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まえがき＝コベルコ建機（株）においては，2016年度よ
り従来の内製品と比較して高精度な加工技術および品質
管理技術が要求される走行モータの生産を開始した。走
行モータの製造工程のとくに組立工程では従来に比べて
オペレータの担当作業数が多く，誤組立を起こさないよ
うオペレータをサポートする仕組みが生産にあたり必要
とされていた。また，品質検査データが紙媒体で記録さ
れており，データ活用に向けた効率面などでの課題が全
工程の共通課題として存在した。
　以上から，走行モータの内製開始に向け，ICT活用に
よる組立作業支援システムおよびデータ管理システムの
開発を行った 1 ）。本報では，これらについての技術詳細
を報告する。

1 ．組立作業の品質向上に向けた取り組み

1. 1　組立作業における課題
　走行モータの組立作業は 1 人あたりの作業工数が多
く，オペレータが作業内容を習熟するためには多大な教
育時間が必要である。また，出荷前の性能試験工程にお
いて誤組立に起因する手戻りが発生した場合には，分解
して不具合要因を特定し，再組立して再出荷前検査を実
施する必要があり，生産性が大きく低下する。上記課題
を解決するために，誤組立の発生要因を整理し，オペレ
ータの技能に関わらず安定して高精度な組立が可能とな
るよう組立作業支援システムを開発・実用化した。
1. 2　工程分析による作業ミス発生要因の整理
　まず，品質に関わる組立作業全てに対して，誤組立が
生じる要因について分析した。具体的には，工程を作業
単位に分解して作業や検査の難易度，試作時の誤組立発

生頻度などを評価し，誤組立を起こす可能性が高い作業
を抽出した。
　つぎに，抽出した作業を要因ごとに分類することを試
みた。この結果，「誤認識や忘れによる作業手順の間違
い（または作業漏れ）」と「確認の難しさによる部品の
組付け向きの間違い」，「誤認識による作業箇所の間違
い」に大別できることがわかった。以降，各要因につい
て説明する。
1. 2. 1　作業手順間違い（作業漏れ）
　誤認識や忘れによる作業手順間違いとは，部品組付け
や検査等の作業手順を誤ることと，作業自体を忘れてし
まうことである。これらを防止するために，紙に書かれ
た手順書を読みながら作業をすることは作業性の観点か
ら好ましくない。それよりも工程自体を自動認識して対
応する手順書をモニタ類に自動表示するシステムが求め
られる。加えて，組付け手順を誤った場合には注意喚起
を行い，さらに誤組立を起こす可能性が高い作業工程に
おいては，誤組立を防止する対策システム類を自動的に
起動し，組付け状態の確認等を漏れなく実施する機能も
求められる。
1. 2. 2　部品の組付け向き間違い
　確認の難しさによる部品の組付け間違いとは，部品の
組付け向きや位置の目視確認ミスである。部品は間違っ
た向きや位置に組付けできないよう開発段階で設計され
ている。しかし，一部には対策を実施することができな
い部品が存在する。その中には、部品外観の違いが明白
でないため目視確認が容易でない部品（外観が左右非対
称だが左右の外観差が微小なものなど）が存在する。こ
のような部品は組付け後の向き確認で誤認識を起こす可
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能性が高いと考えられる。このため，組付け時に目視よ
りも高精度に部品の特徴形状を認識して，組付け向きの
正誤判断を行う仕組みが必要である。
1. 2. 3　作業箇所間違い
　誤認識による作業箇所間違いとは， 複数の同一部品に
対して実施する作業において，オペレータが作業内容や
作業状況を誤認識することで生じるものである。例え
ば，多数の同径ねじの対角締め作業がある場合に，締め
付け済み箇所とその他の箇所との混同による同一箇所の
多数回締め付けなどが挙げられる。このような作業は進
捗状況を目視やカメラ等で確認することは困難である。
したがって，組付け後の状態確認に代わり状況判断を補
助する対策が求められる。このような場合には，該当の
組付け作業中に，リアルタイムに作業箇所を教示するこ
とが対策の一つとして有効であると考えられる。
1. 3　組立作業支援システム
  前節で抽出した誤組立要因ごとの特性に合わせて組立
作業支援システムを開発した。このシステムは「作業手
順管理システム」，「組付け向き正誤診断システム」およ
び「作業箇所教示システム」からなる。システム全体の
フロー図を図 1 に示す。「作業手順管理システム」では
カメラを利用し，組立部品の使用状況から工程を自動識
別する仕組みを構築した。この識別情報を利用して手順
監視を行い，さらには同情報をトリガとして「組付け向
き正誤診断システム」と「作業箇所教示システム」を起

