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強いものづくりを支えるIT技術
Information Technology that Supports Robust Manufacturing

当社は，NYPS（New Yokogawa Production System）の基本思想に基づく一人ひとりの改善活動によって，お

客様の価値向上に繋がるQDC（Quality, Delivery, Cost）を確保してきたが，近年，グローバルな競争環境の中で

更なるQDCの向上が強く求められている。その実現のためには，NYPSを基本とした仕組みをベースとしたIT

（情報技術）化が不可欠である。本稿は，ものづくりにおける更なるQDCの作り込みを実現するNYPSのIT化に

よる改善事例を紹介する。
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As a result of each individual's improvement activities founded on basic New Yokogawa Production

System (NYPS) principles, our company has met QDC (Quality, Delivery, Cost) requirements which are

directly reflected in enhanced customer value. However in recent years the prevalent environment of

global competition has resulted in a strong demand for even further advancements in QDC. To realize

this, it is essential to use an IT-driven systematization based on an NYPS framework. This paper introduces

an example of the improvements made using this NYPS-based IT-driven system to realize increased

QDC in manufacturing.

図1　当社基幹システムの全体像

1. は じ め に

当社のものづくりの特徴は，お客様から注文を頂いて

から生産を開始する受注生産であり，しかも多品種少量

で1個ずつ作る1個流し生産である。この特徴の中でお客

様の満足するQDC（Quality, Delivery, Cost）を達成するた

めには，全ての工程における品質の作り込み，リードタイ

ムの短縮，無駄の排除が不可欠である。これらの目標を実

現するために，NYPS（New Yokogawa Production

System）導入以来，現場の改善活動を中心とした取り組み

で大きな成果を実現した。しかし，経営を取り巻く環境は

さらに厳しさを増し，グローバル市場において激しい競

争の世界に突入している。そこで，更なる生産の進化が必

要となり，今まで人手に依存していた生産の仕組みのIT

（情報技術）化に取り組んでいる。

本稿では，NYPSのIT化の狙い，多品種少量生産ライ

ンのIT化を紹介し，この後に続く製品コア技術を支える

固有生産技術についての序章とする。

2.  IT化の狙い

IT化は，大きく以下の3項目について狙いを定め実施

した。

2.1 生産・販売・技術の連携強化

ビジネスのスピードアップには，生産・販売・技術の連

携が重要であり，図1に，当社の基幹システムの全体像を

示す。技術と生産の連携は，技術管理システムTERRAか

らの設計情報を生産管理システムPLASMAへ，一方，

PLASMA からは，ものづくりのための標準化情報を

TERRAへ送っている。販売と生産の連携は，販売管理シ
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ステムPASSPORTからの受注情報をPLASMAへ，技術

