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あ ら ま し

富士通フロンテックのハードウェア製品は，金融系，流通系，トータリゼータ系に大

別される。全体としては多品種少量生産で，最近ではユニットや部品の共通化などの取

組みで仕様も減ってはいるが，2011年度の実績でも58種，2800仕様がものづくりの対
象となっている。また，構成部品の多さも特徴の一つで，特にメカユニットを内蔵した

ATM（Automated Teller Machine）は，1万点を超える部品（プリント板実装部品を除く）
で構成されている。これらの製品は，様々な紙，紙幣・コインや多様な入出力を扱い，

多種多様な機能を有するものが多いが，最近ではモジュール系に近い製品は海外への製

造シフトが進んでいる。これまで，摺
すり

合せ型として国内製造していた一部メカユニット

などは，トヨタ生産方式（TPS：Toyota Production System）などの手法を取り入れつつ，
国内で最適化する取組みを進めていた。しかし，コスト改善などの要求はますます厳し

くなっており，これらの製品群についても急速に海外シフトしつつあり，更に国内相当

のものづくりのレベルアップが求められる状況にある。

本稿では，富士通フロンテックのものづくりの変遷と，TPSを導入した最近のものづ
くりについて述べる。

Abstract
Fujitsu Frontech’s hardware products can be roughly classified into financial, retail 

and totalizator products.  On the whole, we manufacture small volumes of a wide range 
of products.  As actual results for 2011, 2800 specifications for 58 types are subjects 
of “monozukuri” (manufacturing), although the number of specifications has been 
decreasing recently due to efforts such as standardization of units and parts.  The 
large number of components is another characteristic.  Especially, automated teller 
machines (ATMs) integrating mechanical units are respectively composed of more 
than 10 000 parts (excluding PCB surface-mounted components).  These products 
handle information in areas mainly including various types of paper, banknotes/coins 
and diverse inputs/outputs and their components are increasingly computerized.  For 
near-modular products, manufacturing is shifting overseas.  Up to now, for some 
mechanical units that have been manufactured in Japan as integral types, efforts 
have been made for optimization in Japan while incorporating techniques such as 
the Toyota Production System (TPS).  But cost improvement and other demands are 
becoming increasingly severe.  Accordingly, a rapid overseas shift in the manufacture 
of these products is underway as well and, in addition, improvement of monozukuri to 
the Japanese level is required.  This paper describes the historical changes in Fujitsu 
Frontech’s monozukuri and recent monozukuri that has adopted the TPS. 
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現在も同じように続いている。この間，製造規模
が拡大し自動倉庫やロボットによる自動給材，自
動試験などを導入した自動化ラインなどの取組み
も，他社に先駆けて行っていた時期もあった。更
に，拡大したユーザ仕様に，短期間で切り替え製
造するために，セル生産を導入し対応した時期も
あった。

1990年代後半から2000年代では，市場停滞が顕
著となりローコスト化への動きが加速した。これ
に呼応する形でコンペチタの積極的な海外製造へ
の進出が目立ち，富士通製品も同様により効率的
な製造体制への移行を模索し，海外調達や国内協
力メーカを含めた製造体制の見直しなどを行った。
結果として，国内ではそれまでの製造協力メーカ
などとの分業体制から，社内取込み，プロセス統
合などの動きが拡大し，海外調達の種類も量も拡
大した。
このような状況の中，国内ものづくりは生き

残りをかけ，QCDS（Quality，Cost，Delivery，
Service）全ての革新によるより高度なものづくり
への脱皮を目指す機運が高まった。この中で，も
のづくりの仕組みとして評価の高いトヨタ生産方
式（TPS：Toyota Production System）のノウハ
ウの吸収からスタートし，富士通のものづくり革
新活動に呼応する形で，コンサルタントを入れた
活動へと拡大してきた。