動することで確認作業等の実施漏れ防止を実現した。「組
付け向き正誤診断システム」では，対象工程での部品の
組付け向き間違いを防止する。また，「作業箇所教示シ
ステム」は作業箇所間違いを防止する。「組付け向き正
誤診断システム」および「作業箇所教示システム」は，
それぞれカメラやプロジェクタを利用して構築した。こ
の 2 つのシステムにより，部品の組付け状態の確認や作
業箇所の教示を行うことで，確認ミスや作業箇所間違い
の防止を実現した。以下に各設計の要点を記載する。
1. 3. 1　作業工程に連動した作業指示
　作業手順管理システムでは，工程を自動認識する手段
として，組立部品を積載したパレットをカメラにより監
視して部品の使用状況から工程を識別した。パレット上
部に監視のためのカメラを設置し，パレット全体が撮影
可能となるレンズを選定した。
　パターンマッチングのような部品の特徴形状を抽出し
て有無を識別する一般的な画像処理技術では， 解像度等
の面から 1 台のカメラで多数の部品を判別するのは困難
である。そこで， 1 台のカメラでも高精度に部品の有無
を判定できるよう，特徴形状の抽出によらず部品有無の
判定を実現する手法を考案した。この手法を採用するこ
とにより，パレット上の部品有無の出現パターンから工
程を認識するシステムが構築できた。このシステムによ
り，工程に応じた手順書の自動表示や手順逸脱時等の作
業者への注意喚起が可能になった。

図 1  システムフロー
Fig. 1  System Flow
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　実際に工程認識を行い，対応する手順書画面を表示し
た例を図 2 に示す。後述する「組付け向き正誤診断シス
テム」と「作業箇所教示システム」の制御（起動および
終了トリガ）にも認識した工程情報を活用している。こ
れにより，各システムを使用すべき手順において自動起
動する仕組みとした。なお，工程認識がパレット上の部
品有無だけでは不十分な場合には，組立作業に使用する
生産設備からの信号も利用してトリガ信号を補間してい
る。また，認識パターン，表示する手順書，システム起
動のタイミングなどは，今後の部品設計変更等の可能性
も考慮して容易に設定変更可能な仕様とした。
1. 3. 2　組付け向きの正誤診断
　カメラおよび画像処理を利用した「組付け向き正誤判
断システム」では，対象部品の組付け状態が確認できる
位置にカメラを設置し，特徴部位が高解像に撮影可能な
焦点距離のレンズを適用箇所ごとに装備した。また， 組
付け後は部品が見えなくなり組付け後に状態確認ができ
ないものは，組付け作業中に状態判定が必要となり，カ
メラと部品間の距離が変動する。距離の変動による画像
ぼけが生じないようレンズを絞って極力焦点深度を深く
設定し，輝度は露光時間で確保した。正誤判定処理は，
部品中の各加工部位を特定して加工部位の位置関係から
部品の向きを特定することにより実現した。周辺部位と
の境界で光が散乱して画像中の輝度が低くなることか
ら， 加工部位の特定には輝度変化のパターンマッチング
を利用した。また，今後の部品設計変更などの可能性も
鑑み， 画像処理アルゴリズムは画像処理内容や正誤判断
基準などの設定変更が可能な仕様とした。
1. 3. 3　作業箇所の教示
　例えば，多数の同径ねじの対角締め作業では，「締め
付け対象ねじを光で照射し，締め付けが完了した段階で
次の締め付け作業対象となる対角位置のねじを光で照射
する」ような作業箇所をリアルタイムに教示する必要が
ある。このため，プロジェクタを用いて対象物上に光を
投影するプロジェクションマッピングを作業箇所教示シ
ステムでは利用した。
　教示が必要な組立工程では，部品上に投影が可能な位
置にプロジェクタを設置した。また，プロジェクタ～部
品間の距離が短く， 製造現場のプロジェクタ取り付けス
ペースに制約もあった。したがって，短焦点型の小型プ
ロジェクタを選定し，視認性を上げるために投影面積中
で単位面積当たりの輝度が十分に高い製品を採用した。

