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製品の概要

当社では、中小企業の製造業向け生産管理シス
テムとして TECHSシリーズを開発・販売してい
る。中小製造業にとって、必要な機能と使いやす
さを突き詰めた TECHSシリーズは、導入実績
3，600社を超え、2018年生産管理パッケージ出荷
本数 No．1の評価をいただいた＊1。
本稿では、シリーズの中で部品加工業向けとな

る TECHS－BKをご紹介する（図 1）。
＊1株式会社富士キメラ総研発行「ソフトウェアビジ
ネス新市場 2019年版」生産管理ソフト・パッケー
ジ 2018年度出荷社数

中小の製造業を取巻く環境

ひと昔前と比べ、製品の短寿命化、多様化が一
層進み、市場はますます多品種少量化が進んでい
る。また、部品加工業にとって競争相手が海外企
業であることは、もはや当たり前となり、メーカ
ー側からは、国内で部品を調達するメリットとし
て、高品質、短納期での対応がより強く望まれる
ようになった。
中小の製造業にとっては厳しい市場の変化では

あるが、見方を変えれば、これは自社の品質やス
ピードをより強くアピールし、他社との差別化が

できる環境になったともいえる。これを好機とし、
自社の強みに変えていくために、瞬時に進捗状況
や正確な原価を把握するとともに、単純な事務工
数を削減し、より生産活動に集中できる仕組みを
整える必要がある。

進捗管理の見える化

得意先からの納期の確認や、納期前倒し依頼の
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回答に、どれくらいの時間を使っているだろうか。
また、得意先の希望納期に間に合わなくなった場
合は、その納期調整にどれくらいの時間を使って
いるだろうか。中小の製造業では、得意先からの
問合せの都度、現場に行って現物を探し、進捗を
確認するなど、余計な手間がかかっていることが
多い。もちろん、確認している間、問合せ元の得
意先は、回答を待つことになる。
TECHS－BKでは、見たいときに、画面上で、

製番別や工程別に作業の進捗確認が行える。また、
単に作業した実績を表示させるだけでなく、予定
された指示に対しての実績を一覧で確認できるよ
うになっている。作業の進捗状況確認は、得意先
からの納期問合せに対して、より早く正確に回答
できるようになるだけでない。得意先からの納期
確認を待つことなく、事前に自ら納期の調整を依
頼することができる。たとえば、得意先で表示を
絞り込んだうえで、納期順に並び替え、顧客から
の注文に対して順調か否かを確認したり、別途注

文ごとに指定する優先度の高い製番だけを抽出し
て確認したりすることで、短時間で有効な情報を
得ることができる（図 2）。
また、TECHS－BKでは、指示した工程だけで

なく、突発的に発生した工程も進捗として同時に
表示させることができるようになっており、より
正確に進捗の確認ができる。現場で工程が追加さ
れても、指示書の出し直しの必要はない。特に新
規の物件で、現場でしか詳細な工程の検討ができ
ない場合は、取り急ぎ指示書を発行して現場に判
断を委ねるという運用も可能となっている。
進捗情報を見える化するメリットは、営業部門

だけではない。情報を共有化することで、作業現
場でも、自らの判断が生かされるようになる。た
とえば、D社では、工場内に大型ディスプレイを設
置、TECHS－BKの画面を表示し、現場で進捗状況
を共有しながら作業ができるようにした。作業者
自らが優先順位の高い指示を選択し、作業できる
環境が構築されている。

原価の見える化

TECHS－BKでは、製番別に社内加工費や仕入
材料費、外注加工費などの項目別に原価の内訳が
確認できるようになっている（図 3）。原価は、
発生した際に瞬時に反映されるため、製番の仕掛
中から、内容を確認して軌道修正を行うことが可
能になる。これにより、赤字物件の防止だけでな
く、得意先と根拠のある価格交渉を行えるように
なる。さらに、原価を見える化することで現場も
含めた社員全員の原価意識の向上が見込める。

