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「ローコスト自動化対策」
                             QCD 革新研究所 中村茂弘

                       （著者の経歴や活動の詳細はﾞ URL：qcd.jp をご参照下さい。）

はじめに

各種製造技術や IoT 活用が進展中の昨今、物づくりに対する技術伝承の強化

や、ノウハウ保護、少子高齢化対策ニーズに対応した自動化対策が産業界では強

く求められてきました。そこで、本書では、この対策を、ローコスト、短時間で

効率良く実現してゆく手順と要件を、整理することにしました。

目 次

１．自動化対策ニーズとアプローチ             2

２．現場で手づくり自動化、必要な要件           ５

３．自動化対策は作業手順の VE 解析から         １４

                                全約 20 ページ

【注記】 この書は E-Book です。ページ数は少ないのですが、特徴は本書を基

に、必要時に、【映像】や【著書や E-Book】と記された箇所で QR コードと共に

URL または、You Tube へ飛ぶと、短時間に有効な情報を得ることができます。

読者の皆様には、是非、本書のご 利用と共に、ご関係者への普及を効果的に進

めることを願う次第です。

なお、さらに詳細、また、有効な対策内容などを求められる方は下記 URL に

て OnDeCo のご利用をお奨めします（シリーズ 14 には、本書で紹介したロー

コスト自動化対策に関する詳細と、多くの資料を提供中です）。

                              

１．自動化対策ニーズとアプローチ
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（１）自動化対策のニーズ

図１は、2018 年の JMA 経営課題実態調査・生産部門のアンケート結果です。

1 位は品質管理体制の強化、これに続く形で、2 位：デジタル技術（IoT,ビッグ

データ、AI 等の活用）、4 位：

生産技術開発力の向上、5
位：生産技術部門の人材確

保・育成、6 位：設備効率の

向上、生産設備の開発・導入・

見直しでした。この課題を総

合化すると、この中には多く

の内容が含まれます。そこで、

その主要点を生産技術面の

対策から見ると、「現有設備

の生産性を理想状態まで改

善する。この過程で人づくり

という努力で得た力量を、自動化対策に生かして行くというニーズが高い」とい

う解釈があります。

【E-Book】設備故障ゼロ生産

http://www.qcd.jp/pdf/E-book/Tpm-ZD-Y19-9-21.pdf

このような解釈の基、本書では、上記「設備効率向上対策」に続く形で「ロー

コスト自動化対策をまとめることにしました。なお、安価な設備自動化対策に対

し、既に専門メーカーによる多くの自動機が販売中です。例えば、移送ロボット

から寿司ロボット、また、焼き鳥の串刺し機などは有名です。この種の自動化の

導入が必要ならば、投資メリットが見合えば、対策を必要とする企業は即座に導

入するでしょう。これに対し、先に示した図１で、今回の対象となる分野の中に

は、多くの企業で、独自技術、しかも、企業ノウハウや技術伝承などの対策を含

め、変化対応に即した自動化を求める状況です。また、この種の企業では、先に

発行した、E-Book・『設備効率化対策』を基に、「設備ロス対策力 1.3×24 時間利

用力 1.3×スピード良品生産力 1.3」２倍」という目標と共に、泥臭いが実務的に

現有設備の改善を進めながら、人材育成を図り、安価で独自性の高い自動化を進

める策が望まれる段階にあります。そこで、本書では、このような解釈に立ち、

P.2 の E-Book 対策と共に進めるローコスト自動化対策に焦点をしぼり、その手

順と要件～実施事例などを解説することにしました。

図1 2018年JMA・経営課題実態調査「生産部門の課題」

第2位・IoT関連の対策：

28.4％

第6位・設備効率の向上

と生産設備の開発・導入
～見直し：19.4％

第4位・生産技術開発力の向上：23.4％
第5位・生産技術部門の人材確保・育成：21.8％

まずは、故障・

不良ゼロ生産！

そして

設備に強い人づくり！

IoT時代に

効果を挙げる

ローコスト

自動化を！

こ
の
課
題
を
お
受
け
し
て

経営課題実態調査

生産部門の課題のページ
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（２）先進企業に見る既存設備の先鋭化

筆者談で恐縮ですが、1988 年～1900 年（3 年間）筆者が日立金属㈱在勤時代、

米国のAAP社に赴任していました。この時の筆者の仕事は生産管理部長として、

アルミホイールの生産に当たったわけでしたが、ここでは、IT 活用の JIT シス

テムの具体化を図る中で、何としても、現地の皆様に力をつけていただき、世界

市場で勝負する品質と生産性の達成が必要でした。このため、AAP では、現場

の改善を直接指導する仕事を組み入れた活動を進め、多くの皆様からお教えい

ただいた内容を生かしました。その結果、当初、5 年以上かかると目された黒字

化は、幸いにも、1.5 年で具体化させることができました。

【著書】無料著書サイトのご案内：グローバル工場運営マニュアル（高額書）

http://www.qcd.jp/corporateActivity.html

AAP の工場では、日本で有名なメーカーのアルミホイール自動加工設備があ

り、筆者は「不良・故障ゼロ、かつ、1.3 倍スピード生産！」を目指す対策を関

係者と共に進めました。しかし、この時、設備関係者達は口をそろえて「設備が

早期に痛む」と言いました。だが、AAP が他社と同じことをやっていては勝て

ません。また、設備設計時、設備メーカーはこの種の余裕率を定めて製作するこ

とは周知の事実です。そこで筆者は、世界の実験工場と定め、メーカーとの共同

開発を含めた形で、現地の従業員関係者の力量増強と共に、この対策を進め、こ

の対策が早期の黒字化の一助としました。現在の仕事に移ってから 3 年ほど経

過した頃、全くの偶然でしたが、AAP の近くでセミナーの講師を担当し、AAP
社を訪問する機会がありました。この時、更なる進展を見ると共に、皆と、当時

の楽しい、話に沸いた次第です。

その後、筆者は現在の JMA の企業支援の仕事に変わり、1993 年の頃、異業

種交流の形で、特許・リサイクル対策研究会を進めました。そのような時、使用

済みペットボトルを利用し、ポリエステル繊維を活用したカーペット生産で高

収益を挙げていた根来産業の活動を知りました。当時は、まだ、「リサイクルは

儲からない！」と言われた時代でした。しかし、この企業では「この対策は 30％
もの赤字製品になる」とされる状況の中、高収益で活動中だったため、多くの報

道がなされていました。そこで、その取り組みを調査したわけでしたが、例えば、

糸によりを掛けて糸を巻き取る設備では、当時最高と言われた 5,000 回転／分

の設備を 30,000 回転／分で運転していました。この、6 倍という驚異的なスピ
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ードを達成した経過は、日々改善による努力です。さらに、この企業では、カー

