
関ものづくり研究所  
関 伸一  

2013.3.30 

～3D-CADデータの一気通貫と 
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プロジェクト＆プログラム・アナリシス研究部会 
関西IT勉強宴会合同シンポジウム at 浜松 



0.1 自己紹介 
[経歴] 
• 1981年：テイ・エステック㈱入社 
  モーターサイクルの外装部品生産準備、量産品質管理を担当 
• 1992年：ローランドDG㈱入社 
  コンピュータ周辺機器の品質・生産性向上、QMS/EMSの構築を担当 大規模

アセンブリを女性一人で全工程完結する生産システム「デジタル屋台」完成 
• 2008年：㈱ミスミグループ本社入社 
  金属加工の一気通貫生産に取組む 
• 2010年:関ものづくり研究所 設立 
• 2011年:静岡大学客員教授 就任 
• 2012年:NPO法人はままつ未来会議 副理事長就任 
[専門分野] 
• 機械工学・品質管理・生産管理・生産技術 
[尊敬する人] 
• 本田宗一郎氏、チャールズ・チャプリン氏 



0.2 関の考えるものづくり 
• サプライチェーンを一気通貫するものづくりがBest 
  短納期、在庫レス、高品質、不具合対策、管理コスト
等々多くの要素でメリット大 

• 不具合の原因は95％設計にあり 
  →製品設計、工程設計で品質が決まる 
  ・不良を作りたい人はいない 
  ・予防処置が重要（FMEA、公差解析、タグチメソッド） 
• 明るく楽しい職場からしか良いものは生まれない 
 →「従業員満足度」は「顧客満足度」の代用特性 
• 改善に終わりなし 改善の積み重ねが改革につながる  
• デジタルはモノづくりのための素晴らしいツール、しか
しモノづくりの行きつくところはアナログ感性 
 

   



1. ものづくりの要素と資格 
S＝Safety（安全） 

お客様の使用中の安全は勿論生産
時の作業者の安全を確保しなくては
ならない 

E＝Environment（環境） 
製品生産時、使用時及び廃棄時の環
境負荷を最低限にしなければならない 

絶対的 
最優先 

Q＝Quality of Products（品質） 
お客様に良品のみをお届けしなけれ
ばならない 

120%の品質：by 本田宗一郎氏 
ものを作る資格 

ものを売る資格 

C＝Cost（価格） 
お客様に納得して頂ける価格で販売し
なければならない 

D＝Delivery（納期） 
お客様が希望する日時に納品しなけ
ればならない 

競争する資格 

SとEを担保した上で、お客様の立場に立ってQCD 
（勘違い品質になっていませんか！？） 



2.1 日本のものづくりの置かれた現状    

震災 
原発問題 

人口減少社会 

高い法人税 
高い人件費 

ASEAN/BRICSの台頭 
 

韓国勢に負ける家電 
 

ヨーロッパに置いて
行かれ、韓国に追い
つかれる自動車 

工場の 
海外移転 

疲弊する 
中小企業 
従業員 

さて、日本の未来は？？？ 
どうする？日本のものづくり 

日本では 対世界では 現状のアクション？ 



2.2 これからの日本のものづくり    

震災 
原発問題 

人口減少社会 

高い法人税 
高い人件費 

ASEAN/BRICSの台頭 
 

韓国勢に負ける家電 
 

ヨーロッパに置いて
行かれ、韓国に追い
つかれる自動車 

工場の 
海外移転 

疲弊する 
中小企業 
従業員 

政治／行政が悪い 
取り巻く環境が悪い 
→コントロール不能 

＝言い訳 

工場の海外移転 
＝グローバル戦略 

 
大きな間違い 

・日本の現場で 
・日本の雇用を守り 
・高くてもいい、お願いだから 
 売ってくれと世界に言わせる 
 製品開発 
TPD：Total Product Development 

（全社的製品開発） 
 



2.3 TPDとは？ 

設計・開発部門 
構想設計に特化すべし 

無から有を生み出す（新製品・新機構） 
時間の確保 

製造部門 
デジタルモックアップ 
コストダウン提案 

コンカレント生産準備 
詳細設計 

購買部門 
攻めの見積り 

VA/VE（開発購買） 
3Dサプライチェーン 

物流部門 
梱包設計 

・箱の大きさ 
・緩衝材設計 

(落下衝撃シミュレーター) 

