
パトライト 三田工場 ＩｏＴ導入事例

パトライトの簡単IoTソリューションを自社工場に導入
生産現場の「可視化」により現場改善の加速化を実現
自社で開発した「AirGRID®WD」シリーズを自社国内生産の主力拠点である三田工場に
導入しました。
その主な目的は、生産現場の可視化による現場改善の加速化を図ると共に、具体的な改善
事例をお客様にご紹介し貢献したいと考えます。

三田工場　改善推進メンバー

これまでの知らせる信号灯から、記録する信号灯として今まで見えなかったロスを顕在化し、
無限の現場力を支援することができるのが、
当社の推奨する　　　　　　　　　　　　　　　　　です。WDシリーズ



世界的なIoT化の流れを受けて、多くのお客様に導入実績
を誇る「 AirGRID®WD」シリーズであるが、自社国内生産
の主力拠点である三田工場には導入されていない状況で
あった。販売台数が順調に増えていく中で、「何故、自社の工
場には導入されていないの」との声が、社内のあちらこち
らから聞こえてくるようになった。そこで生産現場では、

「 AirGRID®WD」の活用『三田工場の魅せる化』をテーマ
として活動を開始した。

「 AirGRID®WD」導入に際し、三田工場が直面している「多
品種少量生産」の生産現場を可視化し改善することに決め
た。これは、日本の製造業が直面している課題とも一致し、
ここで改善成果をだすことが出来れば、より多くのお客様に
貢献できると考えたからだ。

「 AirGRID®WD」を導入することで、二次的なメリットを
生み出すこともできた。生産現場の生産性向上はもちろん
であるが、実際に使用することで分かった現場の声を製品
開発部門へ迅速にフィードバックできるようになった。
今後は、自社製品の活用事例を更に拡大し、生産現場の「可
視化」による現場改善を加速化させていくと共に、工場とし
ての新たな付加価値を創出していくことが、我々の使命で
あると感じている。

『三田工場の魅せる化』をテーマとして活動開始 試行錯誤を重ねた組立作業のデータ取得方法

「 AirGRID®WD」を導入するにあたり
作業者に負荷や手間をかけずにデータ
の収集・蓄積を行うことを前提に、色々
なセンサやスイッチなどを検討し海外
工場への展開も考慮すると低コストで
且つメンテナンス性が高い機器構成で
見える化を実現する必要がありました。
当初は、表示灯の作動を作業者による押しボタン方式で
スタートしましたが、正確なデータの抽出や作業者への負荷
や作業性の面で問題があり、試行錯誤を重ね、現状のセン
サ方式を採用し「 AirGRID®WD」を組合せることで目的を
達成することが出来ました。

生産部 生産技術課
生島 義貴

2017年11月から三田工場に導入された「AirGRID®WD」。
主力生産ラインの稼働管理が開始された。
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※ 電波の特性上、数値は参考値になります。

●光電センサによる作業者検知の仕組み
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現場担当者の声

●新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。
●既存の信号灯（制限有り）を活用するので、低コストで導入が可能です。
●24時間365日設備稼働データを自動収集できるので手書き日報の

データ入力や分析、資料作成から解放されます。
●ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの

配線工事の手間を軽減できます。

センサ



生産現場のロスを「見える化」⇒人の稼働管理
効果的な改善を行うために、誰が・いつ・どれだけ作業エリアから
離れているかを知る必要がある。

今後の取組として、作業台の中にはまだまだ人の作業で使
用している設備や機器があり、その中でデータ収集が出来
ていない機器（電動ドライバ・カメラなど）が多いため、各設
備や機器と「 AirGRID®WD」の組合せによるさらなる見え
る化で生産性向上を実現していこうと思っています。

WD による生産現場の改善事例

Sｔｅｐ １ 導入検討

ここからは早い! 工程ごとに非稼働要因分析

Sｔｅｐ 3 課題抽出

非稼働要因毎の様々な改善を実施

Sｔｅｐ 4 改善実施

短期間で段取り時間の大幅削減に成功
段取り時間構成比 15.6％⇒8.3％　7.3％削減！

Sｔｅｐ 5 効果検証
稼働監視をすることでロスが顕在化！
段取り時間構成比が１５．６％もあることが判明。

Sｔｅｐ 2 現状分析

東海ソフト（株）
「Flex Signal」へ連携

■組立工程と検査工程の改善成果

WDR

●目指す姿 ●現実は作業エリアを離れる要因が
　潜んでいる！作業者は作業エリアから

離れない

作業エリア外
での作業 ゴミの廃棄

部品を
取りに行く

WDを使用し小さな移動ロスの積み
重ねを抽出できたことにより、設備の
配置見直しや作業エリアを縮小した
だけで、大きな成果を生み出すこと
が出来た！

目からウロコ改善！

※検査工程の改善事例

※組立工程の改善事例 部品取り出しロス削減

移動ロス削減

●「AirGRID®WD」システム概要

受信機
WDT
送信機

生産進捗管理DB

管理者

段取り時間
110分削減！

作業時間160分増！
（製品約22台分）

作業能率
4.2％向上！

生産順に部品を供給でき
作業手順通りに配置できる

部品供給台車を作成！

モニタ検査機
パソコンバー
コード設置を

集約！

作業エリア
縮小！

稼働監視を
することで

非作業時間が
見えた！

非作業時間比率
15.6％

↓
8.3％

7.3％削減！
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現場担当者の声

生産部 生産2課
戸出 篤史

「AirGRID®WD」を人の稼働監視として導入することに決まった時は、どこまで改善成果が
出せるのか不安なところもありましたが、小さな改善で大きな成果を得ることが出来ました。
実際に使用して良かった点は、今までは気付くことが
出来なかった、作業者がエリア外に出てしまう僅かな
時間の積み重ねを抽出することができたことです。
現場としては、あまりにも可視化されるので、少々
ドキドキしている部分もありますが、今後は、稼働
監視の範囲を広げ、現場力による改善をさらに加
速させて行こうと思っています。

パトライト三田工場では、より多くのお客様に工場見学に来社していただき、「 AirGRID®WD」の導入事例をご覧いただきたいと
思っております。その中で、少しでもお客様のお役に立つ情報を提供できれば幸いです。今回の導入事例は、自社製品を活用
しての第一歩であり、まだまだ改善の余地を多く含んでいます。より多くのお客様に来社いただき、情報交換の場を通じて
アドバイスやご要望をいただくことで、更なるブラッシュアップを図っていきたいと思います。工場見学に来社していただ
いたお客様が、『パトライトの三田工場に行って良かった』と言って頂けるような工場を目指していきます。

皆様のご来社を心よりお待ちしております。
工場見学をご希望の方はこちら（無料）0120-497-090

WDおよびパトライト社への要望や期待をお聞かせください



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 350
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B004351683059308B30BB30C330C83020003A00D730EC30B930C154EA8C5D002000D89AC154EA8C6A30D730EA30D730EC30B930FA519B5228752000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B307F4F287557307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E305930023053306E302D8A9A5B6B306F30D530A930F330C8306E30CB578130BC8F7F304C30C55F0898673059300230>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails true
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 350
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.50000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