ペットを自動裁断～ミシンがけする設備などを安価に独自開発も実現中でした。

この取り組みは、当時、多くの企業がお手本にした事例です。以上、古い例です

が、この種の取り組みは、設備自動化の前に現有設備生産性を理想状態に改善の

お手本です。

（３）全自動玉ネギ皮むき機の開発：素人的な自動機開発の苦労談

素人的な発想でしたが、約 1 台 240 万円程度で販売中の『玉ジロー』（現在、

㈱オニオンエムという中小企業で制作・販売）という自動機を完成するまでの苦

心談を紹介させていたくことにします。その意図は、①素人でも簡単に開発でき

ると思い取り組むと、膨大な時間と費用を費やす。②資金と時間がある場合でも、

自動機の実現は多くの苦労が必要である、という内容を持っているからです。し

かし、③実現まであきらめずに取り組んだ執念は見習うべき要件です。

先に紹介したように、この小型設備は、全くこの技術に経験を持たないキッチ

ンジロー（有名な洋食チェーン）の会長・小林二郎氏が開発されました。小林氏

がこの自動機の開発を手掛けた理由は、「たとえ不況でも、カレーライスやハン

バーグなどに大量に使う玉ネギの皮むきに対し、アルバイトやパートさんが集

まらない」という切実な対策のためでした。事実、この仕事では、（1）下を向き

1 日中行う玉ネギの皮むきはつらい。（2）玉ネギには特有の臭いと共に、（3）目

が痛くなるという現象が伴うため、(4)いくらお金をいくらもらっても、人が集

まらない、(5)来た方もすぐ辞めてしまう、という問題があったためでした。コ

ロンブスの卵立てではありませんが、設備の構成は極めて理にかなった、簡単な

構成です。まず、(a)設備に玉ネギをセットするとドリルで根を取り去り、(b)次
のステーションでヘタをカッターで切り取る。(c)最終ステーションでは、玉ネ

ギを横に回転させながら、エアーで皮を吹き飛ばした後、皮が完全に除去された

玉ネギを段ボールへ投入する構成ですが、何と 4.2 秒/個で玉ネギを無人処理す

ることができます。

この設備の苦心談を、小林氏は、「暇を持て余している時手掛けた。最初は簡

単にできると思った。しかし、ドリルで根をくり抜く対策に 4 年、ヘタのカット

に 7 年、皮むきに 12 年費やした上に、1 号機は 500 万円、21 号機まで 30 年近

くを要した。この間に豪邸とされたご自宅は売り、2 億円もの自費を投入した。・・」

と話しておられました。

２．現場で手づくり自動化、必要な要件
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（１）手づくり自動化と専門メーカー依頼して製作する自動機の違い

技術の高度化を続ける現在、先に紹介した玉ネギ処理機の『玉ジロー』に見る

ように、「開発済、専門メーカーが販売中！」という優れた自動機は多数ありま

す。この種の自動機

を求める企業は、投

資メリット合えば、

「即座に納入」にな

るはずです。これに

対し、製造業で、その

企業で独自開発が必

要な場合、図２に示

した 2 つの方式の選

択となります。図の

左側は、専門メーカ

ーと打ち合わせしな

がら自動機を導入～

適用して行く方式です。この選択基準は次のようになります。①メーカー側に多

くの経験を持つため、自社開発より優位である。②社内製作と比較して安価と考

える。また、③依頼する企業側で、省力対象内容を十分に分析し、外部に自動化

を発注する方が社内で開発するよりメリットがある（安価で早く、メンテナンス

性などで満足できる可能性が高い）。しかし、この種の条件に合わない場合、次

のような理由が関与し、内製化策を選択します。①社内ノウハウの保護面で問題

となる場合、②仮に、外部委託した場合、仕事の詳細まで伝えることが難しく、

手間がかかるケース（時には、打ち合わせした内容に変更や追加などが加わり、

高価になることがあります）。さらに、③将来のローコスト自動化に対し、社内

の人材育成につながらない（自動機導入に対し、製造現場関係者が、どうしても、

受け身的な環境に留まる）ケースがあります。このため、筆者が関与し、進めて

きた手作り自動化の場合、社内で多少とも自動化する仕事に向き、興味と力量の

向上が期待できそうな人材を選定願い、プロジェクトチーム方式で進めてきま

した。この取り組みは必ず成功させることが条件となりますが、同時に、完全な

成功を勝ち取るために、この種の企業関係者の力量に応じ、また、自動化しても

人は設備管理上で欠かせないため、出来るところまでを自動化する対策を進め

てきました（含む、費用面の評価）。要は、身の丈に応じた自動化にとどめる方

式です。この手順では、まず、IE,QC,VE～３K（危険、汚い、キツイ仕事の略

称）分析を科学的に行う対策を進めます。その理由は、自動化と共に人材育成を

大きな目的としてきたためです。この分析と取り組みの後、自動化可能領域と人

図２ 外部メーカー利用式と自社製作自動機の手順

外部メーカー利用による
一般自動化投資の手順 社内ノウハウのＬＣＡ化手順

構想打ち合わせ

構想設計 仕
様
決

現状分析 定

自動機立合検査

納入・テストラン

稼働～手直し

ＩＥ・ＱＣ・ＶＥ＋３Ｋ分析

動作効率追求 目的手段系列化 感性問題
見える化

創案～テスト

多種の アイデア パントマイム

アイデア の シミュレーション
創出 抽出

現場観察～現場テスト

要素毎 設置 安全性

手作り製作 保全性

手作り改善 改良 操作性の向上

狙い・効果

１，学びながら設備づくり、人・設備・技術の育成
２，現場の実情やレベルに合わせた段階的自動化
３，多くの知恵で、安価な自動化づくりへチャレンジ

知
恵
と
努
力

ノ
ウ
ハ
ウ
蓄
積

１，現場の本音とノウハウが反映

しにくい

２，立ち上げ時に問題が現出する
３，どうしても高価となる
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が行う仕事を明確に区分して VE による解析～アイデア検討を行います。今回

の手法では、この時、対象とする作業はビデオを活用して分析して、現状の作業

をパントマイム方式で再現し、徹底的な作業面の改善を進めます。その後、先の

調査で得たアイデアを組み入れながら自動機の構成を具体化して行きます。写

真１は、海外の電気部品を製作する企業を支援した時に行った例です。この例は、

左側が現状分析、中央は現状のパントマイム、右側は自動化のアイデアをまとめ

たパントマイムです。

このような形態で

行うパントマイムと

共に行う自動機の製

作には、段ボール、木

材や発泡スチロール

などを使い、手作りの

仮想設備といった形

態で模擬的な設備の

構成を具体化します。

同時に、この段階で、

安全性、保全性、操作

性なども十分に検討

します。この写真１の

例では、現在の作業レベルで投入すべき自動機の形を決めましたが、中央の手順

と比較して右側は同じスピードで人が演技した結果、45％低減しました。以上、

簡単な説明でしたが、これは、本書で紹介する手作り自動化の一例を例示させて

いただきました。

【映像】IE手法活用～ローコスト自動化事例

① 工程分析＋ビデオスピード改善

https://www.youtube.com/watch?v=K21kiEjim0s&feature=youtu.be

② パントマイム改善（電気部品組み立て）

https://www.youtube.com/watch?v=AdE2E--391E

（２）手作り自動化に必要な技術

写真１ パントマイム事例の紹介

海外の工場で適用したパントマイム改善事例を紹介することにする。この写真は電気部品の組立

工程である。左側の写真は現状の作業、中央はその内容をそのまま段ボールと、机を用いて再現し
た内容であり、右側は改善内容である。全て、ﾋﾞﾃﾞｵで撮影、改善効果もﾋﾞﾃﾞｵ内蔵の時計を用いて
行った。45％もの作業改善もさることながら、改善された仕事は早期教育に役立った例である。
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筆者は、現在のような企業支援の仕事を進める中で多くの企業と手作り自動