品質・環境部門 
規格ラベル選定 
コーションラベル 
化学物質管理 

総務・人事・情報システム：インフラ機能 

【部門間の垣根を取り払い、全社員が設計・開発に参画・寄与すること】 

間違ったフロントローディング 
×組立仕様書 
×部品明細 
×見積依頼書 
×サービスマニュアル 

3Dデータはサプライチェーンの共通言語 
TQCからTPDへ⇒ 組立現場の取り組みを紹介 



3.1 ライン生産から一人完結セル生産への変革 

ベルトコンベア 

A:100台 B:100台 C:200台 D:100台 

A:100台 B:100台 C:100台 C:100台 D:100台 

一人完結セル生産 

ライン生産の問題点はチャプリンもドラッカーも50年以上前に認識 
人間のモノづくりの姿なの？ 

遅れしか伝播しない 
残業は半強制 
有休も取りにくい 
体調管理 

生産性倍増と市場不良の激減、 
現場作業者のモチベーション向上を実現 



  
 1.機種切り替え（段取り替え）不要 ⑥ 
 2. 仕掛品が最低限（＝作業者数） ② 
 3. 生産ストップ時（不具合、部品欠品）の対応 ⑦ 
 4. 複数の製品が同時に生産できる ①⑤ 
 5. 現場レイアウト変更が容易 ③ 
 6. ラインバランス（工程割）不要 ② 
 7. 作業ミス、部品不良のフィードバックが早い ⑦ 

 
   ① 作りすぎのムダ 

② 手持ち（仕掛品）のムダ 
③ 運搬のムダ 
④ 加工そのものムダ 
⑤ 在庫のムダ 
⑥ 動作のムダ 
⑦ 不良を作るムダ 

トヨタ生産方式７つのムダ 

3.2 一人完結セル生産のメリット 



 １．熟練工の養成 
   →部品点数3,000以上、組立時間１０時間以上の 
     製品を一人で組み立てられる人材？ 
 2. 品質のバラツキ 
   →生産は一人一台、品質も一人一台でバラバラは 
     許されない 
  3. 設備工具（高額な検査機器など） 
   →使用頻度の低い工具や検査機器を人数分用意 
     するのか？ 

デジタルものづくりでこれらを解決！ 

3.3  一人完結セル生産実現へのハードル 



4. デジタルものづくりの基本的考え方 

人間の弱い部分 

集中力 

注意力 

記憶力 
人間の強い部分を活かす 
            伸ばす 
○達成感 
○高いモチベーション 
○作業者としての誇り 

手先の器用さ 

向上心・好奇心 支援 

  ・３D-CAD 
  ・デジタル機器 
  ・IT 

アナログ技術者 
技能者 

デジタル 
技術者 

・不良品を作ろうとする人はいない 
・安全スローガンで交通事故は 
                減らない 
・組立の機械化は正解か？ 
・イチローさんも知っている 
        集中力維持の困難さ 
・忘却は人間の良さでもある 

ものづくり力の 
      継続的向上 

＝人づくり 



5.1 仕組みでしか交通事故は減らせない 

何故交通事故死者数がピークの1/3以下に減ったのか？ 
×交通安全スローガンによる啓蒙  ×ドライバーのモラル向上 
○自動車の安全性（アクティヴ＆パッシヴ）向上以外のなにものでもない 



5.2 集中力・注意力へのアプローチ 
• 徹底的なポカヨケ設計・ポカヨケ設備 
  →量産前にどれだけ予測できるかがカギ（予防処置） 
• デジタル機器活用の工程品質保証 
  →全て自己検査 
  →最終検査はしない 
  →検査データの活用（工程改善 設計品質向上） 
   
 
   
アナログゲージ 

例）ユニット動作抵抗測定 

デジタルゲージ 
モーター電流 

波形モニタリング 

設計段階でモニタリング方法/ 
判定値をきちんと決めておく 
 
設計・製造の協業が必須 



5.3 記憶力へのアプローチとしてのマニュアル 
• 作業マニュアルへの拘り 
  ・質の良い（わかりやすい）マニュアルを 
  ・開発段階で作成し 
  ・リアルタイムで作業者に見てもらう   

