特集テーマのね らい③セル生産方式の課題 と展望

]本

特集 を組む にあ た って

多品種少量に効率 よ く対応 し,同 時 に作業者 の働 きが
"が
い も向上 させ る生産方式 として セル生産方式
多く
の企業 で導入 されてい る。本特集では, この セル生産
"を
取 り̲にげることとなった。セル生産方式 につい
方式

疑間を感 じた。
己事 が ある
なぜならば,そ の理由が述 べ られてい ない言
こと,仮 に理由が述 べ られていた として も,コ ンベ ア生
産方式 と比較す る場合 の考察の対象範囲や前提が明権で
ない ものが多 いか らである。具体的 には,以 下 の ような
疑問点が生 じた。

て新聞や雑誌 の記事 を見ると,従 来 の コンベ アを用 いた
工程分業形態 に比 べて,大 幅 な生産性向上, リー ドタイ

(1)セ ル方式は, 1人 生産方式,U字 方式,自 己完結方

ム短縮,ス ペ ース肖」
減,モ ラール向上な ど,セ ル生産の
メ リッ トが強調 されてい るものが多い。一方 で,大 きな

言われ てい る。 どれが,そ の本質 なのか ?
修)セ ル方式 は,簡 単 に構築 で きるのか ?

効果 を生み出した理由,セ ル方式 を定着 させ うまく運用

は)セ ル生産では,製品の変更 に伴いすべてのラインを変

する上 での工夫,今 後 の展望 な どを掘 り下 げ詳 しく述ベ

更 しなければな らない,こ れは負i巳にな らないのか ?

た文献 は意外 に少ない。

式,屋 台, 1個 作 り方式な ど,そ の特徴 を示 した言葉で

)部 品の納入 か ら製品の出荷 までのハ ン ドリングを合

な問題 となった。 セル生産方式の効果だけを強調 した も

めると,効 率的 な方法か ?
15)セ ル生産方式のスペ ース生産性 はよいか ?

のではな く,IE的 な視野か らセル生産方式の特徴や課題

に)一 貫 した流れのなかに設備 によるロ ット生産が含 ま

を明確 にした特集 をどのように作 り出すかである。議論

れていた り,多 品種少最 の受注情報 が完全 に入 らないな

を重ねた結果,本 特集 では編集委員がセル生産方式 の現

かでも, この方式を進 めるべ きか ?

場 を訪 ね,担 当者 と議論 をさせていただ く。 そしてセル

竹)製 品の構成や変種,変 量 とい った条件 だけに対 しセ

生産方式 を,コ ンベ ア生産方式 と比較するのではな く,

ル生産方式 は選択 されるべ きか ?

各企業がセル生産方式 を展 開す るにあた り工夫されてい

は)セ ル生産方式以外でも,働 き甲斐 が見出せないのか ?

る点や現在抱 えている問題点 などを明確 に紹介 していた

0)セ ル方式 では,人 に負 う ところが大 きく,新 たなエ

だ くことを通 じて,セ ル生産方式の特徴や課題 を述べ る

法や設備化,情 報化 が進みに くいのではないか ?

本特集 を組 むにあた り,こ の点が編集委員会 で も大 き

こととした。 したがって,本 特集 は特色 のあるセル生産

これ らは,セ ル方式へ の批判 ではな く,大 きな効果 を

方式 の記事 を集 め,そ れ ら全体 で上記 の課題 に答 えるも

生み出す ことへ の宗朴 な疑間 である。 そ こで,次 にセル

の となってい る。

亀産方式 の生 い立ちについて詞 べてみた。

以下 に, どのような ことを議論 し記事 をまとめていっ
たか, また個 々の記事 の特色 を簡単 に述 べ,特 集 のね ら
いを述 べ させていただ く。
2 セ

ル生 産方式 へ の 素朴 な 疑 間

3 セ

ル生産方 式の生 い立 ち

セル生産方式の始 りは,「
テクノロジー (質
roup
グループ・
technology)Jあ るい は,「 コンベ ア方式 への批判Jと 思
われる。

初 めに,セ ル生産方式 についての雑誌や記事 を見直 し

前者 のグルー プ ・テクノロジー とは多品種少量生産 を

てみた。前述 したように,そ こには従来 の コンベ アを用

効率的 に行 うための手法な らびに考 え方であ り,類 似部

いた生産 方式か ら,セ ル生産方式へ と杉イ
子することで,
大 きな効果が得 られた と報告 されてい るものが大半であ

品 (たとえば,形 状 が似 た もの,寸 法が似た もの,加 工
方法が似 た もの)を 集約 してグループ とし,工 程設計 を

った。 しか し, このような大 きな効果が生 まれる ことに

合球化 し,各 グルー プに適切 な機械 と治iR具 を割 り当て,
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段取時間,工 程間運披,加 工待 ちを減少 し,無 秩序 に生