化を進めてきましたが、その前提に、自動機を目指す対象業務と予算の確保を願

ってきました。また、(a)筆者と共に進めた企業では、最初に自動化のテーマを

挙げて検討する時、高い可能性が見込まれた。(b)ある期間、専従で行う設備自

動化作成メンバーの確保ができた。(c)経営トップに、強く高い自社開発ニーズ

があり、「トップ自ら熱心にプロジェクトチームに参画する熱心さがあった」た

このため、幸い、失敗は発生しない展開でした。以上、個人的、また、感性的な

項目の羅列で恐縮ですが、筆者達は、「これらの条件は、これから紹介する自動

化対策を進める上で基盤となる」と考えます。では、VE（価値分析）より、手

作り自動化に対する技術的な対策法について紹介することにします。

① 実務的な VE 手法活用法

VE 手法は、「求められる自動化の機能（目的）を定めると、その対策（アイデ

ア）は多数ある」という思想で生まれた手法です。では、図３を用いて、具体策

を得る手順を紹介すること

にします。表の VE の質問の

欄と例（質問に答える VE の

解析）の欄をご覧下さい。質

問は上から順に行うわけで

すが、1 万円する宝石付きの

ネクタイピンを例にすると、

その機能は手順２の「それは

何をする？」と問うことで、

その役割（機能）が明確化し

ます。この場合、「ネクタイ

とシャツを固定する」となり、

VE では、「A と B を固定するものなら、何でも良いのでアイデアは？」という

ことになります。次の、手順４では機能面の価値評価をします。すると、この例

では、「たった 100 円ほどの部材だけが本来機能に関与するだけである」という

ことも判ります。手順 5 に入ります。この段階はアイデア対策です。ここでは

「各種のネクタイピンの構成に関係なく、また、出したアイデアに対し、評価や

批判せず、異分野からも多くのアイデアを求める」という対策を進めます。その

後、手順６で、適用可能なアイデアを抽出し、価格も評価し、最適案を選びます。

その後、手順７で適用可能な案の具体化を造ります。この例では、図の右側に示

した図が示すように、100 円で、ゼムクリップに VE デザイン付きのネクタイピ

ンの実現を図りました。VE では、最終的に VE を適用した価値評価を、V=C/F

図３ スピードＶＥと製品・部品の改善

ＶＥの質問

手
順

ＶＥの質問 例

１ それは何か？ ネクタイピンである

２ それは何をす
る？

ﾈｸﾀｲとｼｬﾂを固定する

３ その値段は？ 10,000円／個である

４ その価値は？ ﾊﾞﾈとｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞが本来の

価値、100円程度だよ！

５ 他にその働きをす
るものはないか？

のりづけ、ピン止め、洗
濯ばさみ、ｸﾘｯﾌﾟ、・・・・・

６ その値段は？ ｸﾘｯﾌﾟ１円、洗濯ﾊﾞｻﾐ・・・

７ 要求を満たす
か？

ｸﾘｯﾌﾟ改造で100円でＯｋ．

現状

名詞＋動詞で
真の要求を把握

徹底的、異分野
からもｱｲﾃﾞｱ収集

最良案抽出

ＶＥ
ｸﾘｯﾌﾟ改造型ネクタイピン

V= F / Cは１００
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式で行います。この例の場合、C:対象にした 1 万円のネクタイピンの価格に対

し、分母の F は手順７と共に得た改善策 100 円のネクタイピンとなり、計算す

ると V：価値は 100 倍になります。

ローコスト自動化製作の場合にも、「A と B を固定する」という対策は多数出

現します。その際に「手順５の中に挙げた有効策を使えば良い！」という利用法

をしますが、この方式を VE では、アイデア及び対策案蓄積データーベースと言

います。

では、筆者がある企業で行った簡単で効果を得た事例を紹介することにしま

す。図４は、ある材料を切断する工程の改善でした。改善前、図の左側は、2人

作業でした。１人は回転ノ

コ操作、もう一人は材料投

入でした。この構成は、危

険な上に、材料の振動を作

業者が受けます。このため、

白狼病の心配がありまし

た。そこで VE を利用して、

「材料を運ぶ＋抑える」と

いう要求機能に対し、ロー

ラー化して材料を送り、回

転ノコで切る、という自動

化を進めました。その結果、

この作業は 1 名作業になりました。この改善を見ると、多くの皆様は、「既に材

木のカットを行う企業では既に行っている」と言います。その通りです。これを

『コロンブスの卵現象』と言い、誰でも、改善結果を見ると「最初からそうすべ

き！」という例です。しかし、この企業では、この企業の材料の特殊性を考慮し

たカッターの選定～カット方法、さらには、送りなどに関する基準値、切粉の処

理などに製造上、問題解決すべき多くの要件がありました。また、この種の詳細

はこの企業のノウハウ的な要件であり公開できないことが、既に材木メーカー

で行っていた技術の転用の障害になっていたわけでした。

もう 1 つ、VE 活用で得た自動化の例を紹介することにします。図５は LSI の
検査を自動化する時、この企業でたどった対策の経過です。当初、図の左端のよ

うに、LSI を置き、端子が降りて導通検査を行うと同時に、下降する導通用の端

子の下降が止まるという構成でした。問題は、時に、導通がうまく行かず、端子

の下降が止まらずに、LSI の足と呼ぶ線を曲げてしまう。「線が曲がると、仮に

LSI は良品であっても、自動挿入機に投入された部品を対象とする基盤に自動

挿入する際に不良や、自動挿入機のチョコ停になる」という問題でした。この企

図4 ３K作業の安全確保と半自動化対策

材料セット
～押して
切断

切
断
担
当
者

材
料
提
供
～
押
し
出
し
・
支
持
者

【作業上の問題列挙例】

① 移動が多い

② 危険が伴う
③ いつも人がついていないと切断が出来ない

④ 材料などの振動が人体に良くない

⑤ 寸法がばらつく

⑥ ２名の連携に対する熟練が必要・・・・など

工程分析と工程分析と共に使う（VE手法）アイデア検討の質問、E（省略）、C（結合）、
R（置き換え）、D（分割）、P（平行）、S（単純化）の原則を、動作経済の原則
→自動化手段の選定～適用という形で改善に向けた例

