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あ ら ま し

1990年代後半から，金融機関の破綻や大手金融機関同士の合併・統合が相次いで進み，富
士通フロンテックの主力製品である現金自動預払機（ATM：Automated Teller Machine）
は，競争の激化によって価格が下落し，今後も更に厳しい状況が続くと予想されることから，
2002年1月からフィリピンにある関連子会社Fujitsu Die-Tech corporation of the Philippines
（FDTP）で金融メカモジュールの製造を開始した。最初は国内ATM原価に占める割合の高
い紙幣リサイクルユニット（BRU：Bill Recycle Unit）をFDTPから調達することにより国内
ATMの大幅な原価改善を図り，以降，金融メカモジュールの海外製造を拡大していった。金
融メカモジュールの本格的な海外展開に当たっては，フィリピンの特徴を十分理解した上で，
様々な課題に対して施策検討を行い，日本と同じ品質・納期をFDTPで実現化してきた。近年，
海外顧客の受注が急激に増えたことから，展開機種の拡大やFDTPからの直出荷などビジネス
形態の変化に適宜対応している。また，継続するプライスエロージョン（価格下落）の中，海
外製造コストの早期獲得や投資費用の抑制，海外の仕向け先増加に伴う多仕様/変動生産に対
応するものづくり体制確立など，売上・損益に直結する重要な海外工場としてFDTPは成長を
続けている。
本稿では，約10年間のFDTP展開の歩みについて述べる。

Abstract
Since the late 1990s, many financial institutions have collapsed and major ones have merged 

and integrated with each other.  Fujitsu Frontech’s main products are automatic teller machines 
(ATM), and their prices have fallen due to increasing competition, and an even more difficult 
business environment is expected in the future.  Hence, in January 2002 we began producing a 
financial mechanical module at our subsidiary in the Philippines, Fujitsu Die-Tech corporation 
of the Philippines (FDTP).  Our initial aim was to procure from FDTP bill recycling units (BRU), 
which account for a high percentage of our ATM costs in Japan, so that we could significantly 
reduce the costs of domestic ATMs.  And later, we began to expand our overseas manufacturing 
of the financial mechanical module there.  Upon expanding our overseas manufacturing of 
the financial mechanical module in earnest, we first obtained a sufficient understanding of 
the characteristics of the Philippines, and then examined measures for coping with various 
challenges.  And we ensured that FDTP could offer us the same level of quality and delivery 
dates as we could obtain in Japan.  In recent years the number of orders we receive from overseas 
customers has been increasing rapidly, and so we have made appropriate changes to the business 
form, in ways such as increasing the types of models made at FTDP and having the models 
shipped directly from FDTP.  In addition, amid ongoing price erosion, we have established a 
manufacturing system that lets us acquire at an early stage the cost of overseas manufacturing 
and suppress investment costs, and that can handle multi-specification products and variable 
production in accordance with the increase of overseas locations that we ship products to.  In 
this way, FDTP has continued to grow as an important overseas factory that is directly linked 
to our sales and earnings.  This paper describes the history of FDTP’s development in the last 
10 or so years.
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リピン（Laguna州：Laguna Techno Park）で操
業を開始し，自動車関連プレス金型（順送型・ト
ランスファ型）の製造・販売から海外製造の第一
歩を踏み出した。当時は，継続するプライスエ
ロージョン（価格下落）の中，海外進出する企業
が増えており，フィリピンも日系企業が多く進出
していることから加工部品の調達が容易で，SCM
（Supply Chain Management）の面から金融メ
カモジュール（図-2）を初めて海外で製造するの
に条件の良い環境が整っていた（Laguna Techno 
Park進出企業109社 内日系71社：2010年）。また，
フィリピンは英語圏で話しが通じやすく，低賃金
かつ若い労働力が豊富（国民の平均年齢23～ 24歳：
2008年統計）で雇用確保の面でも条件の良い環
境にあった。しかし一方では，海外出稼ぎ労働者
（OFW：Oversea Filipino Worker）により離職率
が高い（特にスタッフ系）という側面を持ってお
り，安定した製造体制・品質維持のため，フィリ
ピン展開の推進プロジェクトを発足させ，現地調
査の情報など様々な見地から施策検討を行ってき
た。現在も製造プロセス単位でのワーキンググルー
プ活動を行い，市場要求や環境変化に対応した製
造体制構築と品質保証プロセスの変更を行うため，
富士通フロンテックとして支援を継続しFDTPをサ
ポートしている。

