100年の技術

品質

品質への取組み
創業100年

次の時代に向けて

1. はじめに

2. 品質保証グループ
2-1. 内部コミュニケーション

当社は1954年に日本工業規格（JIS）表示許可工場と

1）品質部会

なり、1966年にはJGから船舶安全法に基づく予備検査

品質担当役員、総務・営業・技術・製造の各本部長、

の委託工場として認定されました。その後時代のニー
ズに合わせて、1995年にNK船用事業所の承認を取得し、

品質管理責任者、事務局で構成し、QMSの機能の確認や、

翌1996年には、ISO9001及びNK品質システムの認証を

品質方針の見直し、年度品質目標の設定など、全社の品

取得しました。認証取得に際しては製造部門の教科書と

質活動を統括します。

もいえる品質マニュアルを制定して、直接・間接の製造

2）GK委員会

部門から取組み、続いて営業部門も加わりました。また、

取締役会の決定に基づき、年度経営計画、重点施策、

2010年2月に環境マネジメントシステム「エコステージ

年度品質目標などを細分化し実行する委員会です。会社

1」を、続いて同10月には「エコステージ2-CMS（化学

の業績向上、品質保証活動を遂行します。

物質管理システム）」の認証をエコステージ協会から取

3）QA委員会
品質担当役員を委員長に、技術・製造・営業の各本部長、

得しています。
このように当社はお客様に安心してご使用いただける

各部門のリーダー、品質管理責任者、事務局で構成しま

製品を提供するための品質向上に取り組んでいます。品

す。品質部会の実行・検証機関として、QMSが機能し

質保証グループリーダーが品質マネジメントシステム

ているか、決定事項が

（QMS）の管理責任者をつとめ、グループ内に事務局を

遂行されているかなど

おいています。製品の高度化、お客様のニーズが多様化

を監視し、未決不適合

する中で、「お客様が期待する品質」を確保した製品・

やユーザークレームの

サービスを提供するために、設計から材料調達、機械加

原因究明・再発防止策

工、組立運転のすべての製造プロセスにおいて品質向上

を審議・決定します。
QA委員会

のための活動を進めています。

2-2. 顧客満足（Customer Satisfaction）

本稿では、全社の品質システムを担当する品質保証部
門を始め、技術、鋳造、機械、製品及びサービスの各部

顧客満足（CS）は、すべてがお客様とその期待から

門の品質への取組みについてその概要を紹介します。

始まるという考え方のもとに、製品に対する顧客満足度
を以下の方法で調査し、その結果を品質の造り込みに反
映させています。
1）陸上公試運転時の意見調査
陸上公試運転に来社されるお客様のご意見・情報を収
集し、分析します。打合せでは、品質保証・営業・技術・
製品グループが参加し、運転結果に加え設計・艤装・海
上公試運転・就航状況などについて意見交換をします。
運転データは機関情報データベースに記録します。
2）据付・海上運転の情報収集
製品グループ・修理サービスチームで海上公試運転
データを収集し、機関情報データベースに記録します。
また、造船所殿・機関部員・船主殿から艤装・取扱い・
安全性・運航状況などの情報を収集し、社内に報告します。
3）ドック時の情報収集と意見調査
初航訪船、ドック立会いのため訪船したサービス・技
術部門は調査票に基づき調査・情報収集を行い、運転デー

品質マネジメントシステム組織図

タや分析結果を機関情報データベースに記録します。
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4）引渡し後の情報収集

