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1. はじめに

21 世紀は、IT（情報技術）革命によるeエコノミーの進展から始まると言われている。情報コス

トの劇的低下を本質とする従来型の経済システム（tエコノミー）からe エコノミーへの変革は、

製造業を「生産者中心による製品供給」から「消費者中心、顧客ニーズ主導」へ、「大量生産」か

ら本格的な「多品種少量生産」へと向かわせている。この本格的な多品種少量生産に応える「価格

競争力」、「短納期」、「品質向上」が、企業存続の必須要件となってきている。このような外部環境

激変の時、製造業は今日までの競争力を支えてきた熟練者の減少、設計から製造までの広い範囲の

技術･技能（ノウハウ）の喪失という危機にも直面している。

一方、IT革命というと、デジタル・エンジニアリング、サプライチェーン・マネジメント、

ＢtoＢといった、その時々で登場しては消えていく流行語や情報化ツールによって理解され、IT

革命の背後にある本質的な考え方や論理を理解することなしに、これらの言葉やツールを導入して、

思うような効果が得られないといった経験をしている方々も少なくないと思う。

製造現場のネットワーク化も、製造業における IT 革命の本質的な考え方や、論理を理解するこ

となしに、その効果を引き出すことは難しい。

当社は、設計から加工、製品までの技術･技能（ノウハウ）を基盤とし、製造業の本質的付加価

値を高める ITを活用し、自社開発のネットワークCNC であるOSP-E100 を中核としたネットワーク

による生産システムモデル「IT プラザ」を提案している。

図１．ITプラザのモデル図



ここでは、当社のネットワークを用いたIT 活用の生産システムモデルである「IT プラザ」と自

社開発し販売を行っている、CAD/CAM システム「ADMAC-Parts」、生産管理システム「MacMan」、知識

データベース「KCMAC」、ネットワーク CNC「OSP-E100」について概説する。

2. ITプラザ

製造業のIT活用による能力強化を、「製品設計」と「製造工程設計」と「生産プロセス・マネジ

メント」の 3 つの能力に注目して考察する。設計から加工、製品までを効率よく行うためのネット

ワークを用いた IT 活用のスピード経営は、製品設計と製造工程設計を同時並行で行ない、製品企

画から製造準備までの開発リードタイムの大幅短縮を目指す「コンカレント・エンジニアリング」

と、市場の需要変化に俊敏に対応して、受注から出荷までの生産リードタイムの大幅短縮を目指す

「生産プロセス・マネジメント」（生産プロセスアジリティを推進する生産プロセス・マネジメン

ト）とが基軸である。

ITプラザは、製造業の本質的付加価値を高めるため、この「コンカレント・エンジニアリング」

と「生産プロセス・マネジメント」に、技術･技能（ノウハウ）の伝承と創出を促進する「ナレッ

ジ・マネジメント」を加えた。コンカレント・エンジニアリングを推進する“設計と生産技術から

加工現場をネットワークで繋ぐ、デジタルノウハウ・ネット”と生産プロセスアジリティ（俊敏化）

を推進する“販売と生産管理から加工現場をネットワークで繋ぐ、デジタルノウハウ・ネット”を

ナレッジ・マネジメントの要のデジタルノウハウデータベースで融合し、トータル作業のスピード

アップ、技術･技能（ノウハウ）の共有・創出を達成し、QCD の向上（品質向上、コスト削減、リー

ドタイム短縮）を実現するものである。（図1、図2）
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3. コンカレント・エンジニアリング：ADMAC

コンカレント・エンジニアリングは、製品開発のリードタイムを大幅に短縮するため、製品設計

と製造工程設計を同時並行で行う製品開発手法である。ネットワークによる情報の共有化を基礎と

して、製品開発の各工程のエンジニアが、互いに協力しあい同時進行でその作業を行う。

当社が、世界で初めて開発した「CAD からのダイレクトマシニング」は、デジタルノウハウを活

用して、部品加工の加工準備時間を 100 分の 1 に大幅短縮することができる。「ダイレクトマシニ

ング」を組込んだ部品加工向けCAD/CAMシステム「ADMAC-Parts」は、加工準備時間を短縮し、OSP-E100

とネットワークで連携して、コンカレント・エンジニアリングの革新を促す。

3.1. ADMAC-Parts
ADMAC-Partsは、部品設計段階で加工フィーチャーの指定を可能とする「フィーチャーCAD」とデ

ジタルノウハウを活用した「ダイレクトマシニング」とリアルな加工シミュレーションを実現する

「バーチャルマシニング」を組込み、NCプログラム、加工順序表、工具リスト、加工図などのデジ

タル加工情報セットを一括して生成し、ネットワークを用いてOSP-Ｅ100に出力する。（図3）
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●フィーチャーCAD