FDTP展開は2002年1月からサブユニットのノッ
クダウン製造からスタートし，2003年には加工部

ま　え　が　き

富士通フロンテックは，主力製品である現金自
動預払機（ATM：Automated Teller Machine）の
市場において，競争激化などの厳しい状況が予想
されることから，ATMの紙幣処理を行う紙幣リ
サイクルユニット（BRU：Bill Recycle Unit）を
2002年1月からフィリピンの海外子会社Fujitsu 
Die-Tech corporation of the Philippines（FDTP）
で製造を開始した。最初はサブユニットのノック
ダウン組立から段階的に展開を図り，2003年には
ユニットの一貫生産体制が確立された。
その後，日本，韓国での新紙幣対応機種におい
て，富士通フロンテックグループとして過去に経
験のない大規模生産能力を持つ海外量産工場へと
成長した。また，段階的に機種を拡大し，現在は
海外顧客向け金融メカモジュールの出荷，品質保
証までを担い，欧米や新興国向けに直出荷するな
ど，富士通フロンテックにおいて欠かせない重要
な海外工場となっている。
本稿では，FDTPの今までの展開ステップ

（図-1）である低賃金と豊富な労働力を活用した製
造体制の構築，展開機種の拡大（直出荷含む），量
産初ロットからの垂直立上げについて紹介する。

低賃金と豊富な労働力の活用

FDTPは，1997年9月に金型製造工場としてフィ

ま　え　が　き

低賃金と豊富な労働力の活用

図-1　FDTP展開の変遷

’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12年度

金型

HDD

金融メカ
モジュール
製品

P型：ポケット型
S型：スロット型

BDU ：Bill Dispenser Unit
PPR ：Passbook PRinter unit 

1997年9月操業（1996年6月設立）～現在に至る

1998年～2006年

BRU（P型）

BDU（S型）

BDU（小型）

PPR（通帳pr）

BRU（S型）

次期BRU（P型）

直出荷（韓国向け）

直出荷

直出荷

直出荷

≪日本新券特需≫ ≪韓国新券特需≫

【低賃金と豊富な労働力】

【展開機種の拡大】

【垂直立上げ】



FUJITSU. 64, 4 （07, 2013） 447

グローバルプロダクトの量産工場への展開

約60％（コスト比）を占めている。これをいかに
安く，より多く「現地調達」できるか，また納期
どおり部材の面揃

ぞろ

いができるか（部品オペレーショ
ン）が，フィリピン展開の大きな課題であった。

【現地調達】

展開初期は，進出企業が多い加工部品を中心に
現地調達率を上げるため，金型・治工具は日本か
らの移設で対応した。また，購入部材においては，
FDTP受入検査員へのスキル移管や品質保証方法の
確立を図りながら順次展開した。
（1） 金型・治工具の仕様書整備
金型製造共通仕様書や移設型仕様調査票などの
帳票類を事前に整備し，部品立上げを円滑にでき
るよう準備を行った。
（2） 発注先の選定方法
部品の加工難易度やサプライヤ設備・製造能力
を事前に調査し，発注先を選定（最適化）した。
（3） 立上げ支援体制
量産部品の品質安定までの継続支援（部品品質
監視・サプライヤ指導書類の妥当性確認と是正）
を行った。