設計 
3D-CAD 

製造 
デジタル 

モックアップ 

デジタル 
マニュアル 

作成 

設計の質 
向上 

設計・製造の 
信頼関係が重要 



6．実例紹介 
ローランドDG社 D-Shop （デジタル屋台）：ネーミングは大事です！ 

デジタル技術で作業者を 
支援し、技能レベルに 
関わらず一人完結生産 
を可能にした生産システム 

CAP 
Computer Aided Production 

デジタルセル生産 
・ラーメン屋台は組立現場 
 の理想形 
（製品在庫なし、オンデマンド 
        生産、移動可能） 



7. 1 デジタルセル生産での生産管理・生産計画 

人間には個性がある 

作業スピードはバラバラ 

作業スピードは 
作業者に任せる 

作業データを 
リアルタイムに収集し 
分析しスピーディに判断 
＝Point of Production 

リアルタイム進捗管理 
・時間外勤務？ 
・人員配分変更？ 
 →日々の変動に 
      フレキシブル対応 

実績から生産計画設定 
・個人別/機種別実績 
・生産台数による効率設定 
 →多能工養成による 
  フレキシブルな生産体制 

・人間は管理しない（できない） 
・正しいデータのみを使って 
 現場（工場）全体を管理する 



機種名 製品No. 作業者 進捗度 投入予定 完成予定 ｽﾃｰﾀｽ 

PP-1 1001001 A 100% 12/07/01 12/07/01 出荷済 

PP-1 1001002 B 50% 12/07/01 12/07/01 組立中 

PP-1 1001003 C 40% 12/07/01 12/07/02 

PP-1 1001004 D 80% 12/07/01 12/07/02 

PP-1 1001005 E 80% 12/07/01 12/07/02 

PP-1 1001006 10% 12/07/01 12/07/02 修理待ち 

PP-1 1001007 G 100% 12/07/01 12/07/02 

PP-1 1001008 12/07/01 12/07/02 未着手 

PP-1 1001009 H 20% 12/07/01 12/07/02 

PP-1 1001010 I 20% 12/07/01 12/07/02 

PP-1 1001011 F 10% 12/07/02 12/07/03 

～ セルグループ名 PP 期間指定 12/07/01 12/07/02 投入 

計画通り 遅延（1日未満） 遅延（1日以上） 進み 

7.2 デジタルセル生産での生産管理例 



8. デジタルセル生産のエピソード（構築編） 

1.トップダウンか？ボトムアップか？ 
   ボトムアップの改善活動は「モグラたたき」 ・ミドルアップがベスト ・名ばかり管理職 
 

2.部分最適か？全体最適か？ 
   全体最適に拘り過ぎると、スタートが遅れかつスピードも上がらない 
 

3.抵抗勢力は必ず存在する 
   出来ない理由を見つける暇があったら、出来る方法を考えよ！ 
 

4.上司（特に取締役）を説得するには 
   数字は雄弁、だからこそ上司が飲み込み易い料理法で ・上司は承認したがっている 
 

5.「経験者＝即戦力」は正しいか？ 
   未経験者だからこその素直さと視点  
 

6.失敗と成功、どちらが大事？ 
   役職が上がるほどモノ言いは穏やかに ９９％の失敗と１％の成功（by 本田宗一郎氏） 



8.2.1 部分最適と全体最適 

全体最適② 

全体最適① 

設計 

製造 営業 

購買 サービス 

部分最適 

全体最適を一気に進めるより、部分最適を進め 
それを繋げた方がスピーディかつリスクが少ない 
繋げるコミュニケーションツール＝3D-CADデータ・ＩＴ 



8.2.2 セクショナリズムとは？ 

設計部門 
 

仲間意識 

製造部門 
 

仲間意識 

購買部門 
 

仲間意識 

営業部門 
 

仲間意識 

部
門
間
の 

見
え
な
い
壁 

集団・組織内部の各部署が互いに協力し合うことなく、自分たちが保持する権限や利害 
にこだわり、外部からの干渉を排除しようとする排他的傾向のことをいう。 

（フリー百科事典Wikipediaより） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E7%BD%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E9%99%90
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A9%E5%AE%B3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B2%E6%B8%89


8.2.3 セクショナリズムの発生要因 

意
識
の
壁

 

情
報
の
壁

 

制
度
の
壁

 

個人レベル          組織レベル 

それは私の仕事ではない 

私は聞いていない 

どの部署の誰に言えばいいの？ 

打破のためのキーワード 
 

積極性 
経営貢献 

5give = 1take 
情報伝達の仕組（ＩＴ） 



MDX500 
(2D設計） 

MDX650 
（部品共有率80％） 

機種追加 

製造部門で共有部品を全て2D→３Dへコンバート 
     その後設計部門で2Dデータ遺産問題を解決 

 キーワード：Active Production 

8.2.4 セクショナリズム打破の実例 設計VS製造 



8.2.5 セクショナリズム打破の実例③ 

組立工程への配慮    ⇒他部門へのGive 
品質は設計で作り込む！⇒自部門のプライド 
部門内での研鑽       ⇒個人のスキルUP 
会社への貢献       ⇒経営寄与意識 