組立作業中に部品は固定した位置にあり，プロジェクタ
と部品間の距離関係も常に一定である。したがって，指
示光が所定の場所に投影されるようあらかじめ指示光部
と背景の配色や形状を調整した画像データを作成してお
き，対象工程の作業タイミングで同データを照射するよ
うプロジェクタの制御を行った。また，プロジェクタで
使用するLEDの長寿命化のため，組立作業中のみ自動
点灯する仕様とした。生産部品ごとに，プロジェクタを
使用する組立作業の開始および完了のタイミングで，プ
ロジェクタの電源制御を行った。

2 ．品質検査データの一括管理体制の構築

2. 1　品質検査データの管理および活用上の課題
　従来，製造工程における検査データは紙媒体に記録さ
れていた。計測後に検査データを目視で確認し， トレー
サビリティ確保のために部品ごとに加工機等で刻印した
文字情報と併せて，オペレータは紙媒体に手書きで記録
を行っていた。また，データの確認や活用の際には， 一
つの製品に対して複数の記録用紙に分散したデータを集
約し，さらに分析用PCにデータを転記して利用してい
た。
　このように，人手による転記作業が介在すると転記ミ
スが生じる可能性があるため，人手作業をなくすことが
求められる。また，製造現場においても，記録ミスの削
減や作業効率向上の観点から可能な限り記録作業を自動
化する必要がある。さらに，データの確認や活用を迅速
に行うため，データを自動的に集約し，一括管理する仕
組みが必要である。
2. 2　品質検査データの自動記録と一括管理
　前節で紹介した背景から，転記作業をなくしてデータ
記録を自動化し，データを一括管理するシステムおよび
運用体制を構築した。
2. 2. 1　品質検査記録のデジタル化
　データ活用時の転記作業をなくすため，製造現場にタ
ブレット型PCを配備した。紙媒体と同様のフォーマッ
トでのデータ入力ができるよう画面を作りこみ， 記録段
階からデータをデジタル化するシステムを構築した。ま
た，デジタル化したことにより，入力値が検査規格から
外れた場合にリアルタイムにアラームを出力するなど，
誤入力の防止や不良品の次工程への流出防止の機能を設
けた。
　このように転記作業を不要とし，さらには異常時にア
ラームを出力することなどにより警告し，データ品質の
向上にもつながった。
2. 2. 2　データ記録作業の自動化
　現状では，記録作業の対象となっているデータは，主
に生産部品を識別するための文字情報（以下，識別子と
いう）と品質検査データである。そこで，識別子をセン
サで自動記録すべく，識別子自体の見直しを行った。一
般的に識別子の付与方法は 2 種類に大別される。一つは
ICタグやコード類（バーコードまたはデータマトリク
スなどの 2 次元コード）が印刷されたシールなどを部品
に貼り付け，間接的に付与する方法である。もう一つは，