材の現地調達と組立完成体までの製造移管が完了
した。そして同年，日本の新紙幣対応機種生産の
ため多くの出張者を日本からフィリピンへ派遣し，
日本でも経験のない大規模生産に対応した。
当時は加工部品サプライヤも製造能力増強に苦
戦し，また，FDTPも加工・組立人員増員のため，
急激な派遣社員採用による作業習熟の遅れ，目標
工数未達，品質悪化防止など，様々な緊急対策措
置に追われていた。今までBRUは日本でも月産
300台程度の実績ではあったが，増産期ピークには
月産約1200台を達成するまでに至った。想定外の
費用（支援・物流など）も多く掛かったが，この
一連の経験は2006年の韓国の新紙幣対応機種の増
産（月産ピーク2400台）や，その後の機種拡大に
つながるなど，海外での製造体制のあり方やノウ
ハウを吸収する上で富士通フロンテックグループ
として貴重な成熟期となった。
以下では，海外製造に当たり取った施策を述

べる。
● 部材調達

BRUは約8000点（展開当初の機種）の部品から
構成されており，その内，加工部品・購入部品は
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ローバル
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図-2　FDTP展開した金融メカモジュール製品群
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小アセンブリから組立工程間に検査員を置いて，
全組立項目をチェックし不良品の流出防止を図る。
● 労務管理
労務管理は日系企業のフィリピン進出に当たり
最も重要なファクタであり，現地の制度，慣習，
社会，文化を理解して労使関係を良好なものに維
持管理する必要がある。FDTPではこれまで以下の
ような取組みを行ってきた。
（1） 労使協議会の導入
ローカル幹部と一般職を中心とした労使協議会
を導入し，ローカル社員による運営を実施し友好
で円満な問題解決を図る。
（2） 福利厚生（離職率低減対策）
遠足やスポーツ大会，パーティなどの社内交流
によって従業員のコミュニケーションとモラルを
維持する。また，毎月バースデーミーティングを
開催し，日本人社長とローカル社員の意見交換を
実施する。
● リスク管理

FDTPでは自然災害，トラブルなどで想定される
リスクに対して次の対策を講じてきた。
（1） 自然災害などで電力の供給がストップした
場合
工場内に2基の自家発電機を保有し，工作機械と
組立工場が稼働できる最低限の電力を確保する。
（2） 台風の影響で港が閉鎖，または船便が欠航し
た場合
洋上（定期船積み）に2週間分の製品在庫を保有

（カントリーリスク在庫の保有）する。
（3） サプライヤが火災または倒産で操業停止の
場合
2ndベンダを活用し，現地での1社集中のリスク
を避ける。

機種の拡大

2005年頃から海外需要が急激に伸び始め，海外
大手ATMメーカ向けOEM（Original Equipment 
Manufacturer）製品の新規開発や日本で製造して
いた製品の海外向け出荷増加など，グローバル価
格の実現とリードタイム短縮が新たな課題として
挙がってきた。FDTPで機種を拡大するには，加工
部材（金型製造含む），組立製造の能力増強や，日
本を経由せず現地から直出荷する体制の早期実現

機種の拡大

（4） 購入部材の品質保証
受入検査員の日本実習と品質保証設備を配置す
るとともに，発注先への日本からの定期工程監査
を実施した。

【部品オペレーション】

部品オペレーションにおける最大の課題は，
約8000点にも及ぶ部材の面揃いにある。展開初期
もインフラ整備と生産，物流管理業務のスキル移
管において，いかに日本と同じ環境を整え，管理
できるかがポイントとなり，以下のような取組み
を行ってきた。
・ 日本からのオペレーションの恒久的支援を想定
した生産管理システムをWeb版＋マルチ言語
対応

・ 部品物流～製品物流に至る物流一貫体制の構築
による戦略的オペレーションの確立

・ 部品面揃い状況の可視化とスタッフの分業・標準
化を図り安定した部品オペレーションを展開

● 組立・品質保証
フィリピン人のおおらかで陽気で細かいこと
は気にしないという国民性を十分理解した上で，
約8000点の部品で構成されているBRUを組立て，
更に品質を確保するには作業者スキルが重要とな
る。日本と同じ品質を実現（一つの欠点も許され
ない）するため，次の三つの基本施策を導入した。