④工程内検査：製造工程中での検査、自己点検
4）完成検査

営業部門は、QL（quality loss）を含む顧客の情報を
収集し、コンプレントボックス・システムを利用して社

法規・船級規則・仕様書に基づき作成された運転方案

内に展開します。コンプレントボックスには次の3つの

に基づいて運転や保護装置試験・開放検査を実施します。
品質保証グループは運転・開放検査・公試後の打合せ

システムがあります。

を行い、指摘事

①QL報告書
ユーザークレームに対し、迅速に確実な処置を行って

項があれば処理

再発防止を図り、顧客の信頼を高め経済的損失の軽減を

し、運転成績表

図ることを目的とするシステムです。

及び手直し完了

②苦情の受付

書を承認し出荷
を 許 可 し ま す。

直接製品に関係しない営業・サービス、設計・開発に
対する苦情を含む情報処理システムです。

検査記録は規定

③返品処理

に従って保管さ

誤発注などにより返品された場合の処理システムです。

れます。

6UEC45LSE 陸上公試運転開始前の挨拶

5）JG認定事業場

5）管理の品質
管理の品質会議は社長が主催し、役員・各部門のリー

製造中の検査を行政官庁に代わって事業場の検査責任

ダーがメンバーとなって毎月1回開催します。顧客の情

者による自主検査に委ねられています。船舶安全法機関

報・要求事項、新規受注エンジンの製造から陸上公試運

規則に基づき、自主検査規定を設け、当社で製造・受検

転、海上公試運転を経て引渡しまでを対象にした品質の

するディーゼル機関に適用しています。

諸問題、就航後の情報、過去の問題点などを収集分析し、

6）NK事業所承認、自主検査

品質につながる課題を見つけます。これらの情報を全社

NK鋼船規則に基づきディーゼル機関・弾性継手・遠

に伝達し、具体的な対応を指示して製品品質と管理の質

隔操縦装置・スラスト軸などに品質管理検査方式に基づ

の向上を図るのが目的です。引渡し後の監視を継続的に

く自主検査実施要領を規定し、部品検査を実施します。
①検査の申請、②材料確認、③工程内検査、④仕上が

行い、教育と技術の伝承についても指導します。

り検査を実施し、耐圧試験・非破壊検査などを記録する、
2-3. 製品の監視と検査規定

⑤検査結果を通知して承認を得る。

ユーザーの声を聞き情報を集め、
3現主義（現地・現物・
2-4. 測定・分析・改善

現認）により現場の実態を共有し、
“品質チェックは前
工程から”の意識で品質に繋がる課題を部門間問題改善

測定データの分析によって、QMSのプロセス、顧客

シートやクレーム通知書・不適合報告書などの発行によ

満足、製品要求事項への適合性、取引先の品質管理と製

り確実にフィードバックして、品質の整理整頓をします。

品の適合性を把握します。

1）計測器の管理

1）
コンプレントボックスによる顧客満足度を監視します。
2）
内部監査でQMSが効果的に実施・維持され、継続的

計測器とは、当社で製造する製品の検査に使用する測

に改善されているかを監視します。

定器、計器及び標準器の総称です。測定値の正当性を保
証することを目的に計測器管理規定を設けています。各

3）
各プロセス（業務）のインプット（顧客要求事項など）

計測器に有効期間を設け、標準器との比較による精度検

をアウトプット（付加価値）に変換する一連の活動結
果を分析して品質白書により報告します。

査を行い、管理台帳に登録して管理しています。
2）材料検査

4）
材料の受入れから製品の出荷までの各段階で製品の監
視・測定を行い、システムを改善し継続的改善報告書

校正期間を1年として維持管理をしている万能試験機

を提出します。

により、船級規格材料の機械的性質の試験を行います。
3）部品検査
安定した部品の調達、製品品質の維持向上を図るため、

2-5. 製造各部門の品質への取組み
以上、全社の品質システムについて概要を述べました。

部品検査規定を定めています。
①受入れ検査：外注品、購入品の受入れ確認

上流の技術・設計部門から、鋳造・機械・製品の各グルー

②現 品 検 査：初品検査、重要部品検査

プと、就航後をフォローするサービスグループについて、

③受検品検査：国土交通省、船級に代わって行う自主検

各部門毎の品質への取組みを次ページから紹介します。
（品質保証グループ

査や船級受検検査など
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3. 技術開発グループ

します。一つは「図面品質の向上」
、もう一つは「設計

3-1. 技術開発グループの業務

支援データベースの構築」です。

技術開発グループでは、4ストロークディーゼル機関
の開発設計、在来機関の性能改善といった業務に加え、

1）図面品質の向上

SCR（排ガス脱硝装置）
、DPF（排ガス脱塵装置）などの

エンジンの初号機や開発品は、当部門が調製した図

環境負荷低減に資する装置の開発、ならびに陸上産業機

面に基づき製造され、また図面は生産設計を担当する

械の設計などを主要業務としています。新製品の企画に

ディーゼル技術グループに引き継がれます。従って、出

はじまり、計画設計、性能・強度計算、詳細設計、図面

図の最上流に位置する当部門が、間違いのない、わか

調製、そして開発品の組立・完成段階での検証試験、評

り易い図面を提供することはきわめて重要です。2次元、

価などの様々な製造工程の中で社内のあらゆる他部門と

3次元CADの利用により、寸法誤記や部品の干渉などの

接し、また業界の委員会や共同研究を通じて、外部団体

凡ミスは一昔前より格段に少なくなりました。また構造

機関、顧客とのコミュニケーションの機会も多い職場です。

解析ソフトや、表計算ソフトの利用は、的確かつ迅速な
設計判断に役立っています。しかし現在のCADによる

3-2. ISO9001品質マメジメントシステム

設計作業からは、かつて製図台上で描いている図面を見

当社ではISO9001の要求事項を満足するよう制定して

ながらベテランが適宜作業者にアドバイスするといった

いる
「品質マニュアル」
の中で、
「製品の実現」
のために「設

風景が消滅し、先輩のOJTによる指導の機会に恵まれに

計・開発」部門がなすべきことを明記しています。新製

