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はじめに１

　現在、日本は少子高齢化による人手不足が問題に
なっており、厚生労働省の調査によると、製造業にお
いては4割の企業が人手不足になっている。また、人員
を確保できないことで、事業に深刻な影響をきたして
いる企業は1割弱あるとされている。このことは産業
界においても、当社においても大きく影響を受けるこ
とが考えられる。

開発背景２

　当社は、薬品包装機（以下、包装機とする）を製造し
ている。包装機は、医薬品製造工程の錠剤をプラスチッ
クとアルミで挟み込み、手で押し出せるようなシート
状に包装する工程を担っている。この包装機を使用す
る当社のユーザにおいても、人手不足に当てはまる
ケースが多くなっている。工場によっては、人が集ま
らない、または継続的な雇用ができないとの声がある。
今後このような事例が多くなっていくことが想像でき
る。そのため、人手不足の解消をフォローできるよう
な生産性向上システム「RINOPS」を開発した。

開発コンセプト３

　医薬品製造工程は、人体に投与される薬を製造して
いるため、法令で定められた厳しい基準に従った環境
で製造しなければならない。そのため、清浄度が高い
クリーンルームが必要である。また、製造ライン全体
を一つの部屋でなく、決まった工程ごとに個別の部屋
とし、適切な清浄度を保てるように管理している。こ
の環境を維持するため、部屋の往来はクリーンウェア
に着替え、エアシャワを浴びなければならない。この
ような手順など、作業者の負担や時間ロスになること
が多くある。生産性を上げるためには、作業者・管理者
の負担軽減や作業効率向上が必要であると考え、具体
的に生産性向上のため以下の課題に取り組んだ。
　　1. 稼働状況確認の負荷軽減
　　2. 生産対応の負荷軽減
　　3. トラブル発生時の負荷軽減

システム構成４

　機器の構成は、データを集めるサーバと、データを
閲覧する各種デバイス（スマートウォッチ、タブレッ
ト、管理用PC）とした。ネットワークの構成は、複数の
包装機とサーバ間を有線LANケーブルで接続し、サー
バと各種デバイス間を無線LANで接続した。この構成
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Recently the issue of declining birthrate and aging society in Japan has been affecting the industrial world 
with a phenomenon of decline of labor force population.
Appeals regarding labor shortage from our customers are also growing gradually.
In order for our customers to solve such issue, we have developed productivity increase system”RINOPS”as a 
tool to realize their productivity increase.
This system connects our packaging machines with smart devices in the closed network, enabling to observe 
machine operation status and trouble status quickly.
Since production status can be centrally managed and be checked from a remote place, workability and 
productivity are expected to be increased.
In addition since operators and managers can share same information, this system can also be used as a 
communication tool.
In this article I like to introduce the content of this system.
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より、複数の包装機からサーバへデータを集約し、ア
クセスポイントを介して、各種デバイスに情報を伝達
し、工場内で完結するシステムとした。工場建屋全体
を網羅するため、製造現場にいなくても、通信が届く
範囲であれば、生産状況を把握することが可能である。
また製薬業界では、データの機密性を重要視しており、
情報の外部流出を防ぐことを最優先事項とするユーザ
企業が多い。そのため、クローズドネットワークを構
築し、物理的にインターネットに接続させないことで
情報漏洩を防いでいる。（Fig. 1）

Fig. 1 　システム構成図

 4－１ 　機器
①スマートウォッチ

　Androidのスマートウォッチに、自社製のアプ
リケーションを搭載した。アプリケーションを起
動することで、専用のユーザインターフェースが
開く。このアプリケーションで、機械のトラブル状
況や材料状況を確認することができる。（Fig. 2）