特に社内作業でかかった加工費は、材料
費や外注加工費など外部に出ていく費用と
違い、幾らかかったのかが見えにくい。見
積書を作成するために工数見積もりは行う
が、実際に掛かった原価は集計されていな
いこともしばしばである。これでは、予定
に対するチェックが機能せず、PDCAサ
イクルが上手く回っていかない。企業の改
善活動に必要な気づきを得るためにも、実
際に掛かった原価を把握し、生産活動をチ
ェックできるデータは重要である。

図 2 TECHS－BKの製番別進捗問合せ、画面絞り込み、
並び替えができる

図 3 TECHS－BKの原価確認画面。原価内訳が色分けされた
グラフで確認できる



特集 競争力を向上するプレス／板金加工の生産管理手法

第 58巻 第 1号（2020年 1月号） 73

リアルタイムな作業実績の
収集

上記の進捗や原価を確認できるようにするには、
現場からのリアルタイムな作業実績報告が欠かせ
ない。ところが、システムの導入では、現場の反
発により正確な作業実績データを収集できない場
合も多い。確かに、システムへの入力作業に手間
取り、本業の生産活動に支障をきたすのでは、本
末転倒である。そこで、TECHS－BKでは、でき
る限り現場の事務作業負荷を軽減するために、複
数の報告方法を用意することで、この問題をクリ
アにしている。
まず 1つ目は、オーソドックスに PCから直接

作業実績を入力する方法である。画面としてはシ
ンプルだが、手書きの日報を意識した入力画面と
している。また、指示書単位で、作業実績を入力
することも可能である。作業現場にシステムを設
置できない場合でも、手書きの報告があれば、ま
とめて作業の実績を登録できるようにしており、
作業者目線で使用感の向上を目指している。また、
TECHS－BKから該当の図面データを呼び出して
表示させることも可能である。
2つ目は、ハンディターミナルで、作業指示書

に印字されたバーコードを読み取り、実績を収集
する方法である（図 4）。使い古された方法だが、
入力ミスも少なく、メリットも多い。まず、PC
の設置できない場所でも実績の収集ができること
である。事務所から離れた場所や、埃や鉄粉が多
い所での実績の収集は、ハンディターミナルが向
いている。また、作業指示書が必要という一見デ
メリットに見えることも、作業中の気づきを書き
込める紙が用意されると考えるとメリットに変わ

る場合もある。
3つ目は、タブレット PCなどを使用して

TECHS－BKのタッチパネル用の実績入力を使用
する方法である。画面にタッチして実績登録する
ことを前提としているため、押下が必要なボタン
を大きめに配置し、わずか数回のタッチで作業の
開始・完了を登録することができる（図 5）。画
面上で作業する指示書を選ぶことにより、指示書
のペーパーレス化をすることもできるし、あえて
指示書を残してバーコードと併用する運用も考え
られるなど、柔軟性の高い方法である。タブレッ
ト PCなら図面の参照の際も直感的に操作しやす
い。
4つ目は、iPadで、専用のアプリケーションを

使用して実績を収集していく方法である。iPad
では、タッチパネル入力で培ったノウハウを生か
し、より洗練されたデザインで、ストレスなく作
業実績を登録できる画面構成となっている。また、
QRコードでの読み取りを可能とすることで、作
業指示書の印刷面積を減らし、より情報量の多い
作業指示書をデザインできるようにした。さらに、
iPadに内蔵されているカメラで不良情報の画像
を撮影し、作業実績に紐づけて登録しておくこと
が可能である。
上記 4つの方法は、1つを選んで社内統一する