げるな らば,以 下の ことで ある。

産する場合 より大 きいロ ッ ト数で,大 量生産方式 に近 い

現代 では多品種少量 や変種変量 とい った需要,顧 客志
向,さ らには製品のライ フ ・サイクルの短期化 とい う環

効果 を与 え,生 産性 を向上 しようとするものである。
後者 の 「コンベ ア生産方式への批判」 は, コ ンベ アで

境変化 が生 じて いる。 そこでは今 まで とは異 なるフレキ

の 7つ の無駄 で代表 され ることが らであ り,い くつかの

シビ リティを持 ったラインの構築 が求 められ,そ の手段

記事 が掲載 されている。

としてセル方式 が模索 されているのである。 そして,こ

これ らの ことは,セ ル方式 を考 え直す きっかけともな
る。 グループ ・テクノロジー は,多 品種少量品をひ とま

のフ レキシビ リティを実現す るためには,様 々な生産要
"を
素 のなかで最 もフレキシビ リティを持 つ 人
活 かす

とめにしてセル化するのではな く,適 した単位 でセル化

ことが必要不可欠 となる。

する ことを示唆 して くれ る。
また,コ ンベ ア方式の原点 はフォー ド生産方式である。
"が
フォー ド生産方式以前 は,雛 妙、さん
スキル を発揮 し
手作 りでひとつひ とつの品物 を作 っていた。 それが大量
"の
生産時代 にな り, 人
作業 を 「
専門的分業化」
,「細分
化」
,「単純化Jす るフォー ド方式 により効率化 を図 った。
"の 「
そ して,多 品種 少量時代 とな り 人
多工 程持 ち

生々 しい言葉 も含 め,取 材 を通 して 人

いて行 けない人 は,や めていった。
J「 セル を構築す る際
に,最 も大変だったのは立ち作業 にす ることだった。
人
J「
が多能工化 され,活 かされなきゃセル なんてやって も意
味がない。
J

セル方式の両極 を 「
行 き過 ぎJや 環境 の変化 で行 きつ戻

(1)講

このような ことを念頭 におき, 2で 示 した疑 間 を持ち,

ついて聞

かれた声を紹介する。
「セルは人 で ある。
J「生 き残 りのためには,人 を活 か し
「
セル を活用 してい くことが必要である。」
セル をやってつ

化J,「多能工化Jを行 うセル方式 とな り,あ る意味で音の
"
人の活 かされ方 に戻 ったようにもみえる。このように 人
に着 目す ると,歴 史 は繰 り返 してお り, フォー ド方式 と

りつ してい るようにもみえる。

"に

このような共通点が あるが,以 下 に本特集 の構成 にそ
って,各 企業の取 り組みを紹介 してゆ く。

セル生産方式のメ リッ トやデメ リッ トはコンベ ア生産
方式 と比較 され ることが多 い。 しか し,こ のよ うな比較

これ らをセル生産方式を実際 に担当 されてい る方々にぶ

の元 では,セ ル方式 に内在す る真 の問題 を把握すること

つ ける ことにした。

はで きない。 セル方式をひ とつの生産方式 として単独 に

4 セ

ル生 産 方 式の特 徴 と課題

セル方式 を活用 してい る現場は,コ ンベ アを廃 し移行
した ところがほ とんどで あった。 しかし,コ ンベ ア方式
との比 較 では, 2で 述べ たように考察の範囲 を明確 にし
て効果 を聞 いてみると,記 事 に示 されて いるような大 き

考察 の対象 として とりあげ改善 してゆ くことが重要であ
る。以上 のような問題意識の もと,セ ルの語源や定義 を
考察 した上で,IE的 な観点 か らセル方式の条件 について
整理 ・検討 し,今 後 セル方式 を展開 し,改 善 を進めてゆ
く上で参考 となるポイ ン トを論 じられている。
(2)ケ ース ・スタデ ィ

に,記 事 にあるような大 きな効果がでるのは, コ ンベ ア

① コンベ ア方式 (量産方式)と セル方式 (ヲ
F量産方式)
・
の棲 み分 け/愛 知機械工業仰 日本ケ ミコン働

方式が あまりに非効率だったのではないか とい う意見が

コ ンベ ア方式 をセル方式 に変 えると,大 きな効果が得

な効果 までは得 られない とい う意見が大半 であった。逆

聞かれた。

られ るのか ? こ の疑 間 に対す るひ とつの答 えを示唆 し

それでは,な ぜ これ らの企業 はセル方式を進めるのか

て くれるケースである。すなわち, コ ンベ ア方式は効率

とい うことになる。 セル方式 を着実に取 り入れ効果 を出

が悪 いのではな く変種変量 のなかで使用す ることに無理

して い る企業 は,独 自の視野 でセル方式 を利用 している

が ある ことに着眼 されている。 そ こで,品 種 を分類 し,

とい うのが,取 材 を通 しての答 えであった。共通点 をあ

コンベ ア方式は量産に特化 し儲 け頭 になるように蘇 らせ
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ている。一方,そ れ以外 の変動 を吸収す るためにセル方
式 を位置付 けてい る。

