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まえがき＝正確な測定値を得るためには，適切な技量を
有する測定者が適切な測定方法を用いるだけでなく，測
定手段となる計測器や計量器の正確性を確保しておくこ
とが重要である 1 ）。このためには，使用する計測器や計
量器の定期的な校正が必要となる。ここで，「計測」と「計
量」はJIS Z 8103の定義を参照すると意味が異なる。し
かし，一般的にはともに物理量を定量的に計る目的で用
いることから，本稿では「計測」を使用し，「計量」も
含む意味とする。JIS Z 8103の定義を要約すると，「校
正」とは計測器が示す値と標準器が示す値を比較するこ
とである。すべての計測器は誤差を含んでおり，誤差を
把握しないまま計測器を使用し続けると，測定した製品
の品質に悪影響を及ぼす可能性がある。国家標準に基づ
いて校正された標準器に対して，段階的に連鎖して校正
された下位の標準器と比較して計測器を校正することに
より，トレーサビリティが確保されてその値の妥当性が
担保される。
　当社は，神鋼グループを中心にお客様より預かった計
測器の校正サービスを提供している。年間に300種類以
上の計測器約 6 万点を受入れ，計測器ごとに決まった要
領で校正して校正成績書を納めている。校正業務を正確
にかつ効率的に実施するため，校正管理システムを独自

に開発して運用している。

1 ．校正業務の概要

　当社の計量校正センターは，1986年11月に（株）神戸
製鋼所高砂製作所の計量管理部門から独立してスタート
した。当初は神戸製鋼所関連の計測器のみを対象として
いたが，現在は神戸製鋼グループ以外のお客様から依頼
される校正も多数受けている。校正の対象となる計測器
メニューを表 1 に示す。長さ計，角度計，圧力計，質量
計，温度計などの汎用品のみならず，当社では校正でき
ない電気計測器や環境計測器なども協力ベンダーとのネ
ットワークを活かして，一括で引き取りを行う校正サー
ビスを提供している。
　校正品は多種類でかつ大量にあるため，計測器の取り
扱いのみならず，校正要領，校正成績書の記載内容，工
程などを正確に管理する必要がある。しかしながら，校
正依頼件数が増加の一途をたどるなか，ヒューマンエラ
ーが散見されるようになり，限界が出てきた。このよう
な課題を解決するため，当社では計測器の受入から出荷
までを一括管理する独自の校正管理システムを構築し
た。校正業務を構成する受入，校正，工務の作業が短時
間で正確に遂行できるよう，校正管理システムの活用と
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機能拡張を進めている。本稿ではこれらの内容を紹介す
る。

2 ．校正管理システムと校正業務

2. 1　校正管理システム
　業務支援システムと呼ばれる当社の業務基幹システム
の一機能として，2010年に校正管理システムの稼働を開
始した。
　校正管理システムの稼働前は，紙製の物品管理カード
をパソコン入力に置き換えただけの簡易的なシステムを
使用していた。簡易的なシステムでは情報検索や工程管
理などの機能に乏しく，決済機能もなかったため，一貫
したシステムの構築が求められていた。いっぽう，当社
が提供する非破壊検査サービス業務のためにすでに導入
していた業務支援システムは，販売管理や購買管理など
の機能を有していた。そこで，これらのシステムを統合
して校正管理に特化したシステムを構築した。その結
果，業務支援システムとの連携による原価管理や，デジ
タル計測器との接続による校正データの自動取得，自動
判定などを実現した。人が介在した作業を削減すること
によって間違いや漏れなどが発生しないよう，システム
の改造を継続的に実施して現在に至っている。
2. 1. 1　校正管理システムの構成
　校正管理システムの構成を図 1 に示す。システムは 3
種類のサーバと，受入，校正，工務の各作業で使用され
る情報入出力用端末などから構成される。情報入力用パ
ソコンからウェブブラウザを通じて，登録，参照，検索
などの指示があると，ウェブサーバ上のSQLと呼ばれ
るデータベース言語で記述したプログラムが実行され
る。それにより，データベースサーバにある情報が入出
力されてパソコンに表示される仕組みとなっている。こ
れとは別に成績書保管サーバがあり，お客様に提出する
校正成績書などをPDFファイル化して受注番号ごとに
保管している。この仕組みは，データベースサーバ内の
データ容量の肥大化を防止する目的である。また，情報
の重要性を考慮し，データの消失対策として多重保管を
行っている。