ものづくり革新活動

FTECのものづくり革新活動は，富士通熊谷工場
と富士通機電（FTECの前身）に分かれて量産を行っ
ていた時代の1996年に遡る。両社ともTPSの講習
会などを通じ，そのノウハウの導入を図り，独自
でものづくり革新活動を開始した。両社のビジネ
ス統合後の2004年6月からは，コンサルタントの指
導に移行し活動を強化した。その後8年間，このス
タイルでの活動を進め，ほぼTPSの基本的な要件
の構築が完了した。同時に国内工場の機能が大き
く変わったことや，FTECのビジネス環境への対応
力を向上させる必要から，2012年6月からは再度自
主推進を開始した。

TPSの導入に当たってメカトロニクス製品に代
表される「部品点数が多い」こと，個別顧客専門
の仕様が多く「カスタマイズが多岐にわたる」こ

ものづくり革新活動

ま　え　が　き

多品種でカスタマイズ性が高いというのは，ど
んな製品でも広くよく使う製品の特徴を現す言葉
だが，富士通フロンテック（FTEC）の製品もまた
この言葉に代表される。更に，構成ユニットとし
てのメカユニットは，多機能で部品点数が多いこ
と，一品物でもないがほどほどの生産量というの
が製造上では重要な特徴として加えられる。ただ，
ものづくりをする上ではこれは意外と厄介で対応
しづらい特徴と言える。一方，この特徴のために
開発から量産までの製品開発プロセスでも，手間
がかかり面倒なプロセスになりやすく，早い段階
から開発と製造が一体となった開発を進めるなど，
開発の効率化を考慮して対応している。
結局，FTECのものづくりでは，このような条件
下の製品群に対応するため，作業者のスキルを最
大限生かし，設備導入は最小限のスキル補完とし
ての製造が主流になっている。これと合わせ，も
のづくりのコンサルタントの進め方が，ほかの富
士通グループとは多少違うところもあり，製造全
体として独自色の強いものづくりを形作っている。
本稿では，FTECのものづくりの歴史と，最近の
ものづくり革新活動について述べる。

ものづくりの変遷

FTEC製品のルーツは，1970年代，1980年代の
金融オンラインシステムの導入に端を発している
ものが多い。これらに対応する製造は，その時代
の経済活動やビジネス環境と相まって，富士通の
南多摩工場，館林工場，熊谷工場，そしてFTECへ
と展開してきた。

1960年代～ 1980年代は，高機能，顧客独自性の
高い製品に対する顧客の希求が強く，これを受け
て製品の種類も大きく膨らむと同時に短期間での
製品開発が求められた。結果として，「少量で生産
変動が大きく多仕様」という製品群に対応するも
のづくりの形態がここででき上がった。
このような背景から，先にも述べたようにもの
づくりの現場では投資対効果の観点から，大規模
な製造設備によるものではなく，質の高い作業者
を育成し，このスキルと必要最小限の設備で対応
するものづくりが生まれた。この環境・形態は，

ま　え　が　き

ものづくりの変遷
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図-1　バーンイン

と，これらによる「生産の変動が多い」ことなど
が，ものづくりに影響を与え，TPS導入の課題と
なった。ちなみに，最近ではユニットや部品の共
通化も進めてきたが，2011年度の実績でみても，
FTECの製造品目は製造機種：58機種/製造仕様：
2800モデルというように，まだまだ多様なものと
なっている。
次章以降では，TPS導入の課題とその解決に向
けた取組みやツールの一端を紹介する。