必要はない。各部門や拠点ごとに違う方法を組み
合わせて運用して構わない。その場合でも、同じ
指標で結果を確認することができる。

中小企業における課題の克服

加えて、中小企業ならではの問題点も指摘して

図 4 ハンディターミナルと指示書のイメージ 図 5 タッチパネル実績収集の画面イメージ。ボタン
が大きく、操作しやすい
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おきたい。それは、スペースの問題である。特に
プレス製造業の場合は、元となる素材の形状が板
であることが多く、棒状の材料に比べて置き場所
を取ることが多い。また、製造に必要な金型を大
量に保管しているケースが多く、これも置き場所
を確保する必要がある。工場のスペースに余裕が
ある、または拡張が見込める大企業であれば問題
になり難いが、中小企業、特に工業団地などに立
地を構える企業では頭の痛い問題になっている。
これらは、物理的な問題であり、システムの導入
で一挙に解決することは難しいが、たとえば下記
のような方法で同じ敷地面積でも生産性を向上さ
せることが可能となる。
まず、材料の問題である。決まった材料の棚が

用意できない場合でも、前もって、材料の入荷予
定の一覧表や、発注残の一覧データを仕入れ担当
者に提供することで、事前に材料の配置場所を検
討できる。これにより、材料の配置換えの回数を
減らし、効率的な材料のピックアップが可能にな
る。また、仕入情報を TECHS－BKで共有するこ
とで、材料が入荷されたかどうかの確認の手間も
削減される。仕入時に、材料を配置した場所を
TECHS－BKにメモとして登録し、情報共有でき
ればなお良い。
金型の取り扱いでは、TECHS－BKに金型の保

管場所を登録しておき、登録情報を確認すること
で、金型を探す時間が削減される。図面に保管場
所が記載されている場合は、図面参照機能を活用
して欲しい。これは、金型の置き場所が散在して
いる場合に特に有効である。さらに、TECHS－BK
では、使用する機械を 2つまで指示することがで
きる。機械 1に使用予定のプレス機を、機械 2に
使用する金型を登録することで、作業実績から金
型の使用状況を確認することができる。金型の使

用時間から消耗を予想し、不良の防止に役立つ情
報が得られる。

今後の展開

今回は、作業実績の登録を中心に話をしてきた。
当社では、作業の実績と対になる作業の指示も、
工数削減の工夫を凝らしている。そのうちの 1つ
が、2019年にリリースした多品種少量生産向け
スケジューラ「Seiryu」である（図 6）。TECHS
－BKと Seiryuを連携させることにより、現場の
負荷を考慮した生産計画をガントチャート上で立
案することができるようになる。現場の負荷を考
慮した精度の高い指示は、作業工程や使用機械の
変更頻度を減らし、実績登録のミスや漏れを防止
する。作業の指示と実績が、お互いに、より高い
精度のデータを取得できる環境へとスパイラルア
ップが見込めるようになる。現場からより精度の
高い実績情報を求める場合には、TECHS－BKと
共にぜひ検討いただきたい。

最後に

中小の製造業、とりわけ多品種少量型の製造業
では、システムの導入は難しいと言われてきた。
今でも多くの中小製造業の経営者が自分たちにシ
ステムの導入は無理だと諦めているかもしれない。
そうした中で我々は、こつこつと実績を積み上げ、
多くの顧客と縁を結ぶことができたことは、たい
へん有り難いことである。多くの顧客からの要望
や困りごとを集めて少しずつ機能を改善・拡張し
ていったのが現在の TECHS－BKである。
生産管理の仕組みを変更するのは、大きな労力

を伴う。特に新しくシステムを導入するのは、慣
れの問題もあって容易ではない。当社では、導入
時に業務ヒアリングを行い、専門の担当者が訪問
して、顧客の業務・利用環境に合った運用指導を
行う。また、稼働後のアフターフォローとして定
期的にユーザーセミナーを実施しており、さらな
るシステムの活用と業務改善の支援をしている。
もし、生産管理に興味がありながら、自分たち

は特殊だからと今まで敬遠されてきたのであれば、
ぜひ一度ご相談いただきたい。

図 6 Seiryu 画面イメージ