2. 1. 2　校正管理システムの特長
　校正管理システムは，当社の校正サービスを提供する
業務形態に対応したフルオーダメイドのシステムであ
る。受入，校正，工務の各作業者は，パソコンのウェブ
ブラウザにてシステムにログインする。そのため，専用
のアプリケーションソフトがなくても校正管理システム
を利用できる。これには，オペレーティングシステムの
変更に関わらず長期的にシステムを利用できる利点があ
る。
　校正サービスに不可欠となる計測器の個体管理と校正
結果の管理には， 2 種類のQRコード注 1 ）を利用してい
る。外側マイクロメータに貼付したQRコードを図 2 に
示す。お客様より預かり・受入処理をした時点で，計測
器の個体管理が行われる。その際，個体番号を符号化し
たQRコードを計測器に貼付する。また，校正者が校正
した後，合格か不合格を判定した時点で，校正結果の管
理が行われる。この時には，校正結果とそれを符号化し
たQRコードが付いたラベルを計測器に貼付する。計測
器をお客様へ返却する前に，別の作業者が 2 つのQRコ
ードを読み取り，校正管理システム上の校正データと相
違ないことを自動で確認できる。
2. 2　受入作業
　お客様より校正のために預かった計測器を校正管理シ
ステムに登録する作業が，受入作業である。お客様より
受領した計測器には，一品ごとに異なる 7 桁の数字を採
番する。採番した管理番号をQRコードに変換した識別
シールを計測器に貼付する（図 2 ）。QRコードはバー
コードに比べて小スペースに印字することができ，360°
どの方向からの読み取りも可能である。シールは約
7 mm四方の大きさで汚れや破損に強い。計測器を新規
に校正する場合には，受入作業者は計測器の基本情報で
あるシリアル番号，型式，お客様の指示する管理番号な
ど校正成績書に必要な情報を，校正管理システムに登録
する。
　いっぽう，過去に校正を実施した計測器を預かった場
合には，前回の情報が登録されているため，内容を確認
して変更点のみを入力する。計測器の情報をシステムに
登録したことにより，受入以降の工程ではQRコードを

図 1  校正管理システムの構成
Fig. 1  Configuration of calibration management system

図 2  外側マイクロメータとその校正結果を管理するための 2 種類
のQRコード

Fig. 2  Two types of QR codes for managing outside micrometer 
and calibration result

脚注 1 ） QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標である
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スキャナで読み取るだけで，必要な情報を容易に取り出
すことが可能となった。システムの導入前は，情報の入
力や情報の照合などの作業に手間を要していた。しかし
システムの導入によって，大幅に時間短縮を図ることが
でき，他の計測器との取り違えなども皆無となった。
2. 3　校正作業
　受入作業を完了した計測器は，まず清掃される。つぎ
に，注文確定前にお客様の同意が得られた校正要領や判
定基準などに従って，計測器の校正作業が実施される。
校正要領や判定基準の選択肢の例としては，たとえば，
外側マイクロメータを校正する場合には，JIS B 7502，
当社標準，お客様独自の仕様などがある。校正要領や判
定基準はお客様の要求に応じて設定し，校正作業を行
う。
2. 3. 1　校正作業の工程
　当社の校正作業の工程を表 2 に示す。「校正」は計測
器が示す値と標準器が示す値を比較する作業である。「デ
ータ入力」は測定値を校正管理システムに入力する作業
で，「入力値チェック」は入力された値が間違いないか
を調べる作業である。「判定」は判定基準と比較して合格，
不合格の結果を出す作業で，「判定結果チェック」は合
否の妥当性を審査する作業である。最後に，校正から判
定までの内容を確認して「承認」する作業を行う。
　表 2 に示すように，当社の校正作業は大きく 3 種類の
工程に分けられる。測定値の入力や測定値の判定を自動
化している計測器と，作業者が実施している計測器があ
り，自動化の度合いによって工程が異なる。近年，ICT
技術を活用して，測定値の取り込みや判定の自動化を進
めている。その事例として，圧力計とダイヤルゲージの
校正作業を紹介する。
2. 3. 2　圧力計の校正作業の自動化
　圧力計の校正作業を自動的に行う装置の構成を図 3
に示す。圧力発生器より分岐配管された箇所に校正対象
の圧力計と標準器となるデジタル圧力計を取付け，校正
すべき圧力を両圧力計に加える。校正対象の圧力計の多
くはデジタル式でないため，校正する圧力値に該当する
目盛に指針が合致するよう発生圧力を調整する。その時
のデジタル圧力計の値を校正管理システムに取り込む。
デジタル圧力計はパソコンに接続され，足元に配備する
スイッチを作業者が押下することにより，圧力値を取り
込む仕組みとなっている。事前にお客様と合意した判定
基準にしたがって，標準器が示す入力された圧力値と計
測器が示す圧力値とを比較して合否判定を自動的に実施