フルワークで1台流しの作り込み

フルワークで1台流しの製造ラインでは，活動当
初から後引き｛後工程が必要なときに，前工程か
らワーク（作業中の製品）を引き取り，前工程は
引き取られた分だけ生産する｝など，TPSの基本
的な考え方によるものづくりの構築に取り組んで
きた。ここでは，特にメカユニットに代表される，
一人あたりの部品の多さ，ATM，トータリゼータ，
更に表示装置に代表される大型製品の作業改善な
どが課題となり，この改善に取り組んできた。ま
た，富士通の信頼性保証の代表的な仕組みとして
のバーンイン試験などのプロセスもフルワークの
作り込みとして取り組んできた。
バーンイン試験はメカニカルな異常や電気的な
異常の検出工程として，組立・調整後と単体調整（主
にメカニカルなバラツキの補正作業）や機能確認
試験の間の工程で実施している。試験時間は機種
によって違うが，それでも4時間以上実施し，長い
場合は8時間にわたり全装置で実施している。この
ため，特に大型の装置ではスペースの有効活用を
優先し，まとめて夜間に実施する場合が多かった。
しかしこれでは，組立調整工程と単体調整・試験
工程間の流れが分断されることになる。

フルワークで1台流しの作り込み

これに対応するため，大型や中型の製品では，
バーンイン装置全体を一部屋1台に区切った形状に
し，順番に1台取出し1台セットする構造に変え運
用ルールを作った。また小型の装置では作業台の
下にバーンインを配置し，挿入口と取出し口を同
一として，バーンイン試験前後の工程をつなぐ工
夫などを取り入れ，1台流しとフルワークを可能と
する仕掛けに変えてきた（図-1）。結果として，大
幅なリードタイムの短縮と仕掛ユニット，装置の
削減が可能となった。

作業手順に対応した小さい設備

メカユニットは，製造台数が少なく部品点数が
多いことから，一人が2000秒，3000秒の作業を受
け持つ場合が大半である。このため，部材は一人
の作業工程に全ての部材を置き切れず，バケット
に段積みにするなどしていたため，大きな動作や
部品探しのロスなどが生じていた。また，大型の
装置ではワークを中心に作業エリアが大きくなる
傾向から，作業者の左右移動や上下動が大きくな
り，動きのムダが出やすいと同時に手順のバラツ
キが生じやすくなる傾向があった。
前者については，上下稼働式の部材棚などを作
り，大量の部材の取込みを図った（図-2）。後者に
ついては，装置を載せた状態で上下稼働できる作
業台や，大型装置用の作業台を作って対応してい
る（図-3）。
前述のように，FTECではその生産台数の規模な
どから，大型の専用設備を使用することは少ない。
奨励している「何でも提案」など，気軽な提案活
動を通し，作業者が気付いたアイデアなどをツー
ル化し，製造ラインに採用し補完するなどして製
造力の向上を図っている。当たり前な取組みなが

作業手順に対応した小さい設備

（b）中型装置 （c）大型装置（a）小型装置
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正を行うことができ，製造ラインに欠員が出た場
合など，作業量を調整する場合には有効な方法で
ある。しかし，混流ラインでは仕様ごとの作業量
変化に対する品質リスクが懸念されることも考え，
その実施に当たっては無闇な応授援とならないよ
うに「助け合いの範囲は20％まで」「作業は中断せ
ず完了できる領域まで」など，一定の条件を設定し，
リスクの軽減を図りつつ慎重に柔軟な運用を行っ
ている。

RFIDタグかんばんの導入

FTECでは，ものづくり革新活動の開始当初から，
部材のかんばん（注）納入をスタートした。スタート
時は，かんばんは一般的な紙かんばんを使用した
が，現在はFTEC製品の一つであるRFIDタグを活
用したかんばんを開発し使用している。
現在2000図番近くがかんばん運用の対象となっ
ているが，大半をRFIDタグかんばんで運用してい
る。RFIDタグかんばんでは，自社製の生産システ
ムと取引先を含めた情報共有が可能となり，部材
要求，納品，部材ロケーションや様々なサプライ
チェーン上のデータをタイムリに共有することが
できる（図-4）。例えば，かんばん発行という情報は，
工程内でかんばんが外れると同時にサプライヤに
伝わるため，紙かんばんより1日早くサプライヤか
らの納品が可能となる。
このシステムは，社内での活用はもちろん，幅
広く製品としての提供も可能となっており，RFID
タグの利用ビジネス拡大のモデルともなっている。
（1） RFIDタグかんばん利用の効果
・ 従来比約2倍の大幅な業務効率化
・ 管理業務の高速化と在庫の6割減
・ 紙削減とリライタブルシートによる環境性
（2） RFIDタグかんばんの構成
・ RFIDタグかんばん：リライタブル