上圧式・ 上下式（リフター付）

送り回転ロール 台車

改善後、一人で

① 材料の準備

② 検査（ガイドでずれなくカット）可能

③ 送りと切断自動で短時間・安全

作業！
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業では、まず、対策１を進めたそうです。しかし、端子のストッパー部分がすぐ

に折れます。このため、こ

の自動化は断念しました。

対策２も同じトラブルで

断念した時、筆者の参加に

よる VE 適用となりまし

た。この時、この企業では

「画期的対策！」というこ

とで調査したラバースイ

ッチを購入してテストし

ていました。この方式は

LSI の足と、通電可能なラ

バーとの接触があると検

査ができるため、効果的と考えたためです。しかし、筆者と対策案を検討する直

後に、同じ部分で接触するため、摩耗して行くという問題が発生していました。

「このため、対策３も断念せざるを得ない」ということだったわけでしたが、筆

者が「なぜ、LSI の足の足の端部との接触が必要なのですか？」という質問をす

ると、対策の方向が大きく変わりました。要は、LSI の日本の足と検査機の端子

の接触が目的であり、逆 T 字型という制約が無くても良い対策に変化したから

です。その結果は図の右端の対策ですが、この対策で、トラブルゼロの自動機と

なりました。これは、ある意味で VE を活用する際に注意すべき事項です。「か

つて、人手で逆 T 字型接触方式を行ってきた。さらには、他社で導入した設備

や、専門業者と呼ばれるメーカーから情報を得た内容が逆 T 字型接触方式だっ

た場合、アイデアを検討する関係者が、この方式に固執してしまう」という現象

でした。これも『コロンブス現象』です。出来上がった技術を見ると、「なぜ、

最初からそうしなかったの？」という状況になり、「極めて当たり前の対策を専

門家と呼ばれる技術者たちが気づかなかった」という例です。このため、時に、

VE 手法の機能分析の際、「いつ、どこ、・・」という５W1H の質問を追加して、

適用可能なアイデアを阻害する状況を取り除くことが必要です。

② ノウハウ（Know How）のノウ・ホアイ（Know Why）化対策

ローコスト自動化の結果はアイデア勝負となります。同じ対策なら安価で効

果的な対策を必要としまが、このためには、VE 手法が示す「あらゆるアイデア

を出し尽くした後に最良案を抽出する」という原則の活用が常に必要になりま

す。このルールを知らない、または、活用しない自動化は、先に示した『玉ジロ

ー』の開発のように、成功に至るまで多大な時間を要することがあります。では、

図５ LSI端子の自動検査部分の改善

改善前の状況
コネクターの通電検査

工程は＋/－の端子を
おろして行っていた。

【問題】
感知がうまく行かないと
製品の足を押し曲げて

いた。

素子 推し曲

げ不良

対策１
ストッパーで定位置に停止！

素子

アイデアは良い

だが、すぐに

欠けて
壊れ

機能しない。

対策２
ストッパーで定位置に停止！

軸にストッパー

をつけて、固定

した管の厚みを

利用して定位置
に固定する工夫

をしたが、やはり

ストッパーが壊れる

素子

対策３
ラバースイッチという新素材を

用いて、測定することにした。

圧力
センサー

位置が クッション

一定と
なる工夫

同じ位置に端子が当たり、

消耗して、すぐ使えなく
なる。

素子

素子

対策４ 成功！
バネ式・柔らかい曲げ板バネで

対策したが、

寿命、検知、

製品の足曲

げ不良ゼロ
となった。
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図６と共に、ローコスト自動化の際、VE 手法と共に使う『ノウハウのノウ・ホ

アイ化』を紹介することにします。図６-①は焼き入れの自動化の有効策のひと

つです。刀匠の極秘技のひとつ刀の焼き入れがあります。この技は、鍛造で鍛え

た刀を油や水中に投入

して行う仕事ですが、

勘と経験を要する技で

す。特に、灼熱化した

鍛造成形品を液中でゆ

する動作内容がノウハ

ウになっています。こ

の技で鍛造材を液中で

ゆする理由は、液面と

熱い鉄面の間に空気の

膜が出来て、断熱する

ためです。このため、

再度、液体に加熱した

鉄の面を当てる必要があり、出来た泡を早急に取り除く処理です。理由がわかる

と、この技は自動化の対象範囲になります。既に、現在、どの企業でも、この原

理を研究した結果、鋼材の焼き入れ時に「気化熱を奪うため、ミストいう霧状の

液粒を照射し、気化熱を奪う方法（水の場合、1 グラム当たり 539 カロリー）で

自動化しています。

図６-②も良く知られるネジ締めの自動化対策の技術です。ネジやナットなど

を自動締めする時、ベテランは、事前に半分ほど逆回転した後で本締めに入りま

す。手締めの時、ガクンと感じてから占め、失敗なしでネジ締めするノウハウで

す。この方法は既に多くのネジ締めロボットに適用済みですが、知らないで対策

するとチョコ停だけでなく、ネジ締め不良に悩まされる自動化となります。

図６-③は湿式マグネットを成型するプレスで自動取り出しを行う際に対策

した方式です。粉上のプレス成型品は、見た目は固いようですがロボットでつか

むと簡単に壊れます。しかし、ベテランは手で壊さず見事に取り上げていました。

そこで、その状況をビデオ撮りして、スロー解析しました。すると成型品を左右

にゆすり、底面に空気を入れた後に持ち上げるという技を使っていることが判

りました。この原理が判ると、自動化対策は容易化します。金型を改善し、成型

後に圧搾空気で空中遊泳させながらつかむ方式を適用したためです。過去、プレ

ス作業はプレスの機械内に手を入れるため安全対策が必須だったため、多くの

技術者が対策にチャレンジして、多数の自動取り出し機を製作してきました。し

かし、失敗に次ぐ失敗でしたが、空中浮遊という作業ノウハウが判ったことで、

図６ ローコスト自動機に必要なノウホアイ化対策の例

① 焼き入れ自動化の要点 液と空気膜の断熱を取る

→ ミスト利用気化熱対策

② ネジ締め自動化の要点 半回転戻し作業の組み入れ

③ 湿式マグネット自動取り出し

④ サーモグラフィによる温度調整迅速化

牛乳やジュースの紙容器
（グリックパック）を製造する
工程で熱でのり付けする際
ベテランでも多くの不良を
つくってからの立ち上げ作業
で苦労しながらの生産だった。

加熱する材料

圧着 誰でも画面で判定可能に

エアー
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安価な自動化で自動取り出し装置化を可能にした例です。