図 2  作業と連動した手順書の自動表示
Fig. 2  Automatic display of procedure manual linked with work
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従来のように部品に刻印機やレーザマーカなどで直接的
に識別子を付与する方法である。製造工程では複数の工
程を経るため，間接的手法では識別子のはがれなどが起
こるリスクがある。
　したがって，直接的に識別子を付与する方法を選択す
べきである。また，金属表面に存在する識別子を自動的
に読み取らせる場合，従来の文字は読取安定性の観点か
ら識別子として好ましくない。とくに，ハンディタイプ
のリーダ（OCRリーダ）を利用する場合，金属表面の
文字は，照明の当たり方により文字形状の一部が認識で
きず類似文字と誤認識する可能性が高い。このため，安
定した読み取りが可能で，なおかつ小面積で大容量のデ
ータを表現できる 2 次元コードを識別子に選定した（表
1 ）。識別子を付与する刻印機とともにデータマトリッ
クスリーダを現場に配備し，読取の自動化を実現した。
　つぎに， 品質検査データの記録自動化について検討し
た。検査工程の中には，専用の自動検査装置で検査を行
う工程が存在する。従来はオペレータが検査結果を確認
し，紙媒体に結果を転記していたが，装置の制御用PC
で検査結果を整理し，後述するデータ管理システムにて
定期的にこの結果を自動的に抽出する仕組みとした。さ
らに，従来は試験前に目視にて行っていた試験条件や設
備状態の確認も，検査データから評価に必要な特徴値を
自動的に抽出し，検査結果に関連付けて記録する仕組み
とした。このように，従来以上に検査自体の健全性を保
証する仕様にした。
2. 2. 3　データの一括管理と活用
　タブレット型PCや検査装置から得られるデータを一
括管理するデータ管理システムを整備した。データの流
れを整理したイメージ図を図 3 に示す。本システムによ
り，製造現場でデータが入力段階からデータベースに自
動的に集約されるため，従来の紙媒体からデータを集約
する作業が不要となる。また，従来どおりトレーサビリ
ティを確保すべく，部品が生産ラインに投入された段階
で識別子を付与する。以降は，検査工程ごとに識別子情
報と関連付けてデータが記録される。組立工程では，部
品の組み合わせ情報の記録も行っている。工程ごとに記
録された識別子情報を利用し，任意の期間の検査データ
を，生産順に構成部品の検査データ類も関連付けて整理
して出力する機能をシステムに設けた。これは，社内ネ
ットワーク上のどこからでもアクセス可能なシステムと
した。
　上記のように，データを一括管理して，データの確認
や活用が迅速に実施できるシステムが完成した。現在

は，データの活用方法について検討を進めている。 品
質データを傾向管理することにより，品質や設備の異常
予兆検知を実現する取り組みを進めている。そこでは，
過去から現在までの品質データ等をグラフ化して製造現
場で常時自動表示する仕組みを整備するなど， さらなる
品質管理体制の高度化に向けて活動を進めている。

むすび＝組立作業において，ヒューマンエラーを防止す
るソリューションを開発・導入し，オペレータの技能に
依存しない組立ラインを実現した。これにより，一般的
には数百ppm程度発生するであろうと予測されている
組立作業ミスの発生抑止が可能となった。また，品質検
査データの一括管理システムを構築し，データの記録か
ら活用までに起こりうる誤記録や転記ミスのリスクを徹
底的に低減した。さらに，データ整理機能を設け，迅速
にデータ活用が可能な体制となった。
　これにより，従来は紙媒体の検査記録表から関連する
データを見つけ出して，転記やグラフ化などを行い分析
するといった日単位で行っていた作業を瞬時に実施する
ことが可能になった。
　今後にむけて，各システムの横展開や新たな機能開
発，得られたデータの活用方法を検討している。これら
により，さらなる品質管理高度化を目指す。
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表 1  識別子選定に向けた比較
Table 1  Comparison of identifiers

図 3  データ一括管理の概要図
Fig. 3  Schematic diagram of collectively managing data