Fig. 2 　Androidのスマートウォッチ

②タブレット
　Androidタブレットで、全ラインの生産数や材
料状況、トラブル状況をブラウザで閲覧できる。

（Fig. 3）

Fig. 3 　Androidのタブレット

③管理用PC
　ノートPCで、全ラインの生産数や材料状況、ト
ラブル状況をブラウザで閲覧できる。（Fig. 4）

Fig. 4 　管理用PC

④包装機
　包装機はPLCで制御しており、生産数や材料状
況、トラブル状況のデータをサーバと通信してい
る。（Fig. 5）

Fig. 5 　包装機
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機能５

 ５－１ 　表示機能
　タブレットや管理用PCで各機械の情報を一元管理
し、表示することが可能である。優位性としては以下
のものがある。
①生産状況

　サーバに送られた包装機の生産数などのデータを、
一括で表示できるため、視認性が向上する。（Fig. 6）

Fig. 6 　生産状況画面

②材料状況
　サーバに送られた包装機の材料状況を一括で確
認できるため、状況を把握しやすくなる。（Fig. 7）

Fig. 7 　材料状況画面

③トラブル状況
　サーバに送られた包装機のトラブル状況がまと
めて確認ができる。また発生しているトラブル名
称まで分かるため、機械の操作パネルと同じ情報
を得ることができる。（Fig. 8）

Fig. 8 　トラブル状況画面

 ５－２ 　通知機能
　材料の残量が少なくなった場合やトラブルが発生し
た場合はスマートウォッチに通知する。通知の際はス
マートウォッチが振動し、身に着けた作業者がトラブ
ルの発生を把握することができる。通知時は、以下の
フローのようにスマートウォッチに通知が行われ、初
回発生時のみ振動する。（Fig. 9）

Fig. 9 　通知フロー

本システムの導入効果６

　本システムにより、一元管理や遠隔での確認が可能
になり、作業者や管理者の負担を軽減できる。

 ６－１ 　稼働状況確認の負荷軽減
①作業者の移動に伴う手間や時間の軽減

＜現状＞
　医薬品製造工程は、同一ラインでも高い清浄度
を維持するため部屋が分けられているのは前に述
べた通りであり、移動に手間と時間がかかってし
まう。
＜本システム＞
　作業者は前後工程を移動する必要がなく、その場
で状況確認が可能になるため、着替えやエアシャワ
に伴う移動の手間と時間を軽減できる。（Fig. 10）

Fig. 10 　作業者の生産状況確認
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②管理者の移動に伴う負荷軽減
＜現状＞
　管理者が生産状況を確認したいとき、製造現場の
機械の操作パネルの前へ移動して確認するが、複数
台あると移動も手間で時間も掛かかってしまう。
＜本システム＞
　一元管理で各機械の状況をまとめて把握できる
ようになるため、管理者の生産状況確認に伴う手
間や時間を削減できる。（Fig. 11）

Fig. 11 　管理者の生産状況確認方法

 ６－２ 　生産対応の負荷軽減
＜現状＞
　トラブル発生時は、ブザーとタワーライトで作業
者に知らせるため、機械の側にいないとトラブルの
発生を知ることができず、対応できない。そのため、
離れた場所での作業に従事することが難しい。
＜本システム＞
　トラ ブ ル が 発 生し たら 作 業 者 が 身 に 着 け た
ウォッチが振動するため、機械の側にいなくても
トラブルを把握できる。また、その場で発生してい
る詳細を確認することができるため、すぐに対応
しなければならないトラブルか判断できるように
なる。（Fig. 12）

Fig. 12 　生産時の対応

 ６－３ 　トラブル発生時の負荷軽減
＜現状＞
　経験の浅い作業者の場合、慣れていないトラブル
は復旧に時間が掛かってしまう。
＜本システム＞
　トラブル情報が共有できるため内容を確認し
て、他の作業者がフォローに行くことができる。こ
れにより、復旧時間の短縮および作業者の負担軽
減が期待できる。（Fig. 13）

Fig. 13 　トラブル発生時の対応

終わりに７

　今後は、他社製機械への対応を行い、より多くの機
械に接続できるようにする。また昨今の社会情勢を鑑
み、セキュアなリモート機能も取り入れて、より効果
が見込めるシステムにしていく。作業者の負荷軽減や
省人化を通し、最終的には工場の自動化を見据えて邁
進していく。これからも機能拡充を行い、生産性向上
を躍進させ、更なる人手不足解消に貢献していく。