500回使用可/通信距離3 m（UHF帯域）
・ シートプリンタ：処理能力5枚/分
・ かんばん一括読取装置：100枚一括読取/読取精度
・ かんばん回収装置

RFIDタグかんばんの導入

（注） TPSの理念の一つであるジャストインタイムを実現する
ための管理，改善の道具。生産/運搬の指示，工程/作業
改善の道具などの役割を担っている。

ら，こういう，小さな改善の積重ねを大事にする
ものづくりを目指している。

応　　授　　援

混流生産における，製品仕様ごとの作業量の違
いや休みの場合の作業リリーフなど，作業変動を
どう抑えるかというのは，ラインを維持する上で
重要なポイントの一つである。

FTECでも，工程設計する上での作業量は均等配
分を基本としている。しかし，FTECの製品群の特
徴である多品種少量，更には変動過多のラインで
は，その作業量自体も大きく，結果として作業領
域も毎回変わるなど，工程間のバランスのズレが
発生するリスクが大きい。

FTECのものづくりの特徴の一つである「応授
援」は，作業終了時に前工程が終了していなければ，
そのまま作業を引き継ぎ，作業終了時に後工程が
終了していなければ，そのまま後工程の作業領域
まで作業をし続けるというものである。結果とし
て，人の動きで自動的に工程間の作業バランス補

応　　授　　援

図-2　上下稼働式部材棚

図-3　上下稼働台付自立作業台
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りのための十分な基盤がある。
しかし，コンサルタント指導によるものづくり
革新活動当初の2004年に比べると，FTECの製造
環境は大きく変わった。国内で製造していた主力
のメカユニットの大半は子会社のフィリピン工場
で作り，流通系の製品の多くはODM（Original 
Design Manufacturing）などにより中国で製造す
るなど，海外製造依存が大きくなっている。これ
に対し国内工場は，量産工場としての位置付けよ
り，国内向け製品のカスタマイズや開発支援，海
外支援などマザー工場としての位置付けが顕著に
なっている。

FTECのものづくり革新活動は2012年度から自
主推進に変わった。今後はTPSを基本としつつ，
よりFTECの環境に摺り合わせた仕組みも取り込
み，FTECの最適なビジネスモデルの確立を目指し
ていく。

ものづくり革新活動の成果

ものづくり革新活動開始当初と比べて工場の製
造ラインは様変わりした。また，ものづくり生産
活動の成果も表れており，生産性向上やリードタ
イム，品質などの主だった指標では，2倍あるいは
半減の効果を得ている。更に，現在進めている受
入革新やより上流の工程を含めた最適化の活動を
強化し，より大きな成果の獲得は今後も十分可能
と考えている。

む　　す　　び

FTECは，日本の得意とする摺
すり

合せ型の製品開
発を可能とする開発部門を持っており，国内では
珍しくなりつつある金型や切削加工などの工場も
持っている。更に，加工から組立まで幅広い分野
に高いスキルを持つ従業員がおり，強いものづく

ものづくり革新活動の成果

む　　す　　び

図-4　RFIDタグかんばんシステム運用図

【製造ライン】

【サプライヤ】
ルート便

【出荷試験】

RFIDタグ
かんばん情報

RFIDタグ（入荷）
かんばん一括読取装置

シートプリンタ

RFIDタグかんばん

納入情報は
紙かんばんより1日早い

かんばん回収装置
（外れRFIDタグかんばん
読取装置）

生産管理システム

【かんばん管理】

【発注・納入・工程管理】
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