図６-④は飲料を入れる紙の筒を成形する工程の改善です。かつて、製品は接

着面に付けた接着剤の過熱調整で行うため、設備を動かしながら、加熱部のバー

ナー調整を繰り返すという作業でした。このため、調整～本稼働に至るまで、大

量の不良品の製造になっていました。そこで、筆者達は、接着面の温度を一定化

するため、バーナーは標準化した炎した状態で、接着面だけをサーモグラフィで

計測し、接着温度とバーナーの調整を IT による自動化を図りました。すると、

調整時間と不良品は 1/10 以下となり、自動化となりました。

以上、既に市販化されている自動機を購入する場合、メーカー側は多くの経験

を持ち、そのため、各種問題をカバーする対策を図ってきました。このため、購

入側はその内容を確認して購入すれば、問題の軽減化となるわけです。だが、自

動機を自家製作する場合、この種の解析を実態把握という見地から、IE,QC,VE
～３K 分析に加える形で進めておくべきです。

③ 各種自動化要素技術の収集対策

本書では、何度も解説

してきたように、自動機

の自家製作の成否はア

イデア勝負となります。

このため、設備を自家で

製作する場合、その企業

の関係者が集まって知

恵を出し合う活動を進

める策が採られます。現

在は『情報化の時代』で

す。この種の対策が不十

分な場合、時に、表１に

例示した問題が発生す

る恐れがあるのでご注意下さい。では、自家で自動機を開発する際に必要となる

情報の種類を、項目だけですが紹介しておくことにします（具体的な情報がご必

要な場合、OnDeCo シリーズ 14 の「ローコスト自動化」に掲載中の資料のダウ

ンロードをお願いします）。

（1） 移動のための各種自動化手段

（2） 動力装置の機構や種類と特長

（3） 自動機製作時に知っておくべき事項の例

（4） 各種センサーなどと利用技術（適用分野）

表１ 自動機製作時に知っておくべき事項の例

（ ○ ） １、A職場では水を使うためサビが発生しやい環境のため、効果だが特殊鋼を用いた。
一般に、炭素工より合金成分の多い特殊鋼の方が錆び難いが、出来るだけ対腐食性の
高いものを選定すべきである。

（ × ） ２、熱伝導の高い金属は次の通りである。 アルミニウム→鉄→銅→特殊鋼
銅 →アルミニウム → 鉄 → 特殊鋼となる。このため、特に、断熱が必要な個所は
特殊鋼を利用する。逆に、放熱が必要な個所には銅やアルミを利用すると良い。

（ × ） ３、一般に構造物へ利用するコンクリートの方が、基礎工事に用いるコンクリートより砂利を
多くしておくべきである。この方がコンクリートが少ない割に強度が増すためである。

砂：じゃり：セメントの比率は次のようになる。 基礎工事用＝１：３：６．構造物用：１：２：４
このように、基礎工事用の方がじゃりが多い。

（ ○ ） ４、材料が伸び力を受ける個所があり、そこには太い材料を用いることにした。
材料の伸びは引っ張り応力と長さに比例し、断面積と弾性係数に反比例する。
従って、断面積が大きいほど、耐圧力性が増加する（圧力を受ける場合も同様）

（ × ） ５、振動する部分にダブルナットが必要だが、この理由はネジの締め付けを２倍にすると
言う意味が関係する。

ボルトとナットのゆるみ止めが目的であり、締め付け力が2倍になるわけではない。

この種の常識はLCA製作前知識として知っておくべき事項だが、技能検定の著書にも多く
の事例が出ているので、LCA製作に当たる方々は事前にチェックをお願いしたい内容である。
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（5） 部品寿命やメンテナンス上の注意

（6） 設備 KYT 面での改善要件など

④ ローコスト自動化対策に見る失敗事例の理解

ローコスト自動化を進め、失敗すると、投入した時間と費用のムダになるだけ

でなく、次へのチャレ

ンジにも大きな障害と

なります。このため、

最低限、表２のような

内容は事前にチェック

しておくことも、ロー

コスト自動化対策の手

順の中で必要なチェッ

クポイントです。

   

⑤ ローコスト自動化対策の効果

では、このような手順と対策を進めてきた結果、今までに得た効果を表３の事

例と共に紹介することにします。この対象は電子部品を組み立てる製品製造を

行う中小企業で、その

企業で編成した改善

班編成と共に進めた

対策でした。当初、こ

の企業は外部に委託

して自動化を進める

予定でした。ところが、

製品のライフサイク

ルが短い、当時、アジ

アへ多くの企業が生

産を移す中で優位性

を保つために、自動化

による品質の維持、24

時間稼働、各種ノウハウの蓄積などが必要でした。特に、この企業の場合、納入

表３ ＬＣＡと外部メーカー依頼による自動化の比較

Ｎｏ． 比較項目 今回のＬＣＡ（Low Cost Automation）対策 外部業者利用の場合

１ 一人当たり投資額 50万円以下、回収期間は3ヶ月（なお、製品

変更は多く6ヶ月で製品は変化する状況）

200万円程度（ネゴ前）、回収期間は1年程

度（このため、当初より汎用性が前提）

２ 追加費用 手づくりなので、全体の予算を見ながら人

手作業の中から対象を調整、改造は経費
程度の設計を前提とする

打ち合わせ時に基本設計が決定され、その
変更は新たな費用追加となるケースが多い

３ 旧部品の流用 旧部品の再利用は前提、加えて、有給設備

や既廃棄部材も工夫して再利用

旧部品の再利用はほとんど無い。メーカー

任せで新部品で製作

４ 自動化適用範囲 当初、対象の６０％程度、自動化の対象範
囲は必要と費用を見て判別する方式

フル・オートマチックを考えた設計で一括発
注（メーカーのノウハウに頼る対応）

５ 立ち上げ条件 作業自動化要素を段階的に定め、現場参

画で要素を積み上げ、確認しながら自動化
を進める（時間は掛かるが現場参画）

業者へ現場分析データ－など、要求に応じ

て提出しながら設備自動化の条件を打ち合
わせ構想設計～製作 ,立会い検査へ

６ 人材の適用 社内の保全、または、改善班要因を専従が

専従して、技術者と相談しながら設備化を

進める

技術者2名程度が半専従、会議を繰り返す

形で関係者を巻き込み設備化を進める

７ 責 任 試しながら設備を現場に持ち込み～テスト

ラン、製造現場が受け取る契約が成立した
段階からは現場の責任で管理（移行）する

仕様の打ち合わせで所定の機能が発揮さ

れないと時はペナルティ。仕様モレは担当

の責任でカバーするが、実際は追加投資の

是非が検討される

８ 設備の改造 自由 追加投資となる例がほとんど

９ ノウハウの

適用と保護

自由、ノウハウ保護の安全度は高い。ノウ

ハウの技術化は関係者の勉強になる

契約と信頼・実現への信用が必要。なお、

自社に無い技術知見の具体化に対しては
外部利用メリットは大きいことがある。

電子部品組み立て企業の例

表２ 過去、自動化で経験した失敗と反省の例

No. 事 例

１ 製品が変わったため適用できなくなった。

２ モデル的に製作テストしてから、段階的な適用と言うことで試作したが、

検討要件が多く一部の試作～適用に終わった。

３ ラインスピードが自動機の計画時から変化したため、結局、人手作業に戻した

４ 取り付けた自動機はトラブルばかりで使い物にならないので人手作業に戻した

５ 改造の繰り返しで、結局、高価な設備になったため、自動化計画を中断した

６ アイデア段階では良かったが、実際に自動機を製作すると、動く設備にはならなかったので中止

７ 内部で自動化案を検討してきた。だが、同じ機能のものを専門メーカーで量産しており、自社開発
をあきらめ、購入することにした。

８ テストランで、安全上の問題が明らかになり、適用をあきらめた。

９ 朝、工場に来ると、フォークリフトが製作した自動機をぶつけて壊し、再投資をあきらめた。

10 自動機製作担当者の転勤で面倒を見る人がいなくなり、故障対応に難があり撤去した。
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先から試作品を依頼され、デザイン・インなどを進めてきた関係で、短時の製品