くい環境になりました。これに代わる手段として図面検

品の開発に際しては、これを忠実に実施して業務を行っ

討会を頻繁に実施するよう心がけ、規程の要求に沿うよ

ています。

う設計作業を進めると共に、技術の伝承に努めています。
また種々のチェックシートを用いて、作業者と検図者は

品質マニュアルを核とする各種規程の中で、開発業務

所定のチェックをくまなく行い、記録を残します。

に最も関連深いのは「新製品開発規程」であり、図-1は
この規程に示された業務フローです。新製品を企画・計
画し、製品要求事項に関与するインプットを明確にし、

2）設計支援データベースの構築

審査を受け、
アウトプット（図面、
図書など）をインプッ

2004年に導入した統合情報管理システム「ArcSuite

トと対比して検討・検証し、開発品の妥当性を確認、評

Engineering」を運用し、図面、文書がパソコン上です

価する、というプロセスを社内外とコミュニケーション

ぐに参照できる体制が全社的に構築されています。この
システムと平行して技術部門では、システムと親和性の

（情報交換）を図りながら実施しています。

取れた「設計支援データベース」を構築しています。必
3-3. 品質の向上への取組み

要な情報をすぐに取り出し、理解し、伝えることができ
る体制は大いに品質向上に繋がるものと認識しています。

当部門が特に注力しているなかから二つの事例を紹介

現在もディーゼル技術グループや新規事業開発室と共
同で、文献、記事など多くの情報のデータベース化を続
け、設計作業に役立てています。データベース化に際し
ては担当者を決め、若手部員の教育を兼ねた情報の入力
を行っています。
3-4. 顧客とのパートナーシップ
新製品の開発設計には常にリスクが伴います。開発品、
試作品に対して基礎試験を行ったり、工場の試験エンジ
ンなどでテストしたりして妥当性を確認していますが、
船舶で使用する場合、例えば低質油に対する機器の耐久
性など、陸上検証が困難で、実船による実証試験がどう
しても必要な場合があります。このような場合、より高
い品質を造り込むためにも船主殿、造船所殿のご理解と
ご協力が欠かせません。今後ともご指導、ご鞭撻の程よ
ろしくお願いいたします。
図-1

（技術開発グループ

開発の業務フロー
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4. ディーゼル技術グループ

可能となり、今後の機関への品質の造り込みに役立てる

4-1. ディーゼル技術グループの業務

ことができます。

ディーゼル技術グループはディーゼル設計チームと制
4-3. 導入設計

御技術チームの2チームで構成され、大別すると
・三菱UE機関の導入設計

三菱重工業株式会社殿からライセンス供与を受けてい

・4ストローク機関及びUE機関の生産設計

るUE機関の新機種を製造するに際しては、ライセンサ

・遠隔操縦装置及び監視装置の開発及び生産設計

からの図面に必要な追記・修正を加えて社内展開する導

を担当する部門です。

入設計を行います。特に鋳物部品は細部まで図面を精査

受注した機関とその付属機器、軸系、遠隔操縦装置の

し、当社鋳造工場でのノウハウを盛り込んだ後社内手配

選定・設計を担当し、船主殿、造船所殿と仕様確認を行

します。組立段階での検証を経て総組立した後、三菱重

うと共に船級殿との窓口となります。

工業株式会社殿の指導のもと、性能検証のための試験運
転や性能確認運転を行い、データを検証します。

4-2. 新規機関の設計

その他、就航船をフォローし新たな品質課題を次の機
関に造り込んだり、既存図面の改善も主要な業務です。

機関受注時の業務は36項目以上に亘って規程された
手順書に基づいて行い品質を造り込んでいます。主な流
れを以下に紹介します。
1）インプットの確認
当部署におけるインプットには、顧客が求める性能・
機能への要求及び適用される法令の要求に基づくものが
あります。製造打合せでは営業とともに顧客要求内容の
確認や業界の情報収集に努めています。
2）アウトプット
当部署におけるアウトプットには、図面、顧客への納

燃料噴射系計測

入図書、船級申請書、社内部品手配指示があります。正

試験内容
・過給機マッチング試験
・排気カムタイミング最適化試験
・FOVマッチング試験
・圧縮比最適化試験
・力率試験

確なアウトプットを心がけるのはもちろん、完成まで長
期に及ぶものについてはリードタイムを設定して業務管
理表日程を守ることにより確実な納期管理を達成します。

4-4. 教育

3）顧客とのコミュニケーション

当グループが所掌する業務は機関本体とその付属品、

納入図書に対する顧客のコメントは口頭だけではなく
メールまたはFAXによる文書で確認します。社内への

船内機器から軸系装置まで多岐に亘っており、一般的に

意思伝達も文書により確実に情報を伝えます。

は5年以上の業務経験を経ないと幅広い知識が修得でき
ません。このためグループ配属時の部門社員教育（設計

4）妥当性の確認

業務のテーマ毎の研修）の他、設計業務に必要となる技

機関運転前に開催される管理の品質会議（69ページ

能を項目毎に分類した技能マップを毎年作成・更新し教

参照）において顧客の要求事項など品質に関わる課題を

育計画を立て知識アップに努めています。職制がリー

社内で確認・共有します。また、陸上公試運転前の社内

ダーとなる朝のミーティングも情報共有の場として活用

最終運転時には現場運転に立会い性能確認を行います。

しています。
また、経験をカバーするためマンツーマンチェックで

特殊仕様や新システムを採用した場合は海上公試運転

強化を図ると共に、積極的に外部研修や外部委員会に参

に同行し調査や客先説明を行います。

画し、情報収集と知識や感性の向上を図っています。
5）記録

一方、専門分野のため当グループが殆どの工程を管理
している制御関係については、社内の各部門が対応でき

インプット、アウトプット情報、妥当性の確認結果を

ることを目指したデータベースを構築しています。

まとめ、最終資料を電子ファイルとして登録します。

（ディーゼル技術グループ

これにより簡単に品質に関する情報を閲覧することが
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5. 鋳造グループ

