編成

替えを行う可能性は排除しない。 

Ｑ：デジタル屋台に投入した初期投資はどのようにして回収しているか？ 

Ａ：デジタル屋台で生産している非繰り返し領域では手順書を探したりといった付加価値

を生まない作業の比率が多い。このような部分を減らすことによって利益を生んでいる。 

Ｑ：例えば他社では全ての生産をデジタル屋台化している例もあるが、そのような指向は

ないのか？ 

Ａ：無い。10 台くらい組むと作業効率は安定する。それ以上の繰り返しが見込まれる製品

ではオンラインの指示を待つなどの時間が無駄になる。（他社の場合）リードタイムが

非常に長い製品ではマニュアルを見る時間を無視できるのかもしれない。センサの場合

はせいぜい数分程度の工程が中心なので事情が異なる。 

Ｑ：委託先にだす工程のメンテナンスはどうしているのか？ 

Ａ：委託の際、標準工数などを検討して委託価格を決めるが、そこから先の改善（による

利益）などは受託側のマターである。工程を変更する際などはオムロンの承認があれば

よい事になっているが、実際にはほとんど無い。 

Ｑ：国内での生産と海外での生産の切り分けはどのようにしているか？ 

Ａ：オムロンでは現地生産と海外生産を区別している。前者は消費地での生産を意味し、

後者は生産拠点としての生産を意味する。オムロンの場合、上海の工場でも立ち上げ時

は確かに海外生産だったが、現地生産に移行しつつあり、それは当初計画どおりである。 

Ａ：例えば汎用センサで仕様が限定され、量が多いものについては国内での自動化生産＋

客先の中国工場に対応した現地生産、アプリセンサについては、綾部事業所におけるセ

ル生産＋海外工場でのローカライズで対応するのが基本戦略である。 

Ａ：モジュールの生産を綾部で一元化することにより技術のブラックボックス化を（競争

力強化の）戦略としている。 

Ｑ：コア技術を日本に残し、労働集約的なローカライズを現地でということだが、次の製

品を考えるための“何でも作れる場所”は必要ないだろうか？ 

Ａ：日本の生産拠点の位置づけとして、生産方式を日本で立ち上げて上海にもって行く、

ということをいつまでも続けるつもりはない。ローカライズの部分では日本には日本の、

現地には現地のシナリオがある。汎用センで言えば綾部は（生産方式の供給では無く）

モジュールの生産で生き残る戦略であるので、モジュール開発に適した開発スケジュー

ルが望ましい。それは２，３ヶ月といったものではなくもう少し中長期だ。（従って、

dispatching 可能な生産設備を国内におくことをさほど重視しないとの意か？） 

Ａ：アプリセンサはまた少し事情が違う。検出原理が異なれば同一ラインに混流させるこ

とは難しく、フレキシブルに組み換え可能な生産空間も必要となろう。 

Ａ：アプリセンサは生産と開発がコンカレントに行われる必要があり、現場にしばしば行

く必要がある。 

Ｑ：純粋な研究開発のフェーズと生産に落とし込むフェーズでサイトをどこにおけばよい

かは異なるのではないか？ 

Ａ：統括事業部で行っている開発はアプリケーションに近い部分であり、後者に相当する

そのような部分は生産現場に近い必要がある。前者はまた別だ。（京阪名に基礎研究部

門は統合している。） 

Ｑ：次はどの方向に向かうのか？ 

Ａ：センサに関していえばソリューションに向かう。オムロンではセンサのベーシックな

部分で高いシェアがあり、それで現在はやっていけているが、ずっとこのままで良いわ

けではない。今後はセンサシステムのハードウェアを含むソリューションの提供を前面

にだして行く。センシング＆コントロールの一括提供である。 

Ａ：センサ事業は基本的にニッチビジネス的な部分があるが、ニッチでも細かいニーズを

全て拾い集めれば相当な量になる。従来からそういうカラーでやってきたが、オムロン

に頼めば何でもやってくれる、ということを売りにしてゆきたい。 
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Ｑ：ソリューション化の方向はわかるが、何でも頼まれる→工数が増える→利益が減る、

ということにはならないのか？ 

Ａ：センサという製品はもともと多品種少量生産という性質がある。それは避けられない。

いやいや多品種少量→喜んで多品種少量、のパラダイムシフトをしようということだ。

楽々と多品種少量をこなすためにモジュール化、プラットホーム化を進めている。 

Ａ：多品種少量でも少種多量のようなパフォーマンスで対応するのが目指すところだ。そ

のためには 終的には需要と同期して組立の可能な在庫レスな多種少量実装システム

が必要となるだろう。 

Ｃ：工作機械においても昔のフォード式の工程分割＆大規模ラインの考え方は現在では成

立せず、工程集約＆小規模ラインの流れができている。 

 

以上 
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