木村鋳造所様FM設計部門の掲示から 



8.2.6 セクショナリズムが無い状態とは？？ 

設計部門 製造部門 

購買部門 営業部門 

会社全体で仲間意識 

セクショナリズムなどに悩んでいる場合ではない！ 
市場は海外、競合相手も海外だ！ 



8.3.1 抵抗勢力はどうすればいいの？① 

・相手の言う事をしっかり聞き、相手の立場も考えながら議論して、 
 抵抗勢力から推進勢力に変わってもらう：５give=1take 

図面＝製品を実現（目的）するための手段 
   ＝ コミュニケーションツール 
         だったらわかりやすい3D-CADがいいに決まってる 

・力がなければ放っておく 
・力がある場合は・・・ 

それでも変わってくれなかったら？ 

【2Ｄのスペシャリストが3Ｄ-ＣＡＤ導入に抵抗する場合】 



8.3.2 抵抗勢力はどうすればいいの？② 
【3D-CAD導入に反対する設計者の叫び】 

3D-CADでフロントローディングって 
言うけど、今でさえ残業１００時間 
 超えなのに、これ以上設計の 
仕事を増やすつもりかよ！ 

セクショナリズムなどに労力を費やしている場合ではない！ 
競合相手は海外、市場も海外、今や大競争時代の真っただ中！ 

間違ったフロントローディング 
⇒TPDへ 



9. デジタルセル生産による変化 

作業者に時間的ノルマはない 

作業者の「やる気」依存 

継続的効率指標改善 

工程改善 
システム改善 

働きやすく、明るく、楽しい職場であれば 
作業者は実力をフルに発揮してくれる 

適切な人事評価
適切な賃金制度 

パーソナル 
ベスト挑戦 

従業員満足が 
顧客満足を生む 

安心、安全、 
快適な環境 

生産技術的支援 作業者のマインド 



10. デジタルセル生産のエピソード（その後編） 
1.作業者のマインドは？ 
 ・ベストタイムにガッツポーズ ・自分の記録を自宅のエクセルに入力 
 ・給与カットしなきゃ辞めるぞと製造部長に直訴 
 

2.上質なシステムには要求が高まる 
 ・仕事の報酬は仕事 ・梱包品のクレームに「そこまで言うんだ？」 
 

3.一気通貫を断ち切ると？ 
 ・同期システムそのものがムダ ・「みずすまし」は面白くないしムダ 
 ・「自分のお店」のマインドが最高！ ・サブアッセンブリセルが現場を暗くする 
 

4.世界に広がるデジタルセル生産 
 ・目の輝く男 ・どこかで観た工場 ・台湾での成功プロセス ・イギリスからのお客様 
 

5.これからのものづくりは？ 
 ・生産性と人間性を同時に向上 ・正しいグローバル戦略とは？  
 ・「ご先祖様が見ている」 ・「Made in Japan is the Best」 



11. セル生産の真髄    

1.アメリカのテイラーによる「科学的管理法」をもとにフォードの大

量生産型工場が生まれた 一つだけテーラーが失敗したのは
「出来高給による労働者の意欲UP」 
→マズローの五段階の欲求からして至極当然 
 
2.作業性と作業者の人間性を共に生かす方法はただ一つ「作業

者が就業時間内に自由に休憩が取れる」 近代工業経営学が提
起した単純かつ重要な指標 
 
3.元SONY「執行役員ものづくり改革室長」の金辰吉氏は「セル生

産」の名付け親で、「作業者を単なるコストや取り替えの利く道具
として見るのではなく、一個人として接し、”生産性と人間性の向
上を同一目標にする事”が日本メーカーの生き残る道」だと説い
ている＝関ものづくりの基本思想と100％一致！ 



12.まとめ 経営者 

現場・事務 製品 

ITの中身を知る必要無し 
IT推進者の邪魔をしない！ 
世代交代を推進しましょう！ 

高くてもいい、お願いだから 
売ってくれと 

世界から言われるものを 
全社で開発 

つまらない仕事はITで 
人間は人間らしい環境で 
付加価値の高い仕事を！ 

3D-CADデータ・ＩＴ活用の明るく楽しいものづくり 
人づくりで競争力向上！ 

正しいグローバル戦略で外貨を稼ごう！ 

事務処理ではなく改善や 
営業活動に時間を充てよう 
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