2）木型

5-1. 鋳物の歴史

このように作成された図面に基づいて木型が製作され

鋳物の歴史は古く、紀元前4,000年頃から始まったと

ます。まず図面を見て形を頭に描き、その形を縦・横・

いわれており、
メソポタミア地方
（現在のイラン・イラク）

斜め・裏返しつまり3次元に読みきり目的の鋳物形状を

から当時鋳造された斧や鋳型が発見されています。わが

考慮して木型方案を決定します。この際製作に関しては、

国に鋳物の技術が伝わったのは紀元前数百年頃といわれ、

鋳物の凝固時の収縮に対応するために鋳物尺を利用して

1世紀に入ると銅鐸・銅鉾・銅剣などが造られるように

実寸より大きめにする・機械削り代をつける・砂型製作

なりました。そして8世紀半ばには、仏教信仰を背景に

上必要な巾木をつける・木型を抜け易くするために抜け

かなり高度な技術を要する大仏鋳造なども行われるよう

勾配をつけるなどいくつかの留意点があります。以上の

になりました。このように鋳物は5,000年以上の歴史を

ように高品質の鋳物を製作するに当たっての第一歩が木

経て、現在に至っています。

型製作です。木型は熟練職人が検討した木型方案に基づ
いて製作しています。

5-2. 鋳物の特徴
3）鋳造方案

当社エンジン本体の約60％に鋳物製品が使われてい
ます。鋳物の特徴は複雑な形状の部品でも造形しやすく、

鋳型を作ることを造型といいます。この造型工程の中

加工しやすいことです。このほかに爆発などの内部応力

で重要視されるのが鋳造方案であり、ここでは代表的な

に対する強靭さをもち、圧縮に強く変形しにくい、振動

①湯口比、②押湯・冷金について述べます。

や音を吸収しやすく、耐熱性・耐摩耗性にも優れるなど
①湯口比

エンジンには欠かせない素材です。

湯口系とは鋳型に溶湯を注ぐための流路の全てを示し、
5-3. 各工程での品質造り込み

湯口・湯道・堰などから成り立っています。まず溶湯は
受け口（掛堰）から注がれます。ここには溶湯と一緒に

鋳物の製造工程は下記のフロー図のようになります。

カスが流れ込まないように湯だまりを設けます。掛堰は
図面

木型製作

鋳造方案

木型セット

型込

解枠

砂落とし

熱処理

検査

塗装

湯口につながり、湯口は湯道へと枝分かれして最終的に

溶解作業

鋳型に入る直前の部分である堰とつながっています。こ
抜型

塗型

ショット

被せ

注湯

れらのそれぞれの総断面積の比率は湯口比と呼ばれ品質
を左右する重要な因子となります。この比が不適切です

仕上げ

と、溶湯が鋳型内を満たす前に凝固してしまったり、ノ
ロを巻き込みノロ噛み欠陥などを生じたりします。

出荷（次工程）

高品質の鋳物を造り上げるために各工程で次の様に品
質を作り込んでいます。
1）設計（図面）
鋳造品の設計に当たっては、必要とする機能・性能を
合理的に満たすことができる構造・形状・寸法を選びま
す。すなわち仕様に基づいて基本設計を行い、所要の機
能・性能・コストなどを満足すると考えられる構造・材
質・肉厚・形状などを決定して詳細設計に入ります。鋳
造条件を考慮して鋳造し易い欠陥の出ない形状・寸法を
選定します。この詳細設計には鋳造に関する知識が必要
鋳造方案の一例

であることから、当社では新製品の生産準備として設計
部門開催のデザインレビューに鋳造部門も参加が義務付
②押湯・冷金

けられています。鋳造上の問題、特に木型方案・鋳造方
案・品質・コストなどの鋳造技術要素について調査・検

溶融金属は冷却する際、収縮し「ひけ」を発生します。

討・提案をしています。

特に肉厚の大きいところに起こりやすく、その部位に溶
湯を補給して最後に凝固させることによりこの欠陥を避
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けるための湯だまりを設けます。これを押湯といいます。

鋳肌検査

押湯が効果を発揮する範囲は限定されるので、その位置

素材検査

や数は凝固条件を考慮して方案を決定します。また鋳物

外観検査
形状検査
寸法検査

形状によっては押湯による対応ができない部位もありま

化学成分

鋳物検査

す。この場合は熱伝導度の大きい鋼などを鋳物表面に当

炉前検査
材料検査

てて冷却速度の調節を行います。これを冷金といいます。
これらは長年培った経験と文献からの多種にわたる知識

材質検査

の双方を考慮して、方案作りに役立てています。

破面検査
化学成分
機械的性質
組織検査

この他に鋳込み時間の設定と堰位置と数量、引け巣発

これらの検査は、欠陥品を排除して製品の性能・安全

生の危険性と発生箇所予測・その対策、ガス抜き位置と

性を保証するための品質水準の維持、各工程で検査して

数量など高品質の鋳物製作に向けて検討します。

早期に不適合品を検出することにより後工程に負担をか
けない、検査・試験を通して正確な品質資料を取得する

その後これらの事前検討事項を盛込み鋳型（砂型）を

ことにより技術の改善向上に資するなどの目的のために

作り上げます。

行われます。
4）かぶせ
塗型後の鋳型内部に必要な中子を所定の位置に納めて
目的の鋳物形状の空間を作り上げていきます。全部の中
子をセットし、下鋳型に上鋳型を被せます。この中子を
納める作業はとても重要であり、図面通りの形状・肉厚・
寸法・品質維持するための細工などを造り上げる技量を
必要とする作業です。
5）溶解
JISに則り機械的性質試験を行う万能試験機