ADMAC-Partsは、加工フィーチャーを付けながら部品図を設計できる CAD 機能を持っている。製

品の形状、精度を定義する部品設計と、加工するために必要な情報である加工フィーチャーの設定

を同時に行なうことができる。（図4）

● ダイレクトマシニング

CAD データを用いて加工部品の加工特徴を指定すると、デジタルノウハウを活用して、NC プログ

ラム、加工順序表、工具リスト、加工図を、直ちに自動作成する「CAD からのダイレクトマシニン

グ」を実現した。（図5）
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●バーチャルマシニング

NC 工作機械での実加工に近いリアルな加工シミュレーションを実現するバーチャルマシニング

（図6）は、実加工時間を算出し、最適な加工時間の見積りを行う。

図６．バーチャルマシニング

4. 生産プロセス・マネジメント：MacMan

生産プロセスアジリティ（俊敏化）を推進するMacMan は、「何を、いつまでに、いくつつくるか」

という観点で生産プロセス・マネジメントに焦点をあてている。生産プロセス・マネジメントは、

各プロセスの所要時間の見積りを基準に行う。その意味で、ADMAC-Parts のデジタルノウハウを駆

使したダイレクトマシニングとバーチャルマシニングによる最適な実加工時間（所要時間）の見積

りデータは、MacMan における加工プロセス所要時間の基準となり、生産計画、設備毎の負荷、ボト

ルネックを事前に検証する極めて重要なデータとなる。

MacMan は ADMAC-Partsからのデジタル加工情報セットに「この部品を、いつまでに、いくつつく

るか」という生産計画を割り付け、ネットワーク接続のOSP-E100 に通知する。

こうして OSP-E100 のオペレータは、最新の計画に従い、正確な加工情報セットを瞬時に入手す

ることができる。OSP-E100 は、加工工程の進捗を随時記憶し、MacMan がネットワークを介してリ

アルタイムに自動収集する。

MacMan は、各NC からの進捗情報を収集し、対象加工工程と前後工程の進捗情報を合成して、対

象工程の現場に計画と進捗表の形で通知する。この仕組みを活用して、計画の変更や不測の事態に

より生産進捗乱れに、迅速に対応することができる。



5. ナレッジ・マネジメントとKCMAC

コンカレント・エンジニアリングと生産プロセス・マネジメントに付加価値創出の仕組みを組込

み融合させるのが KCMACを活用したナレッジ・マネジメントである。部品加工業のノウハウである

技能（知識）の共有化には「即、蓄える」、「即、探す」、「即、使う」の3つの仕組みが重要である。

KCMAC は、これらの仕組みを受注段階の見積もりから設計、加工、出荷までのプロセスの流れに沿

った各工程に携わる人が使うことができる。

5.1. KCMAC と ADMAC-Parts：ナレッジマシニング
ADMAC-Parts が部品設計段階から実際の生産工程の間で創り出すノウハウをデジタルに変換し、

KCMAC はそのデジタルノウハウを「即、蓄える」、「即、探す」、「即、使う」することでナレッジマ

シニングを実現する。これにより、工程・作業設計者のノウハウが蓄積され、それらの事例の再利

用を図ることによって工程・作業設計者のノウハウの創出が可能となり、部品加工における本質的

付加価値を高めてゆくと共に、新しいデジタルノウハウ（オリジナリティ）を創出し、作業精度の

向上を図ることができる。

6. ネットワークCNC：OSP-E100

IT 活用の生産システムの中核となる CNC であるOSP-E100 は、これまで概説したコンカレント・

エンジニアリングを推進するCAD/CAMシステム、生産プロセスアジリティを推進する生産管理シス

テム、ノウハウデータベースシステムの連携に加え、インターネット／イントラネットのネットワ

ークとそれを使う人と機械を繋ぐことができる。

●インターネット連携

ネットワークとOSP ブラウザは、OSP-E100のワンキー操作のインターネット、イントラネットを

可能にする。インターネットの窓口 okumamerit.com を通して加工技術情報（加工設備、工具、治

具、工程・生産管理、設計、加工ノウハウ）等の外部情報（知識）を入手し、新しい加工法の考案

を促す。



7. ITプラザ実践工場

オークマ本社工場でのITプラザ製品を用いたネットワーク実践工場を紹介しよう。「多品種少量

生産」、「短納期」生産に対応するために、社内情報システムと現場である部品加工工場、製品組立

工場をネットワークで結合し、受注から出荷までの生産リードタイム短縮と仕掛品の削減をめざし

ている。（図7）
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部品加工工場の各ワークセンターの工程管理ブースでは、MacMan により ADMAC-Parts からのデ

ジタル加工情報セットと「この部品を、いつまでに、いくつつくるか」という生産計画をネットワ

ークで取り込み、生産計画・進捗と加工指示情報を確認して加工機のオペレータに指示を出す。加

工機ではオペレータが OSP-E100 の画面からワンキー操作でネットワークを介して加工情報セット

を瞬時に入手することができる。

生産の実績はリアルタイムに、機械から MacMan に自動で収集され工程管理ブースでは正確な計

画進捗、実績を掴むことでバラツキを改善して、適切な生産計画にフィードバックしている。

8. おわりに

製品設計を中心としたデザイン指向から、全体を最適化するプロセス指向による生産システムの

変革が注目されている。ここでは、製造業の「製品設計」と「製造工程設計」と「生産プロセス・

マネジメント」の 3 つの能力に注目してネットワークを基盤とした IT 活用の生産システムモデル

「IT プラザ」を基軸に、設計から加工、製品までを効率よく進める手法について述べた。

「IT プラザ」で示したネットワークは、人と機械、人と人を繋ぐツールであり、そこで働く人々

の「人」と「人」との情報伝達の手段として活用できたとき、その効果を最大限に引き出すことが

できると考える。

図７．ＩＴプラザ工場構成図


