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[要 約] 
 

１ 調査研究の目的と概要 

 

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。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、組立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

－1－ 



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）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？ 

 

1.3 調査研究の内容 

本調査研究では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、最適生産システム

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で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）などにおいて最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。 
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（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。 

 

２ 文献調査結果 

 

2.1 セル生産の今後 

 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、セル生産における最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最長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最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最大レベルと同等になるように調整される。 

 また、本件調査研究の目的の一つに、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の実生産への応用可能性という意味でも興味
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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、

最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、最大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。 

 また、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。 

 また、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。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

に任せてい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（Electric Manufacturing Services）企業の現状と将来 

 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。コンピュータに典型的にみられるように、セットメーカ

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。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。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、所謂“枯れた技術”を EMS に移管するというビジネスモデルは現在

でも存在しており、外資系 EMS をうまく活用し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、減ることはないと予想される。 

 一方これらの外資系の大規模 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 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。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、最初から多数

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 と町の加工屋さんとの中間的

な存在である。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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３ 先行研究の概要と総括 

 

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 

２．製造法 

３．戦略／企画／設計用ツール 

４．人間／組織／社会 

５．仮想／拡張企業 

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(Modeling 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） 

・ GLOBEMAN21( 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研究軸に分けて概観し、図１～図４にまとめた。 

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
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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 

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 

 

 

プロジェクト名

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

技
寿
ど
ギ
生
構
つ
て

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
に
こ
か

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
パ
の
方
の
践
は
ロ

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
を
び
善
　
報
能
必

プロジェクト名 研究

オークマ、フ

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
学、東京大学
大学

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
三菱電機(株
(株)，京都大

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、、
究所、牧野フ
学、大阪府立
神戸大学、法

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
本IBM、三井
法政大学
表１．各研究プロジェクトの研究背景と目的 
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。

背景

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
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
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
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
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
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
、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
いる。
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
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，
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
ら期待されている．

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
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
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
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
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
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
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
セスに対しては柔軟な取り組みが必要とされる。

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
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
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
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
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
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
要となる．
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表 2．各研究プロジェクトの研究成果 
（国内） 研究期間

東芝、
学、神戸大

立大学、香川
1996/4～2004/3

気工業(株)，
キマザック
大学 2002/4～2004/3

、豊田中央研
作所、大阪大
械振興協会、

1998/4～2002/3

、オムロン、日
械振興協会、

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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る各プロジェクトの範囲 
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４ 実地調査概要 

 

4.1 海外調査シンガポール 

Tech Semiconductor 社： 

 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。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。現在のところ、

労働コストなどとシンガポールにおける比較的高い教育水準などのメリットがうまくバラ

ンスし、業績を上げているようである。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シンガポールからマレーシア、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。 

 

Sun Microsystem 社： 

 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 等の研究開発は米国本国で行うとしても、アジア諸国のユーザに合わ

せたローカライズをシンガポールで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。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中国市場

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。 

 

Singapore Institute of Manufacturing Technology： 

 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。国としての産業戦略は一言で言
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えばニッチ戦略であるが、機動性は大きな武器となっていることが予想される。 

 

Inzign PTE LTD 社： 

 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。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一定の利益を確保できるのが強みである。金型の設計製造技

術は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”であるが、日本においても金型メーカは同様に中小企業である。

日本においては最終製品メーカを頂点とした系列化の度合いが強く、日本企業の戦略とし

てそのまま適用できるものではないとしても、可能性のある方向性である。 

 

4.2 海外調査（中国） 

上海ダイキン空調： 

 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成立しない。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。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。 

 

オムロン上海： 

 製品の性質にもよるが，センサーの場合、元来多品種少量生産（多品種大量生産という

べきか）の製品と考えられ、大量にまた国内向け、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はむしろ当然のことであって、センサ技術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
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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圧力が働くものと考えられる。 

 

５ まとめ 

 

 本件調査では、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。調査対象としたいくつかのテーマについての将来展望を以下にまとめる。 

 

セル生産の今後 

（１） セル生産とコンベヤ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。 

（２） 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

取り組み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。 

（３） 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。 

 

加工を含む工程について 

（１） 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生産効率を高めようとする例が

増える。 

 

EMS について： 

（１） 枯れた製造技術の委託先としての大規模 EMS は市場を席捲するには至らないが、

一定の地位は確保する。 

（２） 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。 

 

グローバル生産について： 

（１） 海外での生産は今後も増えこそすれ、減ることは無い。また現地需要に対応したバ
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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。 

（２） 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。 

（３） ただし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。 