立ち上げに対し、自動化対応を進める策が極めて効果的という評価を得てきま

した。表３をご覧願うと判りますが、外部委託の場合と、自家の比較では、投資

金額を始め、各種項目に大きな差が出ます。さらに、先に述べたように、この企

業の製品のライフサイクルは短い状況です。そこで、自動機製作を製作して使う

期間も短命となるため、製作した自動機は対象製品の製造が終わるとばらばら

にして、大半を次期の製品の自動機の製作に使う対策を進めました。要は、「組

み立ての作業が変われば、それに合わせて対応可能な自動化設備に再編成する」

という（ある意味、部品リサイクル対策）方式でしたが、この対策は新規自動機

製作も大幅なローコスト低減効果になりました。

⑥ 手づくり自動化に必要な情報とアイデア

外部で適用実績を持つ自動機導入は別として、ある企業が、独自に手づくりの

ローコストの自動機を実現させる成否を左右する条件のひとつに、「対象に対し

て具体的に対策可能な情報を持っているか？」または、「アイデアを創出できる

か？」が、大きな要件と

なります。このため、社

内専門家を集めた調査

やアイデア発想を行う

わけですが、加えて、そ

の種の努力で得た情報

を、表４の形式でまと

め、蓄積して活用する

方式をお勧めします。

自動化に当たって関係

者が行う行為は、目的

を定め、具体策を探し

ます。そのため、先の

VE・図４の手順２で示した「名詞＋動詞」で対策案を示すことは、アイデアを

蓄積し、対策案を求める時に有用な方式です。表４の形態を、以降、カードと呼

ぶことにしますが、具体的な対策は、表４-①に示したように、カードに対策し

たい問題の目的（達成機能）を記載します。これはタッチセンサーの例を記載し

た例です。次に、専門技術用語を②に記載した後、カードの①欄に記載された目

的で使う場合の構成を、表４-③の図のように記載して行きます。このような利

用構成の記載で、要求機能の達成内容を明確化した後、この技術を適用した場合

の効果と欠点を表４-④に記載します。さらに、表４-⑤適用時の評価を記載した

表４ ポカヨケ対策情報の抄録化イメージ（例）

①名詞＋動詞で目的を書く
例：接触機能を用いて物質の有無をつかむ 例：接点リレー、タッチセンサー、リミットスイッチ

②技術分類、キーワード

③技術内容（構成・作用） ④効果／欠点

利点 欠点
・安価である ・接点寿命がある
・入手が容易 寿命を過ぎると
・取り付けが容易 誤動作となる

⑥適用事例（範囲）

適用場所、設計・製作者や利用者

・A工程B設備の作動システムの一部に利用
M氏担当職場、内線5643

・クレーンの作動域制限に安全装置として利用
S職場F棟１－３地点（天井部分）

⑦ これから得られるアイデアやヒント
・コンベアの搬送部品の搭載漏れのポカヨケ
に有効

・安全策に光り遮断式センサーとともに活用
するとよい

⑤評価

項目と基準：コメント
・簡単なものには適用できるが、頻度高く利用
する対象や長寿命の要求には同じ機能を
持つ無接点リレーの利用が優れる。

情報処理機器

①対象物が進行

② ヘッドが下がる
(バネ式）

③接触端子に板バネ
が当たり、通電
状態となる

④情報処理機器に
ものが来た情報を
知らせる～活用
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後、表４-⑤の欄には、この技術の適用例を記載します。このように、自動化の

要素となる個々の技術要件を記載して行く意味は、(a)もし、工場内で既にこの

技術を使用している場合、多くの設置ノウハウが入手できる。(b)対象とする職

場に問題点が想定される場合、過去の改良品の欠点をカバーした部材を適用す

る可能性が高まる。(c)仮に、他の対策手法が無い場合、他の有用な代替機材の適

用検討を行うチャンスが期待できる、という利点があるためです。さらに、カー

ドの表-⑦には、この種の体験談を記入しておくことにより、今後、同じ部材を

使う目的を持った方に、多くの重要な情報を与えます。

３．自動化対策は作業手順の VE 解析から

（１）実務で活用するローコスト自動機開発手順

先に図２右側でローコスト自動化手順を示しました。また、ここまで、この手

順を進める要点を整理し

て紹介しましたが、以下、

図７と共に、さらに実践的

な手順を VE 解析と共に紹

介することにします。実は、

人が行ってきた仕事を解

析すると、時に、自動化し

ないでも要求される技術

を具体化させる例があり

ます。その対策例が、図７

の左側です。この対策は

「名詞＋動詞」でアイデア

を求めた結果、自動化の必要が無くなるという例です。

図８はその一例を示したものですが、筆者が関係した企業では、鋳物生産の際、

バリ取り作業が対象になっていました。ここで、バリについて解説すると、タイ

焼きなどを購入すると、金型で焼いた皮の端に張り出した煎餅状の固いものを

見ることがあります。タイ焼きの場合、バリは、ぱりぱりしておいしいわけです

が、鋳物の場合は当然製品に仕上げる場合に除去しなければなりません。具体的

な対策は、回転した刃物でカットする方式が採られます。だが、バリはチル効果

という金属が急冷した固い状態なので、刃物が欠けるという問題で悩みます。こ

の時、バリの部分を多少厚くすると削り易くなります。だが、これでは、自動機

のために鋳物のバリをあえて出す鋳造方式となり、本末転倒の対策になってし

まいます。そこで、この対策に対し、「理論的には、バリを出さない鋳物の方案

図７ローコスト自動化に必須な製造技術要素

仕事の目的
研究

（本質追究）

自動化は
必要か？

例：バリなし化

組立→一体化
加工→粉末

成形

人の作業
動作分析

工程分析
PTS法による
分析など

E,C,R,D,P,S
分析~動作

の改善

動
作→

工
程
機
能
分
析

VEによる
アイデア創出
~評価・抽出

設備案設定

評価~対策
・設備KYT
・信頼性工学
・過去ﾄﾗﾌﾞﾙ
事例研究

設計~試作
~テストラン

解説：ローコスト自動化（LCA）を実際に進めるステップは次のようになる。すなわち、①他社で既に

実施し効果を得ている自動化技術は導入を検討する。②仕事の本質を追及した結果、自動化しなく

ても。同種以上の改善効果を得る対策法があれば、それを適用する。③動作経済原則と共に、仕事

の改善を進めた結果、自動化技術が適用可能なものは、その対策を図る、④だが、この対策を更に

追求、更に安価で効果的なLCAを具体化するために『工程機能分析』手法の適用を図る、となる。
以下、この考え方で残余のLCA対策手法の紹介を進めることとする。
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（方式）が取り、自動機開発は不要にする方式」を選択しました。VE ではこの