する。
2. 3. 3　ダイヤルゲージの校正作業の自動化
　ダイヤルゲージの校正作業を自動化する装置構成を図
4 に示す。標準器となるダイヤルゲージテスタに校正対
象のダイヤルゲージを取り付けて，零点位置を決定す
る。つぎに，ダイヤルゲージテスタが自動的に駆動して，
ダイヤルゲージの最小測定箇所の手前付近で自動停止す
る。ダイヤルゲージテスタを作業者が手動で微調整し，
ダイヤルゲージの測定箇所となる位置に指針を合わせ，
ダイヤルゲージテスタの値をパソコンに取り込む。図に
示すとおり，手元の入力ボタンを押下することでダイヤ
ルゲージテスタの値の収集を行う。全測定点に対して，
上記の作業を繰り返し，測定値を校正管理システムに取
り込む。事前にお客様と合意した判定基準に従って，両
者の値を比較して合否判定を自動的に実施する。

図 4  ダイヤルゲージの校正作業
Fig. 4  Calibration work of dial gauge

図 3  圧力計の校正作業
Fig. 3  Calibration work of pressure gauge

表 2  校正作業の工程表
Table 2  Process chart of calibration tasks
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2. 4　工務作業
2. 4. 1　工務作業の説明
　「工務作業」とは校正サービスに関わるお客様対応業
務全般を指す。具体的には以下の内容を含んでいる。① 
校正業務前に行う定期校正品の案内状送付，校正の見積
及び注文確認書の送付 ②受注後に行う現場作業指示書
の作成，受入計測器の数量一覧表の連絡 ③校正作業後
に行う不合格計測器の速報，修理などの対応のほか，校
正成績書，校正証明書などの作成，現品の梱包，発送準
備作業など。その他に受注から納品までの作業の進捗管
理，校正管理システムの改善や保守も工務作業に含まれ
る。ここでは，校正管理システムを活用した業務内容を
紹介する。
2. 4. 2　校正成績書の作成
　校正作業完了後，あらかじめ入力された計測器の情
報，測定値，使用した標準器，校正日，校正者などの情
報をもとに，校正管理システムにより校正報告書を自動
的に作成する。校正報告書は校正成績書，校正一覧表，
不合格一覧表，校正結果集計表などから構成される。不
合格判定された計測器がある場合には，メールやFAX
を使って速報にてお客様に連絡する。校正管理システム
によって出力される当社の校正成績書は，計測器の校正
結果の変化が一見して分かるよう，前回と今回の校正結
果を並べて表記している。したがって，測定値の傾向分
析にも活用できる。ISO 9001では，計測器の測定値の妥
当性に信頼を与える要件として，トレーサブルである標
準に照らして計測器を校正することが求められる 2 ），3 ）。
その証明として，校正証明書，トレーサビリティ体系図，
使用標準器成績書（写し）の提出にも対応している。校
正結果の報告書類のサンプルイメージを図 5 に示す。
2. 4. 3　英文成績書の作成
　お客様に提出する校正成績書などの書類は，全て成績
書保管ファイルサーバに蓄積される。英語で記載した成
績書の提出をお客様に要求されることもあるため，日本
語で記載した成績書を英語に自動変換するプログラムを
製作した。プログラムのフローチャートを図 6 に示す。
この自動変換プログラムで変換できる校正成績書などの
書類は，定型の様式を基本とする。書類に含まれる単語
や語句，文章などを変換する際に和英変換表を変換プロ