【現地対応トレーニング方法の確立】

（1） 組立作業者スキル構築
下記の教育システムでステップを踏み，合格後
独り立ちさせる（期間3週間～1か月：日本は1週間）。
・ 基礎教育：基本工具の正しい使い方など
・ 応用教育：製品パーツで反復訓練
・ ライン教育：インラインで評価・監視
（2） 検査作業者スキル構築
組立作業者教育を受講後，ライン上で検査教育
を実施する（故意に不良を混入させ，検出能力を
チェックするなど）。

【作業手順の徹底したマニュアル化】

One Item One Check（一作業ごとのチェック）
を基本に写真を取り入れ（ビジュアル化），チェッ
クボックス入りの確認シートで全作業を網羅する。

【小アセンブリから中間検査の関門設置】

トレーニングで構築されたメカ組立スキルと部
品一点一点を網羅したチェックシートを使用し，
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織化し，製品品質保証とRoHS（Restriction of 
Hazardous Substances）保証の体制構築を図った。

【製品品質保証（図-3）】

（1） 検査体制強化
FDTP展開初期から派遣社員が組み立てたもの
を正社員が検査するスタイル（ダブルチェック制）
を各工程プロセスで行いながら日本と同じ品質レ
ベルを造り込んできたが，機種の拡大と直出荷品
質確保のため，更にQA部門の検査員による各ユ
ニットの最終工程での検査（トリプルチェック体
制）を実施することにした。
（2） 作業者のスキル維持
教育プログラムによるスキル取得・判断後に組
立ラインへ投入し，また投入後も定期的なスキル
判断を実施してきた。なお，ルール逸脱，障害発
生時にはインシデントレポートを発行し改善を促
すなど，作業者スキル管理も行ってきた。

【RoHS保証】

（1） 受入検査時にX線測定器による有害物質含有確
認や非含有証明書の添付徹底などの体制を構築
した。

（2） 2007年からは取引先（フィリピン・中国ほか）

が重要となった。
● 製造能力
加工部材の製造能力増強における最大の課題は
金型調達にある。FDTP展開初期も中国や韓国で
立ち上げた金型をフィリピンに移設し，フィリピ
ンサプライヤで量産立上げを行ったが，設備仕様
の微妙な相違や相性などから部品品質の問題が多
発し，金型修理や加工条件設定で余計な費用や時
間がかかった経緯がある。それを教訓にフィリピ
ンの発注先（加工先）へは金型製造を含めた部品
を依頼し，金型製造の段階から量産品質の造り込
みができるように調達方針を変えた。また，発注
先にとっても自社設備に合わせた金型構造化や売
上増加の面で相乗効果が生まれた。組立製造では，
非正規社員の増加による作業スキル低下が大きな
課題であり，作業者教育プログラム確立とともに，
海外へ直出荷する上では，品質保証部門の組織化
が急務となっていった。
● 品 質 保 証（QA：Quality Assurance）部 門 の