種の対策を WD（ワークデザイン）と言います。

WD による対策法は、

他にも数例あります。例

えば、羊の毛を刈る作業

は職人芸です。作業時に

羊を抱え、ハサミを持ち、

羊にキズをつけないで短

時間で処理する技を修得

するには多大な時間と訓

練が必要です。しかし、

現在、ヒゲタ醤油がバイ

オ技術を使うと、(1)毛を

刈る前に網のシャツのよ

うなものを羊に着せる。

(2)バイオの注射液を羊に打つ、(3)1 ヶ月後ほど後で網のシャツのようなものと

毛を同時にはぎとるという

方式です。この方式は、抗が

ん剤を使用すると頭の毛が

総て抜ける例に似た技術で

す。さらに、その特徴は、羊

には何も害はなく、注射液は

尿と共に排出される点です。

魔術のようなこの方式に対

し、仮に、羊を固定してロボ

ットで毛を刈る方式を開発

したとする場合、羊の体系や

サイズ、毛並みなどが異なる

対象の処理は不可能に近く、投資メリットはなく、誰も手掛けないと思います？

このように、まず WD による検討が終わった後、自動機の可能性があり、ど

うしても自社開発の事項かへの期待が多い対象に対し、先の図７のひし形で仕

切った壁を超えて、右側の手順に入ります。では、図７の「人の作業の解析」に

ついて、具体的な進め方を解説に入ることにします。最初に行う分析は、人が行

う作業の分析です。その具体的な取り組みには図９の工程分析を適用します。工

程分析を使用する目的と手順は、①人が行ってきた作業手順を正しく把握する

と同時に、この段階で徹底的な改善を進めるためです。このような改善の後、②

図８ WD（ワークデザイン）解析
～自動化しないで目的を達成する方法

例： 自動バリ取り機の開発

金型

製品

金型精度○○以内

塗型厚さ（均一性）

○○ミクロン

金型温度・ｻｲｸﾙ

標準書○○

・・・・・・

・・・・・・・

ｷｭｰｲﾝｸﾞ時間○○

自動機による
アルミの金型

・低圧鋳造の
場合

手込め

①製品（結果という鋳物）を評価するのではなく

金型を3次元測定器で徹底測定・図面通りの

に条件整備する対策を図った。

目的を上位展開すると

バリを切り取る

技術開発要素

・変化に応じた
プログラム開発

・刃の寿命延長

・ ・・・・・・その他

何のため？

バリを無くす

図９ 工程分析と改善～作業を行う機能の解析

工程分析と改善の基本

○（マル）：正味、付加価値を生む仕事、売れるモノづくりへつながるお金を意味する。旋盤
作業であれば、材料を世界最良・最高スピードで研削する内容を示す。

□（シカク）：検査、工程内で良品をつくれば、検査不要という判断をする。検査は出来るだけ

モノづくりの段階で行う工程内検査保証（自己完結型）生産を狙う。
▽（サンカク）：人の場合は手待ち、材料は仕掛かり、情報は保管・ファイルなどを意味する。

工程の流れのスムーズ化、ネック工程対策、JITによる対策が有効。

→（ヤジルシ）：移動、運搬、搬送、情報の伝達という内容が、この対象となる。どうしても移

動が必要な場合、太く短くを基本に近接を考える。

理想 改善の質問
－ 現実
改善ギャップ

ムダと見る

改善の進め方

E（Eliminate）省略？

C（Combine）結合？ R（Rearrange）置き換え？

S（Simplify）単純化→自動化？

ムダは

発掘
清掃へ
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人が行ってきた作業内容を設備化の検討に入るわけですが、最終的に残った人

が行う作業には、それなりの目的があります。そこで、作業の目的（機能）を「名

詞と動詞」でとらえた後、代替する機器や部材を探索して行きます。③しかし、

②で代替できない仕事が残ります。そのような場合、その種の作業は人が担当し、

「人と機械化のベストミックスでローコスト自動化を進める」という方式を採

ります。なお、④この時、自動化と人が行う作業編成をパントマイムで確認し、

人が行う作業と自動化の構成を徹底的に確認～改善して行きます。この改善の

目的は、安価な自動化だけでなく、楽しく作業が続けられる環境づくりを図るた

めです。このような過程を経て、⑤自動化する構成を決めると同時に、将来の技

術進化に伴い段階的に人の作業を軽減し、自動化して行く内容や課題を明確化

します。

（２）ケーススタディを用いた自動機の製作研修

図７の「人の作業の解析」が終了すると、次に行う手順は「動作→工程機能の

分析」です。この手順は、VE 手法の活用領域となり、人が行う仕事を「名詞＋

動詞」でとらえ、安価で確実な自動化要件を探る局面に移ります。では、以下、

筆者が演習的に各社で活用してきた研修サンプルを例に、実務的な展開内容を

紹介することにします。

図１０はパイプの太さ（直径）が一定、切る寸法は６種類（定尺）のバリ無し

パイプを作る工程です。図の左側は人が、カッティング台に持ち込み、電動カッ

ターで定尺にパイプ

を切り、内外のバリを

除去する工程です。左

側に、作業の一部をカ

ード化して示しまし

たが、この作業は 10
ラインあり、作業効率

を挙げる対策を、まず

当面の目的とします。

ここでは、まだ完全な

無人自動化までは求

めないことにします。

要は、自動化による効

率化と設備の多台持ちが当面の対策課題とし、完全な自動化は、その後の対策と

します。このような条件のもとで、現状工程の分析が終わると、次は、各作業を

カードに記載して機能系統図の作成に入ります。

図１０ パイプ切断作業の工程と処理条件

条件
①パイプ太さは一定である。
②長さは６種類注文に応じて生産する。
③同種ラインが１０本り、完全自動化は

狙っていない

パイプを運ぶ

パイプを台に置く

目盛りに合わせる

万力へ移動する

万力をしめる

抽出した
初工程の状況
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図１１は定尺パイプ切断～仕上げに直接関与する作業内容に対し（必要な作