グラムは参照する。変換表には過去に変換した単語や語
句，文章が登録されている。本プログラムを実行すると，
日本語の成績書と変換表を照合して作成された英語の成
績書が並んで表示される。ここで，変換表にない語句な
どの部分は，手動で入力して変換する。入力した内容は
変換表に追加登録される。英語への変換が終了した後
は，成績書保管ファイルサーバに保管される。
2. 4. 4　デジタルサイネージを利用した進捗管理
　校正対象である計測器の種類は300種以上と非常に多
い。また，計測器ごとの校正要領や判定基準などの対応
も多様である。さらに，お客様より預かった計測器は，
種類によっては社内で校正できないものもある。社内で
校正できない計測器は外部の校正事業者に業務委託して
いる。これら多数の注文番号に対する進捗管理のほか，
校正する計測器の現品管理が重要となる。従来は，工務
作業の担当者が校正管理システムを参照して，個々の注
文番号の進捗を確認していた。現在は複数の作業担当者
が工程内にある注文番号の進捗を確認できるように，デ
ジタルサイネージを利用した進捗状況の表示を行ってい
る。図 7 にその一例を示す。デジタルサイネージとは，
一般にネットワークに接続されたディスプレイ上に表示
する電子看板をいう。デジタルサイネージ技術を活用し
て，校正管理システムよりリアルタイムに注文番号ごと

図 7  デジタルサイネージによる顧客注文進捗の表示例
Fig. 7  Display example of customer's order progress by digital 

signage

図 6  校正成績書を日本語から英語に変換するフローチャート
Fig. 6  Flowchart of translating calibration records from Japanese 

into English

図 5  校正書類のサンプル
Fig. 5  Sample of calibration reports
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の進捗を表示する。進捗状況が「見える化」され，大型
画面に映し出された情報を全員が共有できる。これによ
り，作業漏れの防止や全工程における優先順位も一見し
て判別可能となった。

3 ．今後の取組み

　当社は，業務効率の向上や校正サービスの拡充を目指
してICT技術の動向を調査し，以下の取組みを進めて
いる。
3. 1　校正作業の自動化の拡大
　2.3節で説明したように，校正データの取り込みや判
定を自動化できれば，校正作業の効率が向上する。これ
とともに，校正成績書の品質を確保できる。自動化を推
進するためには，デジタル出力可能な標準器と，校正管
理システムとの接続プログラムを専用に開発する必要が
ある。校正の数量が多い計測器で，校正作業が標準化し
やすいと考えられるトルクレンチやマイクロメータ，ね
じゲージ，はかりなどを対象とした自動化も今後計画し
ている。

3. 2　校正成績書の情報閲覧サービス
　当社は，校正成績書，校正証明書，トレーサビリティ
体系図などの校正書類を電子ファイル化して，ウェブブ
ラウザ上から成績書のダウンロードが可能なクラウドサ
ービスを2017年より開始した。クラウドサービスの概要
を図 8 に示す。このサービスには以下の優位点がある。
（ 1 ）電子ファイルでの書類管理による省スペース化
（ 2 ）社内複数部署での情報共有化
（ 3 ）校正書類の紛失防止
（ 4 ）文字検索機能による瞬時検索の実現
　今後，さらなる利便性を図るため，お客様ごとに自社
の計測器の校正書類を閲覧できるポータルサイトを作
り，そこから適宜データをダウンロードできるような仕
組みを構築する計画である。

むすび＝製造業において高い製品品質が求められてい
る。計測器のトレーサビリティが担保されていなけれ
ば，検査データ自体の信ぴょう性が損なわれるため，計
測器の校正はますます重要となっている。当社は独自に
構築した校正管理システムを運用し，ヒューマンエラー
などによるミスの発生防止や自動化によるリードタイム
短縮など，校正品質の向上及び校正作業の効率化を図っ
てきた。
　今後，残された課題の解決を図るため，先端的なICT
技術を活用し，計測器の校正業務にカスタマイズしてい
く。これにより，お客様のものづくりの原点となる確か
な品質づくりに貢献できるように取り組む所存である。
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