鋳鉄を構成する組織要素には黒鉛・セメンタイト・フェ
ライト・パーライトなどがあり、それぞれ重要な役割を
担っています。これらの組成を適正に造り上げるために

7）その他

十分管理された電気炉・キュポラ溶解操業を行わなけれ

・砂設備の管理

ばなりません。厳選された溶解材料を使用し、キュポ

鋳物砂は繰り返して使用されます。使用された砂は不

ラでは送風量の管理・添加コークス量調整による炉内管

純物を取り除き、新砂及び粘結剤を加えて再び使用でき

理・出湯温度の管理、その他凝固冷却曲線を利用した炉

る状態に再生します。この過程で重要なことは微粉・不

前簡易分析機及び発光分光分析装置による成分管理など、

純物の除去、砂の冷却などです。
これらを適確に行うために2009年夏に自硬性砂回収

様々な面を適正に管理することにより高品質の溶湯を提

再生設備一式を一新しました。詳細は本誌115号をご覧

供することが可能となります。

ください。
・砂の管理
上記設備を利用して高品質の鋳物を製作するために、
粒度分布、圧縮強度、ころがり強度、通気度などを測定
し常に適正な砂を提供しています。
高品質の鋳物を造るための各工程における品質の作り
込みを説明しました。当社はこの様な工程を、ISO9001
をベースにした品質マネジメントシステムに添って業務

11元素が瞬時に測定可能な発光分光分析装置

標準化しており、今後も高品質の鋳物を提供して参ります。

6）検査

なお、当社では各種鋳造部品の受注生産も承っており
ます。エンジン同様に鋳物製品もご愛顧くださいますよ

高品質の鋳物を作り上げるためには、工程の各段階に

うお願いいたします。

おいて次のような多くの検査過程があり、これらの検査

（鋳造グループ

に合格した鋳物が次工程に送られます。
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6. 機械グループ

6-4. 技術力向上への取組み

6-1. 機械グループの業務

1）加工方法の教育

機械グループは、主力製品であるディーゼルエンジン

機械加工には平面を加工するフライス加工、円筒形状

の部品に加えて陸上産業機械の部品などの機械加工を

を加工する旋盤加工、穴を加工するドリル加工など様々

行っています。加工部品毎に図の様に4工場に分かれて

な『加工方法』があり、それぞれの加工には技術・ノウ

製品加工を行っていますが、以下にお客様や次工程へ安

ハウがあります。若手作業者の場合は、教育指導者を選

定した品質の製品をお届けするための品質への取組みに

任し一つ一つの加工についてワークの形状や、使用する

ついて報告します。

機械や工具の特徴に合わせて加工方法を指導する取組み
を行っています。また自発的に勉強を行う活動として
『改
善活動』を進めています。加工方法や工具の教育は勿論

機械グループ

ですが、その他技術向上への検討・改善を必須事項と位
置付け、若手を含めたサークルを構成して改善を進めて
豊田第２機械工場

豊 田 機 械 工 場

中港第５工作工場

中港第１工作工場

います。
2）切削ツールの教育
加工を行う上で必ず必要なものが『切削ツール』です。
切削ツールの良否により品質・コストが大きく左右され
ることから、現在使用しているツールについての教育の

