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It seems that the trouble to those who are engaged in die casting production is that the rejection 

percentage of die castings is so high that they are busy spending all their time for the 
countermeasure and/or production control. 

We have accomplished the centralized die casting plant management system, as Japan’s own 
industrial making, by combining plant-wide production control with the new control items that 
have directly to do with the die casting quality, such as cavity-filling time, gas pressure and others. 
We report the detail as follows. 

 
１．はじめに 

 現代社会は情報とモノにあふれ，特に情報はスマホ

の登場で増々身近になって来ているといえます． 
その情報には道路状況，気象情報，高層ビル管理など

の集中管理センターのようなものがあり，現場にいな

くてもリアルタイムで確認できるのが当たり前になっ

てきています．それでは製造業における情報はどうで

しょう．モノづくりの情報には品質情報と生産情報が

あると思われます．自動車産業の組立工程などはどの

ような状況で生産されているかが一目でわかるように

出来ていて，これが生産情報です．一方，個々の部品

では本来の性能が出ているか，車全体の性能が許容値

に入っているかを計測し評価するのが品質情報です． 
それではダイカスト業界の情報管理はどうでしょう？

よくダイカストは「暗黙の世界」が存在すると言われ

ます．即ち品質を司っている挙動の大半は０．１秒以

内に凝縮され，この時間は残念ながら人間の感覚では

捉えられない領域だからです．各種挙動は波形データ

やデジタルデータで見るしかありませんが，マシンの

新旧やメーカを問わずにデータが見られる事と同時に

金型情報も見る事が重要で，これを見極められる人，

品質の番人は極めて少なく，知る人ぞ知るの世界が現

状ではないでしょうか．生産管理を担当している人も

同様だと思われます．そこで２つの情報を社内で共有

化し，活用するシステムを開発しました． 

２．情報の共有化とは 

ダイカスト工場のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを目指して先ず社内の 
『Open MIND⇒Open DIECASTING』 
を提案したいと思います． 
Open品質： 
社内ＬＡＮを活用し，ダイカスト関係者に品質情報

をオープンにする事が重要だと考えます．社内教育で

計測データが読めるようになる事が先決ですが，共有

化出来れば，現場の何号機はどこに問題があるのか，

良品率を上げるにはどうすべきかなど論議が関係者全

員で出来るようになり，会社全体のレベルアップが期

待でき，しいては会社の品質レベルが向上すると思わ

れます． 
Open生産：  
「暗黙の世界」が解消または縮小されれば，良品率

が向上し生産性がアップすると思われます．オープン

化されていれば現在の生産計画の中での進捗度も共有

化され，負荷の分散化や生産性向上の論議も出来ると

期待されます． 
３．今までの管理状況 

大方のダイカスト専業メーカでは，生産管理情報は

机上で出しておき，後から各マシンの作業日報などを

基に集計したものを計画したものと照らし合わせて計

画通り出来たのかどうか検証して次回の計画に織り込

む，といったことを実施していると思われますが，こ



れでは生産中に第三者から見たときに進捗はほとんど

わからない状況です．現場の管理者は，今現在の生産

状況を作業者に直接聞いたり，生産して出来た現物の

数をいちいち数えたりしていました．また，生産計画

を自部門でするところもあれば，他部門で出荷まで含

めた計画で立てるところもあり，ダイカスト製造工程

での様々なトラブルにより計画に沿った生産が出来ず

にしばしば口論になることも無きにしも非ずではなか

ったでしょうか． 
ではなぜ計画通りにダイカストは生産出来ないのかを

考えてみますと，先ず製品の品質が安定しないことが

挙げられます．更にこの品質を良くするために様々な

ダイカスト工法の特殊技術が使われますが，これがま

た設備トラブルの中でもかなりのウエイトを占めてい

ると思われます．例を挙げますと，真空ダイカスト法

ではバルブの詰まり，高真空ダイカスト法では各所パ

ッキンの破損など．局部加圧法ではピン折れやタイミ

ングバラつきで良品が取れないなどがあります． 
こういった事からダイカストの生産管理と品質状況と

いうものはかなりの因果関係があり品質状況の確認が

取れればおのずと生産状況も安定してくるのではと考

え，まずは品質状況をどうとらえるかを生産管理シス

テムの 重要項目として開発を始めたしだいです． 
 
４．開発の経緯 
システムを完成させる上で 初に手掛けたのは専

用マイコンの開発でした．一般にモニター装置はパソ

コンが主体ですが信頼性に欠けます．ダイカストの現

場で連続使用する際，パソコンでマシンとインターフ

ェースを取る事は安全性から見ても危険です．全ての

情報はマイコンに取り込み処理してイーサネットでパ

ソコンに渡す事で安全性を維持します． 図１に概要

を示します． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
マイコン処理としては，高速処理と大容量アナログ