組織化
機種の拡大と海外顧客への直出荷（Drop 

Shipping）に向けて，2005年からQA部門を組

作業/設計

日本研修

設備投資

5月：
スタッフ研修

2月：
実習（量産1）

4月：
実習（量産2）

12月：
STEP2実習

4月：直出荷実習

5月：センサレベル変動有無モニタ開始

1月：個人別障害管理開始

5月：CRパス

1月：ORT（On going Reliability Test）

7月：教育プロセス確立（プロセストレーニング/EV） 12月：プロセス強化（パラレル中の監視）

1月：トリプルチェック体制
10月：トリプルチェック体制

7月：スキルチェック導入 7月：スライド方式採用（FRI）

7月：FTEC-FDTP品質会議開始
2月：サブコン品質会議開始

10月：渋り確認チェック開始

5月：整合性確認1月：チェックシートレベルUP（写真入）

12月：音波式ゲージ採用 10月：拡大

3月：コネクタロック部材採用

4月：カラーネジ採用

教育

ドキュメント

設計改善/監視

会議

4月：レギュラー比率up（プロジェクト社員対応）

1月：TPS（Toyota Production System）本格化

7月：スキル移管

FX作業実習FX実習（DVT含）

3月：ローカル社員と品質会議

4月：ECO適用部品evaluation

4月：line外作業者evaluation導入

全ユニットへ拡大
スキル

10月：テンプレート方式

視認性向上（検討中）

9月：X線設備 7月：バーイン 7月：チャンバ
12月：防塵/静電気バーイン

5月：finalへ拡大

年度 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09

図-3　製品品質保証の施策（フィリピン現地の環境に合わせた体制構築）
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（1） FDTP製造技術スタッフのPPM機からの日本
研修実施・設計変更対応の教育

・ 障害解析の教育
・ 製品機能の理解
（2） 富士通フロンテックの製造スタッフによる試
作機（EM：Engineering Module）の製造性検
討（レビュー会参画）

（3） FDTP量産立上げの初期品質確認（日本実習で
の作業習熟度を富士通フロンテックが確認）

む　　す　　び

FDTPはプロフィットカンパニーとして成長を続
け，今後も以下の内容を重点に取り組んでいく。
（1） ダイレクトオペレーション（手番短縮）
業務部からFDTPへダイレクトに仕込み指示を行
うオペレーションに変更し，情報連携手番を短縮
する。
（2） 自己調達率の改善（手番短縮とコストダウン）

FDTP購買体制強化（日本人駐在サポートと現地
化推進）により，FDTPの自己調達率拡大を図る。
（3） ものづくり改善（変動生産と多仕様対応など）
現在FDTPでは12機種109仕様という多くの製

品を製造しており，同時に主力の紙幣系ユニット
では一人あたりの作業時間は3000秒前後となる
ため，海外特有の製造の仕組みを作り対応してい
る。これがものづくりの仕組み導入に大きく影響
しており，この状況を踏まえ，早期にTPS（Toyota 
Production System）の仕組み定着に向け，現在で
は海外工場として特別視せず，補完の仕組みやルー
ルの見直しを含め，日本国内相当のものづくりが
できる工場へ向けた革新的な取組みを行っていく。

む　　す　　び

のRoHS監査をスタートさせ，定期的な巡回監査
とフォローアップを継続している。
なお，RoHS対象部品（2008年時点）は月平均
約4000点で，約2000図番をX線測定で確認して
いる。
現在FDTPは，金融ビジネス製品の総生産高の
約3割に相当する製品にユニット提供しており，売
上，損益に欠かせない重要な工場となっている。

2009年からの新機種立上げにおいて，量産立上
げ費用の抑制や海外製造コストの早期獲得など新
たな取組み（垂直立上げ）を行うことで更なる利
益体質へ挑戦中である。

量産初ロットからの垂直立上げ

● 金型立上げ期間の短縮
新規開発は，フィリピン以外からの金型調達を
最小限に抑え，既存サプライヤとFDTP社内の金型
製造能力を増強した。これによって金型移設立上
げ期間の削減や二重立上げ費用の抑制など，大き
なコスト効果を生むことができた。
● FDTP製造技術スタッフの育成と活用
従来の組立製造立上げは，量産先行機（PPM：

Pre Production Module）に設計問題や製造性問題
が多く発生することから，本格的な量産がスター
トした後，フィリピン作業者の日本実習を行い，
その後FDTP量産移行を基本パターンとして推進
してきた。また，更に踏み込んだ取組みとして，
FDTP製造技術スタッフの活用を軸に以下のとおり
展開した。

量産初ロットからの垂直立上げ
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