機械グループ組織図

みでなく、展示会やメーカ主催の講習会に定期的に参加
して最新技術を収集しています。また社内にメーカの技

6-2. 品質マネジメントシステムの運用

師を招いて講習会を実施したり、実際に当社のワーク

機械グループでは当社で運用しているISO9001をベー

を使って試削を行うなどの試験・研究を繰り返し、より

スにした品質マネジメントシステムに従って品質確保の

高品質を求めた機械加工技術を習得するための取組みを

取組みを行っています。

行っています。

当社製品の機械加工には必ず部品毎に「QC工程表」
「作
3）自動機の教育

業標準書」「チェックシート」が準備されており、いつ
でも誰もが定められた方法・手順で加工が進められるシ

現在、稼働している多くの工作機械はNC制御の自動

ステムとなっています。これにより常にバラツキのない

機です。作業者には加工技術だけでなく自動機に対する

安定した部品加工ができます。更にこの品質システムを

知識・技術が求められており、図面の読み方、工作機械

より効率よく運用するため、職制は機械作業者に細かな

の特徴から、NCプログラムの読み方や簡単なプログラ

注意点を伝えます。機械作業者は加工方法・注意点を事

ムの作成、自動機の操作方法や工具の取扱い、手動介入

前に学習し、図面やプロセスシートを理解してから実加

後の復帰の方法など、担当する機械ごとに専門的技術教

工に臨みます。自動機のNCデータはデバック完了時点

育を繰返しています。

でバックアップしてあるため、間違いのない『固有デー
4）生産技術力の向上

タ』として技術が受け継がれていきます。

機械グループ内には生産を円滑に進めるために生産技
6-3. 自主点検による各工程での品質作り込み

術業務を専門に行うスタッフがいます。新規ワークの加

作業者は加工を行う前に素材の状態を確認してから機

工方法や工具の設定、加工プログラムの作成、或いは加

械にセットし、プログラム運転により加工を開始します。

工改善の推進、新規設備計画や運用準備などの業務を

高精度を要求される部分は、自動運転中においてもテス

担っています。

トカットが行われ、ミクロン単位の寸法を確保します。

生産技術には3D-CADが導入されており、作業者が目

加工後には点検が義務付けられており、細部に亘り寸法

で見て直ぐに解る資料を作成しています。これまで作業

計測して記入されたチェックシートを品質保証グループ

者は図面のみで完成品の姿を頭の中に描いていましたが、

に提出し品質承認されます。そして面取りや防錆などを

目で見て直ぐに理解できる3Dで立体的に捉えることが

確実に実施して次工程へ送ります。

できます。これまで生産技術スタッフから機械加工ス
タッフに伝えることの難しかった事前検討項目『機械設
備』『ワーク形状』『治工具』を立体的に表現することに
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より、ワークのクランプ状況や治工具の剛性、難しい加
工部分など細部に亘り全員が同じ目線で検討することが
可能となり、生産技術と機械加工現場が緊密な品質体制
となりました。

クランク軸複合加工機

3D-CADによる段取り図
6-5. 国家技能検定取得に向けて
作業者の知識・技術力アップが品質を支える大きな柱
であるとの位置づけにより、国家技能検定受験を推進し
ています。技能検定とは「働く人々の有する技能を一定
の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」
です。2009年度は旋盤作業に2名、機械製図CAD作業に
マルチセンタ2基が並ぶ豊田第2機械工場

1名受験し全員合格と良好な結果を残すことができまし
た。受験者は試験に向けて実技訓練と学科勉強をするこ
とにより技術力アップが図られ、合格することで一層自
信と意欲を持って仕事に取組むことができます。本年度
も前期2級旋盤作業に3名が受験しており、計画的な『技
術者集団作り』を進めています。
6-6. 新規設備による品質向上
工場紹介の項でも触れていますが、近年当社は様々な
大形機械の更新を行い、大物部品の段取り替え工程を減
らして工程集約を進めることにより、段取り替えによる
寸法精度の乱れを排除でき、品質面において所期の目的
を達成しています。また新規設備導入に伴う品質向上は
勿論のこと、加工方法の見直し、新規工具の選定、切
削条件の最適化などについて改めて検証することにより、

複合加工機

一層製品の品質が向上しています。
（機械グループ

原田雄弘）
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7. 製品グループ

7-4. 組立における品質の取組み

7-1. 工場設備

1）組立

1939年より操業を開始した中港工場の組立試運転工

機械加工され、厳格に寸法チェックされた部品は、仕

場は、400kW 〜 4,500kW級までの運転台5面を備えてい

上工場において部分組立されます。これらの部品が組立

ます。当社エンジンの歴史を作り続けた場所であり、漁

工場に集められ、組立てられてエンジンの姿になります。

船・商船・官庁船・作業船・観光船用などの高出力機関

台板、架構、シリンダはあらかじめ各ブロック毎に組付

の開発に伴って工場設備を充実してきました。

けられます。

1963年に鋳造工場として操業を開始した豊田工場内

特に台板組立においては入念な準備が必要です。先ず

には、1974年に3,000kW ～ 10,000kW級の運転台4面を

クランク軸の仕上げ作業から始めます（4ストローク機

備える大型機関試運転工場を新設（このうち3面の運転

関・小形2ストローク機関）。油穴やアームの面取りな

台が現存）
、その後1998年に15,000kW級の運転台2面を

ど、機械加工ではできない箇所を手作業で入念に仕上げ、

備える豊田製品東工場を増設しました。

ジャーナル部・ピン部は手作業で図面指示の表面粗度に
仕上げていきます。この作業は単に高精度の機械があれ

7-2. 製品組立工程フロー図

ばできるというものではなく、熟練した技能が必要です。
最終段階では軸全体と油穴の洗浄を十分に行い、内視
鏡で油穴の衛生状態やバリのないことを確認して、品質

架構組立

台板組立

保証グループが検査して作業終了となります。十分な防

シリンダ組立

錆処理をしてクランク軸が台板に収められますが、組付
時にもゴミを入れないよう、クランク軸にビニールを被

総組立

せて吊上げ具を取り外すなど細心の注意が払われていま
す。

運転準備

運転検査

出荷

7-3. 設備改善による品質向上
運転設備用ポンプ室を屋外から屋内に移設し、試運転
時のヒートバランスの維持を容易にしています。これに
より、精度の良い試験運転ができるようになりました。
写真-2