業だけを抽出して）、個々の作業を示したカードの「名詞＋動詞」に対し、「な

ぜ？」と質問します。その後、各カードを左から右へと、その目的を整理した図

です（この質問が、VE
手法の機能系統図作

成手順です。なお、こ

の図の作成は、既に多

くの VE の書で解説

済なので、ここでは、

記載を省略します）。

図をご覧いただく

と判りますが、この作

業の最終目的は「バリ

無し定尺パイプを得

る」という要求です。

また、その主な要件

（対策手段）は、大きく２つに分かれます。ひとつは、右上に〇で示した箇所と

図が示すように、「定尺にパイプを固定した状態で切る」という対策です。この

演習の場合、パイプの長さが６種類と決まっています。そうなると、具体策は、

ストッパーでパイプの先端を決め、定尺の状態でパイプを抑えて切れば、その要

求が満たされます。また、この構成に最も安価な自動部材を編成した自動化が適

用されます。要は、パイプを台に送り、ストッパーに突き当てると同時に上から、

空圧などの押さえをして、カッターを自動で動かし、パイプを切断する。切断後、

パイプをこの自動切断装置から開放して、バリ取り工程へ送るという装置化で

す。次に要求される、もうひとつの自動化対策は、パイプの先端のバリ取りです。

直径が決まっている「内外のバリを取る」という要求に対し、例えばレモン絞り

器の構成で内バリを取る。同時に、パイプを固定して回転しながら、図のような

構成で外バリも取るカッター構成を利用すれば、この問題の要求に応える対策

になります。以上、このように自動化の構成が整えば、実機の試作となります。

（３）バー材の自動並べ装置の開発

筆者が関与したバー材の自動並べ装置の開発前の作業は、図１２の右側に示

したように、センターレスグラインダーという精密なバー材の加工・仕上げ設備

の前段にある自動投入設備に、加工前に２mを超えた重いバー材を手で均一に並

図１１ 定尺パイプ切断作業の機能系統図

パイプを運ぶ
パイプを台に置く

目盛りに合わせる

万力へ移動する

切断機のスイッチ

を入れる

切断機を降ろす

切断機をあげる

切断機のスイッチを切る

万力をゆるめる
サンダーをとる

パイプをとりあげる

外バリをとる

サンダーをもどす

やすりをとる

内バリをとる

パイプを目盛りに

合わせ、台に保つ

万力をしめるパイプを固定する

パイプを

定位置に

固定する

切断機で

切る準備をする
定位置に

回転刃を降ろす

定尺に

パイプを

切る

内外のバリをとる

定尺

バリなし

パイプを

得る

手段
目的

なぜ？
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べる準備ですが、過酷な作業でした。この作業は、筆者達がこの自動化対策に着

手する前から、この企業では多数の自動機が製作されてきましたが、どの設備も

実用に至っていない状況でした。当時から、図１２の左側に示した短尺材を並べ

る装置はありました。だが、この種の設備は、この工場で使えません。長尺材を

並べる装置としては、数少な

い例ですが、ロボットハンド

で大きな束から必要な材料の

先端部分をつかみ、ローラー

の受け台に移す。その後、ロー

ラーで送る途中でカラミを取

るという装置が、ある企業で

成功したばかりであり、特許

も取得していました。しかし、

この設備は、受け渡し台の２

倍の長さを必要とする設備だ

ったため、この工場への適用

はできない対象でした。このため、ここでは自社開発となり、ここまで解説して

きた手順の活用としました。ここで行ったことは、図１３の左上の表と共に示し

た、手順解析と機能分

析でした。機能分析の

結果、作業者が材料投

入用の自動送りの前段

に設けられた台に手作

業で並べる目的（機能）

を明確化しました。そ

こで、図の右上に示し

た、①バー材を子束に

分け取る。②子束を並

べる（同時に、絡みを

取る）という２点に分

け、あらゆる情報の調

査を開始しました。先に何度も紹介したように、自動化の成功は情報とアイデア

の勝負です。このため、業界誌、カタログ、特許、・・・など、対象を図１３の

①と②にわけ調査した結果、子束に分けるには、バー材を入れたロープを引き、

山形鋼に送り込む。送り込んだ後、ロープをゆるめると、絡んだバー材はロープ

側に落ちる。また、山形鋼に並列に乗らない場合、L 字形の山形鋼をロープ側に

図１２ バー材の並べ人手作業と市販の短尺材並べ機

実際の作業は4mものバー材を自動並べ装置にセットするわけだったが、

重く重労働。加えて、材料に着いた油で作業服が汚れる、精密な自動加工
機の管理がここでの仕事だが、常に、材料切れを気にしながらの作業であり、

中断して機械の後ろに回り込み、手袋を装着してという作業だった。

図１３ バー材の自動並べ装置化開発とVE解析

要は

① 大束から

小束に分ける。
② 小束を並べる

（カラミを取る）

① 大束から
小束に分ける。

② 小束を並べる

（カラミを取る）
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倒して、やり直しする方式を採用しました。次は、②対策です。当初、バー材を

箸のようなものに T 字形式で起きパタパタと上下動で絡みを取る対策を実験し

ました。この実験と、模擬的に作成したパントマイム実験機でテストしましたが、

総て、５回以内に５㎜程度の細いバー材でも完全に並ぶことを確かめました。そ

の後、この方式を改良、ゆりかごに似た方式で長いスロープに材料を送ると、完

全に１回で、総てのバー材が絡みゼロで並ぶ方式を得ました。その結果、図１３

の下に示した実機製作を実現しました。なお、この図は１号機です。価格は 300
万円でした。このため、その後、「おなじ原理で価格半減」を目標に 2号機を完

成しましてシリーズ化しました。1 号機の開発期間は 3 ヶ月程度だったわけで

したが、図１２の VE 解析に 1 日程度、パントマイム・シミュレーション設備づ

くりに 2 週間、その後、図面化～部品調達などで 2 ヶ月後にはセンターレス機

へ装着する実験を繰り返しつつ、各種の改良を加えました。このように、ハイス

ピードの自動機開発ができた理由は、図７の手順の利用と関係された方達の努

力の賜物と考えます。

おわりに

本書では、泥臭いが実務的で安価、かつ、短時間にローコスト自動機を開発す

る手順とその要点をまとめました。本書の取り組みが、先の著書「設備故障ゼロ

対策」のご活用と共に、人材育成をお勧めの皆様がさらに力量を挙げ、社内ノウ

ハウの保護や蓄積と共に手作り自動化を進める際に、読者の皆様のご参考にな

れば幸いです。

    以上

                      令和・元年 10 月吉日

                    QCD革新研究所 所長 中村茂弘

【映像】IoT 時代の設備自動化（含む、注意点）

① IoT とノウハウ自動化対策、（その１）技術伝承と LCA 対策

https://www.youtube.com/watch?v=APHByz2YP_k 

② IoT とノウハウ自動化対策（その２） ローコスト自動化アプローチ

https://www.youtube.com/watch?v=Mhldq3-1rsc

③ IoT とローコスト自動化対策（その３）LCA 対象の判定と自動化の有効性

https://www.youtube.com/watch?v=069NurHiCJU
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