セル生産方式 は,コ ンベ ア方式 に比 べ明 らかに人 が多
能工化 され る。多能工化 は日本 ならではの人の使 い方で

愛知機械工業 のケースでは,簡易AGVを

用 いたセル方

あり,プ ラス面 でみれば人の活性化 につなが り,マ イナ

式 の構築,ま た部品供給 を含 めたセルや大量かつ変量 に

ス面でみれば光駒 強化や差別化につ なが る。 この ことか

適応す るためのセル な どが提案 されている。 日本 ケ ミコ
ンのケースで は,従 来 では大量品を自動化 ラインによ り

らも,セ ル方式を実現するには人 を大切 にし,人 を活 か
す ことが最 も重要である。 この人 を活かす こ とについて

生産 していた ものを,受 注量の変化 によ り切 り分 けし,

工場 をあげて取 り組 んでお られるケースで ある。

1個 作 り設備 を導入 し多品種少量用の 自動化 のセル方式

また,本 工場 では最 も部品点数や種類数が多 く高精度

を構築 されている。

を必要 とする ものか らセル化 されてい る。 これは人 の多

②問接業務 も含めた自己完結 を目指 したセル方式/1■l
山武 ・オムロン働

能工化 を考 えると逆のように思われるが, こ のことが品

生産現場 に顧客の需要情報 が流れ,そ れに基づ いたフ
レキシブルな生産 を行 うことでセル方式 は効果 を発揮す
る。 そのためには間接業務 (管理業務)を セル方式 に取
り込む必要が ある。これが実現 されると「
計画〜調達〜製
造〜出荷Jを 自己完結で行 う,セ ル方式 となる。
両 ケースには,セ ル化 も含 めた直接業務の改善 が着実

質向上 に大 きな役割 を果たす ことが紹介 されてい る。
●)研 究 ノー ト/働 日立製作所
本研究 ノー トは,セ ル生産方式 の向上 と展開には,生
産技術的側面 か らの考察が必要であるとい うところか ら
出発 してお り,本 特集のね らい と合致 して い る。
本稿のなかで は,組 み立てセル を対 象 としてセルシス

に行われた元で次の間接業務 へ の拡大 を進めた こと,聞

テムの設計方法が提案されてい る。設計 は,「対象製品に
適合するセル生産形態の設計Jと 「
セルヘ の部品供給 を

接業務 まで も合める ことで作業者 はより顧客 と向 き合 う

中心 とした物流方式の設計 Jの 両者 を考察の対象 とし,

ことにな り働 き甲斐が増す ことが示 されている。 さらに,

代表的なモ デル を提案 されているところに特徴 が ある。

山武 のケースでは,情 報機器の活用の前段階で間接業務
に関する情報 を見えるかたちに整理することの重要性 や,
間接業務 にお ける人材育成 について述 べ られてい る。 オ
ムロンのケースでは,コ ス トを明確 に意識 し,間 接業務
ー ク ・ショップ ・
を含 めたセル方式 をWSM(ヮ
マ ネー ジ
メン ト)と呼び,WSMを

導入す る経緯 や意義 について論

じられてい る。
③ 情報機器 を活用 した搬送 一体型セル 方式の構築/松
下精工硼
セル方式を導入すると,生 産する場所 が い くつ も分 か

さらに,セ ル方式 にお ける新人な ど非熟練者の育成 や支
援 について,作 業習熟 と関連付 け,IT技 術 を駆使 したッ
ール を提案 されてい る
。
)現 場改善/m島

津製作所

セル方式の導入 は工場や現場 を大 きく変 えるきっか け
ともなる。特 に,重 要な ことは 人"の 活 かされ方であ
る。本ケー スでは,セ ル方式の導入 をきっか けとして,
改革を現場 に定着 させた事例 を紹介 していただいてぃる。
また, このよ うな改善 の上壊 は海外では困難 と思われが
ちであるが,そ れを実現 されているケースである。

れることにな り,部 品供給 はその分手間 がかか る ことに
なる。 しか し, こ のケースで は,部 品や完成品の 搬送
"と
"を
具
作業台
かねた 「キャリアーJと 呼 ばれる天

(5)座 談会

井吊 り下 げ式のフ ックコンベ アを用 いて,搬 送 と生産が
一体 となったセル
方式が提案 されている。 さらに,セ ル

ただいた。 これ らの内容 は,セ ル導入 を検討 してい る企
業,新 たなるセル方式を模索 されてい る企 業 に示唆をあ

毎 の出来高や品質 などの集計,的 確な作業指示 を送 るな

たえる もの となってい る。

ど,情 報機器 をうま く活用 されている。
④人 を活 か したセル方式/オ リンパ ス光学工 業lfl
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最後 に,座 該会では,テ ーマ を 「
新 たなるセル生産 方
式への模索Jと し,大 学や企 業 の枠 を超 えて議論 してい

取材 に協力 していただいた皆様 に,心 か ら感謝 します。
(篠日心治/編 集委員)