また、配管ラインを単純化して点検や監視を容易にして

内視鏡によるクランク軸の油穴検査

います。
2）配管
エンジンの顔を形作っているものの一つに配管があり
ます。潤滑油・燃料油・冷却水・始動空気など数多くの
配管が整然と配置された様は、エンジン本体の硬さに柔
らかさを与える装いともいえます。これまでは小口径配
管のほとんどを、型取りし手作業で曲げたりバーナで加
熱して曲げたりしていましたが、作業者の力量によっ
て形状・見栄えが変わることがありました。改善策とし
て2008年にCNCパイプベンダーを導入したことにより
自動で全く同じ形状の配管を製作することが可能となり、
バーナの加熱がないため配管内清浄度が向上し、冶具が
不要となる、見栄えが向上するなどの多くのメリットが
写真-1

試験運転用ポンプ類

生まれました。
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高精度自動制御機構は、機関回転数に自動追従して舶用
特性に沿った三乗N3モード自動運転ができ、負荷変動
に対しても俊敏な補正が行われます。短時間での負荷静
定と安定した運転ができることにより、正確なデータ採
取と運転時間短縮が実現されています。

写真-3

CNCパイプベンダー

7-5. 運転設備による品質の取組み
運転台に据付けられたエンジンは動力計と連結した後、
フラッシングが行われます。潤滑油ラインはエンジンに
とって大切な血管であり管理を充分に行わなければなり
写真-5

ません。エンジン潤滑油は運転設備用潤滑油清浄管理装

水制動力計の制御盤

置で24時間循環清浄が続けられ、6 ヶ月に一度成分分析
7-7. 出荷前の品質の作り込み

して管理基準値内にあることを確認し、毎年1回サンプ
タンク内の清掃を実施しています。これにより摺動部な

陸上公試運転後の開放検査において客先・船級検査官

どの塵傷を防いでおり、運転後の軸受評価点向上に貢献

殿のチェックを受けた後に発送準備を行います。発送荷

しています。

姿を確認して作業標準の手順に従い防錆作業を行って製
品の品質維持を図ります。お客様との打合せ事項やご要
望も含めて、品質保証グループが出荷前の検査を入念に
行います。全てが確実に施行されていることを確認して
責任者が出荷許可を出します。こうして製品は発送され、
造船所殿に届けられています。

写真-4

遠心式潤滑油清浄装置と精密フィルタ

7-6. 試運転の信頼性向上
機関試運転による性能確認には水制動力計が必要です。
品質向上・省エネ・試運転の信頼性向上への取組みとし
写真-6

て、2008年に高精度自動制御機構を備えた水制動力計

発送準備中のエンジンブロック

CFSR-10.0形を中港製品工場に導入、翌2009年豊田製
（製品グループ

品工場の既存水制動力計CFSR-18.0形に高精度自動制
御機構を備えました。従来は各負荷毎に給水弁・排水弁
を遠隔操作しながら荷重制御しており、荷重静定までに
時間を要し負荷変動に対して微調整が難しく燃料消費量
計測時にロス時間が発生するなどの難点がありました。
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8. サービスグループ

2）陸上診断システム「アサカサ診之助」

8-1. サービスグループの役割

巡回点検データ収集システム「アカサカ巡之助」によ

サービスグループはお客様への技術支援・技術指導及

り取り込んだ契約船の機関データを、陸上診断システム

び不適合の予防措置を実施することと、お客様からの技

「アカサカ診之助」に入力することで、機関データのト
レンドグラフと診断結果を表示します。継続した機関状

術相談に対応することを主業務とする部署です。

態の把握ができ、トラブルの未然防止に寄与します。

また、当社の製品である主機関を管理されている工務
の方や、実際に使用している機関部の方々から直接話を

診断結果とトレンドグラフを基に当社サービスエンジ

伺い、それを工場にフィードバックして当社製エンジン

ニアの経験を踏まえたコメントを加え、契約先の船主殿

の品質を向上させるという大きな役割も担っています。

と機関長殿に送ります。

以下にお客様に満足していただくための当部署におけ

いつもお世話になり、有難う御座います。
主機関状態診断システムの診断結果を以下の通りご連絡
致します。診断結果に関してのご相談は、修理サービス
チームまでお願い致します。

る品質向上への取組みについて紹介します。
8-2. 製品製造時の取組み
当社では現場において気付いた製品に関する改善点を
「部門間問題改善シート」に記入して社内に展開するこ
とにより、問題を顕在化して品質の向上に繋げています。
サービスグループでは工場運転・海上運転で発見する改
善点をこの改善シートに書き込んですみやかに製造側に

【診断データ日時】2010年5月30日 10時20分
【診断結果】添付ファイルをご参照下さい。
給気圧力トレンド（低）
過給機回転数トレンド（低）
今回送られて来ました機関データを診断した結果前回記
録から給気圧力、過給機回転数が低下気味になっており
ます。過給機の固形洗浄、又は開放してガス側の掃除、
及び空気冷却器の汚れの確認を行うことを推奨致します。