と販売の情報は，TERRAからの製品仕様，定価，納期情

報をPASSPORTで受けて連携している。これらの情報シ

ステムがリアルタイムにデータの交信が可能な環境と

なっており，生産・販売・技術の連携が強化され，業務の

トータルスピードが大幅に改善された。

2.2 グローバル生産拠点への対応

海外拠点の生産工場においても国内と同様に，仕組み

や業務の標準化，および，技術情報，受注情報の共有化，

進捗，実績等の管理情報の把握が必要である。そのために

PLASMAをグローバルな生産管理システムと位置付け，

海外3拠点（シンガポール，中国，韓国）に導入し，海外拠

点においても生産，販売，技術情報を共有するグローバル

な環境を構築した。この同一システム，同一インタフェー

スの環境により，製品をどの拠点に移管しても同一オペ

レーションが可能となり，グローバルな要求に柔軟に対

応できるようになった（図2）。

2.3 NYPSの IT化による更なる改善

NYPSの基本思想に基づいて主に人手でQDCの改善活

動を重ねてきたが，更なる改善を目指して，大きく3つの

仕組みについてのIT化に取り組んだ。具体的に1つ目は，

メインの組立ラインに対する一個づくりへの対応であり，

着工確定から生産指示や部品のセット供給指示が連動し

て実施されるため，一連の業務効率が向上した。2つ目は，

前工程である部品生産ラインのバイオーダ生産（オーダ紐

付け生産）への対応で組立ラインと同期した着工指示が部

品生産ラインに出るため，中間での仕掛かり在庫をゼロ

にすることが可能となった。3つ目は，ストア（部品棚）か

らラインサイドストア（一時置場）への部品供給に「電子

引取りかんばん」を導入し，物理的に離れているストアか

らの部品供給時間を大幅に短縮した。この3つの取り組み

も自由入力できるため，仕様不備が20％は常に存在し，お

客様要求納期より生産都合が優先し，しかもこの情報加

工に3日間もかかっていた。これを，オーダ入力時に仕様

を自動でチェックすることによって，自由な入力に制限

がかかり，納期も仕様に合わせた生産リードタイムや物

流リードタイムを加味して，自動で算出するようにした。

この結果，仕様不備が大幅に削減され，情報加工のリード

タイムが1～2時間に大幅に短縮された。

図2　生産管理のグローバル化

により，徹底した「一個づくり生産ライン」と「生

産工程の同期化」を図ることによって，業務効率

アップ，仕掛かり在庫の削減，トータルリードタ

イムの短縮を実現した。

3. 多品種少量生産ラインのIT化；改善事例

受注生産かつ多品種少量生産を行う上で，従

来，人手で処理していた様々な仕組みをIT化す

ることで解決した改善事例を，以下に紹介する。

3.1 仕様チェックと納期算出

従来は，営業部門がオーダ情報を入力し，仕様

や納期をチェックする専門集団である業務部門を

通過して，生産部門に正確なオーダ情報が伝達さ

れる仕組みであった。オーダ情報はどんな内容で

図3　平準化処理のイメージ
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3.2 オーダ管理と平準化

オーダ情報の管理は，目で見る管理の延長線上で指図

書（仕様，納期，製造シリアルNo.等を記載）を納期順に差

し立て板（生産ラインNo.単位の納期管理板）に並べて管理

していたため，仕様や納期が変更になるとその都度変更

作業が発生し，多い時は半日作業にもなる。これを，シス

テム上の電子差し立て板で管理することで，リアルタイ

ムに自動的に差し立て処理がされ，システム上でオーダ

管理ができるようになった。次に，この電子差し立て板を

ベースに生産ライン別の着工順番を決定する自動平準化

処理を行う。自動平準化処理は，①毎日当日分の平準化

②客先納期の厳守③期（月次）生産計画の±10％以内の幅

での平準化④人による最終判断の4つのポイントに注力し

て平準化を行う。図3が，そのイメージである。この自動

平準化処理の基本的なアルゴリズムを，図4に示す。最も

重要な要素は，前倒し処理と多品種を生産するための機

種別組み合わせを考慮した着工順決定処理である。

3.3 電子引取りかんばん

在庫補充部品の生産ラインへの供給は，生産ラインと

ストア（部品棚：倉庫）間を，‘かんばん’を回して運用し

ている。従来は，この‘かんばん’を生産ライン側で回収

図4　自動平準化処理のアルゴリズムの一例

図5　電子引取りかんばんの導入
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して物理的に離れているストアまで運搬していたため，1

日単位での生産ラインへの供給であった。そこで，‘かん

ばん’を‘電子引取りかんばん（バーコード付）’に改め，

生産ラインからストアへ伝える部品出庫情報の電子化に

より，‘かんばん’の運搬時間が数時間単位に短縮した。ま

た，合わせて，出庫管理も自動化した（図5）。

3.4 生産ラインの IT化

（1）自働化装置への情報提供

多品種・混合生産ラインでは，複数の機種が様々な順

番で流れてくるため，そこで使用されている調整検

査装置や成績表作成装置は，その都度作業者がそれ

らの装置に仕様を入力して，検査項目やプログラム

の変更を行っていた。そのため，入力作業による誤入

力やプログラムの段替えが発生していた。そこで，上

位の生産管理システムPLASMAから仕様情報をそれ

らの装置に提供できるように，共通のインタフェー

スを構築した。具体的には，図6にある通り，指図書

のバーコードヒットで検査装置のプログラムの自動

段替えを行い，検査データを収集し，検査成績表を作

成できるようにした。この結果，段替え時間が短縮さ

図6　生産ラインの IT化

れると同時に検査工程の品質が向上し，間違った成

績表が作成されることはなくなった。

（2）手順書の電子化

生産ラインによっては，製品仕様が数万種類に及ぶ

ものもあり，紙ベースの手順書による作業指示では

煩雑になり過ぎ，作業工数が増えたり，作業ミスを誘

発したりしていた。そこで，手順書を電子化し，

PLASMAからの着工指示情報と連携した手順書情報

をモニタに表示することによって，作業者へのタイ

ムリーな作業指示が可能になった。当然ながら，手順

書の表示の切り替えには，指図書のバーコードを利

用した。

4. お わ り に

生産ラインのIT化で最も重要なことは，初めにIT化あ

りきではなく，先ずは仕組みの改善を徹底して最後にIT

を導入することである。IT（情報システム）の導入だけで

は業務は改善されず，大切なのは，業務フローの再構築と

業務ルールの整理である。今後も，当社はものづくりにお

けるQDCの作り込みで更なる改善を進め，お客様の価値

向上に繋げていく所存である。