フィードバックしています。特に新しい機種については
改善シートの発行件数に目標値を設けることで改善を奨
励し、新機種の品質向上に貢献しています。

図-2

8-3. 就航船に対する取組み
1）機関情報データベース

サービス員のコメント発信例

3）トラブルシュートシステム「アカサカ虎之助」

当社では陸上公試運転データをスタートにして就航船

長期間経験を積重ねてきたサービスエンジニアには、

から得た膨大な機関データを入力した機関情報データ

トラブルの症状を見てその原因を究明するためのノウハ

ベースを構築しています。検討する就航船のデータを機

ウが培われています。サービスグループでは、これらの

関データベースに蓄積された陸上運転でのデータや他の

ノウハウをトラブル事例として管理しています。そして

就航船の機関データと比較することにより、変化や差異

この独自のノウハウをトラブルシュートシステム「アカ

を把握できます。また、該当機関のトレンド（データの

サカ虎之助」に網羅しました。

推移）を見ることにより、就航後の機関性能の変化を評

機関回転数が変動する就航船に対し原因の究明に「ア

価し、客先へ機関の実態に関して分かり易くアドバイス

カサカ虎之助」が威力を発揮した例を紹介します。

することができます。

トラブルシュート
開始－>>主機の回転が円滑でない－>>クラッチのスリップ
－>>油圧クラッチのスリップ－>>クラッチ油圧が低い

クラッチ油圧調整弁のスプリングの折損、ヘタリ
クラッチ油圧調整弁の詰り
クラッチ油圧調整弁の固着
シールリング、Vリング、0リングの摩耗
圧力スイッチの故障
油ポンプ吸込み側ラインからの空気吸い込み
油ポンプ損傷
油量の不足

A
B
A
B

図-3

トラブルシュートの検討結果

実際の原因はここに記載されていないシンタープレー
図-1

該当機関と他の就航船データ

トとスチールプレートの摩耗でしたが、原因究明には大
きな威力を発揮しました。またこの結果を受けシンター
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プレートとスチールプレートの摩耗を回転変動の原因に

8-4. サービスグループの取組み

追加しました。

1）朝の報告ミーティング

この様にトラブル事例を継続して収集しシステムに反

毎朝、事務所では出張者から報告を受け、案件の技術

映することにより、より的確な原因把握による事故の未

検討を行っています。このミーティングを通して知識・

然防止に努めます。

経験の共有化が図られ、技術力向上に大きく貢献してい
ます。また、この場は前述したトラブル事例を蓄積する

4）サービスニュース

絶好の場でもあり、トラブルシュートシステムの充実を
図っています。

当社機関搭載船が経験したトラブルを他船で未然防止
するため、またライセンサからの技術情報をお知らせす
るためにサービスニュースを発行しています。船主殿に、

2）管理の品質（69ページ参照）

そして船主殿を通じて本船などの関係先にお届けしてい

当社では月に一度、品質の諸問題に関する全社的な会

ますが、新船に対してはサービス員が海上公試運転時に

議「管理の品質」を開催しています。海上運転に臨むサー

一括して機関長殿に手渡しています。

ビス員は「管理の品質」情報を持参し、立ち会う機関に
ついての顧客情報、陸上公試までの情報などを把握しま

5）就航船への部品支給支援システム

す。また海上公試終了後には海上運転時の情報を「管理

（主要部品納入実績表）

の品質」データベースに入力し情報のフォローを行いま

本船向部品の支給実績をコンピュータで自動出力しま

す。

す。就航船への支給部品の実績から耐用年数を越えた主
3）訪船前の技術指導

要部品の交換を推奨することにより、トラブルの未然防

サービスエンジニアとしての知識・経験には個人差が

止を図ります。この主要部品納入実績表は就航船の次回
ドック工事における交換部品の打合せに活用しています。

あり、若手サービスエンジニアの技術力向上のために習
熟者が修理ノウハウを指導しています。文字では表せな
いノウハウがありますが、これらを実際に習熟者が若手
サービスエンジニアに現場で指導して技術力向上を図り、
お客様にご要望を満足していただけるよう努めています。

図-4

主要部品納入実績表
写真-1

教材の一例

6）QA小委員会の開催（68ページ「QA委員会」参照）
（サービスグループ

当社における品質部会の実行機関としてQA委員会が

稲本英之）

あり、その下部機関としてQA小委員会が設けられ、そ

9. おわりに

の事務局が修理サービスチームに置かれています。QA
小委員会はQL報告書を介して営業マンと連携しており、
お客様の声を俊敏に反映できる体制になっています。

以上、各部門の品質への取組みの概要を紹介いたしま
した。創業100年の節目に当り、次の100年に向けて「変

ユーザークレームを緊急に解決するため、修理サービ

化を先取りした品質づくり」
、
「品質を考える人づくり」

スチームがクレームに対応する部署を招集してQA小委

を目指し、一層の信頼を得られるよう邁進して参ります。

員会を開催し、原因の究明及び対策をすると同時に同形

今後ともご支援ご鞭撻をお願いいたします。
（技術本部長

機関への水平展開を行い事故の未然防止に繋げます。
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