データーの一時保管や基本データ解析を行うために，

３個のＣＰＵを駆使し，パソコンへ高速転送します． 

またマイコンはパソコンからの設定条件で動作し，一

度設定されるとパソコン操作に左右されずマシンの動

きに同期して，動作をくり返します． 
製品の状況を把握する手段としては，マシン側からの

情報と金型側からの情報が同時に見れる事が重要です． 
マシン情報を統一化し管理する事は重要ですが，マシ

ンメーカは国内外様々なメーカがあり，比較的新しい

マシンは計測表示をしていますが，計測方法や計測定

義は千差万別です．しかも古いマシンでは改造に費用

がかかりますので計測表示は殆ど出来ていませんでし

た． 
マシン側からの情報は射出速度と圧力があります． 

射出速度は図２のよう

な高耐久性のワイヤー

速度計を新に開発しま

した．0.5ｍｍＡ，Ｂ相

パルス出力，マグネッ

トでマシン取付，ワイ

ヤーは消耗品と考えシ

ンプル構造で安価に汎

用化を目指しました． 
射出圧力は射出の油

圧回路もメーカ毎に変

わっていますが，図３の射出シリンダーのヘッド側（Ｐ

１）とロッド側（Ｐ２）に圧力センサーを取付け，こ

れを合成して波形表示させればマシンがチップに作用

する鋳造圧力の換算値として全てのダイカストマシン

メーカの射出圧力は同一条件で管理出来する事が可能

となります． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金型側からの情報は様々なものがあります． 
１） 充填時間（製品充填時間＋二次充填時間） 
２） キャビティ内ガス圧（正圧及び真空圧） 
３） メタル圧力 
４）金型温度 
５）離型剤被膜厚さ 
６）その他   
 
図４１）に示すように，本システムでは品質に影響の大

きいキャビティ内ガス圧と充填時間の計測を出来るよ

うにしました． 

図１ ダイカスト専用マイコン 

図２ 新ワイヤー速度計 

図３ 合成波形の定義 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これから得られる情報としては，図５２）に示すよう

にアナログデーターとして収集して管理することがで

きます．また，マシンの稼働情報もアニメーションで

取れますので，図６のようにリアルタイムでの情報を

事務所やネット環境の整備により，どこにいても把握

できるようにします． 
 

第１ステップの品質管理としては，              

①良品波形からの良品と不良品の仕分けによる作り込

み 
②品質異常の即時キャッチ 
③金型キャビティ内のオンライン情報など 
 
第２ステップの生産管理としては， 
① 生産計画 
② 生産進捗 
③ 生産情報共有化 
などで，まずダイカストマシンの稼働状況の把握をメ

インとして表しています． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらのあるべき姿として，品質データを単一シス

テムにより一括収集する事で，それまでは別の収集デ

ータだった物を，同一グラフに合せる等の作業を必要

としていましたが，一括管理を行う事で，データ収集・

データ整理に掛ける時間を大幅短縮し，データ分析・

解析に時間を掛ける事が出来るようになります． 
 従来であれば，不具合が起きた後に製造部門より事

後報告があり，その後でデータ収集・現象確認・原因

究明等が行われます．しかしながら後日では正確な情

報を入手することは困難な場合がほとんどで，リアル

タイムで情報共有が可能になると，不具合発生時に即

時，データ収集が可能であり，例え後日であっても全

てのデータが保存されている事で，不具合原因の究明

が行えるようになります． 
 特に，現場へ赴く事無くデータの収集・閲覧が可能

であることから，遠く離れた場所（海外も含め）に有

る場合は，非常に有用なシステムだと思われます． 
 品質管理における４M の Machine を徹底的に管理

できる様なシステムが望ましいと思われます． 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
５．通信システムの構成 
 こういった情報をとることが簡単にできるようにな

った要因としては，インターネットの普及により無線

ＬＡＮが飛躍的に通信速度が速くなったことと，無線

LAN 機器が安価になったことが挙げられます．無線

LAN の規格として IEEE（アイトリプルイー）〔米国

電気電子学会〕の802.11が1998年に策定されました

が，速度は 2Mbps（0.25MB/秒）程度と低速であり，

また機器も高価であったためあまり普及しなかったと

思われます．有線で LAN ケーブルを使えばある程度

のスピードで使用できますが，それを工場内に這わせ

るにはかなりの費用と時間がかかり，導入は難しい状

況ではなかったかと思われます．しかし， 近の IT
関連技術の進歩は著しく，企業の社内 LAN はかなり

の割合で無線LAN化してきています． 
現在，一般的に入手できる無線 LAN 機器の規格は

大伝送速度600Mbpsの IEEE 802.11nですが，今回

の工場管理システムでは，現在 も普及している

図４ ダイレクト制御システム 

図６ リアルタイム画面 

図５ アナログ波形データ 



IEEE 802.11g（54Mbps=6.75MB/秒）にてシステム

を構築しました（IEEE 802.11nやさらに新しい規格

に切り替えることも可能です）． 
 全体システムの概要を図７に示します． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．工場レイアウト 
 これら環境を踏まえたうえで，工場管理システムを

実際の工場にて設置しました．設置は静岡県沼津市に

ある東洋電産㈱岳南工場で，実用化テストとしてダイ

カストマシン２台，３５０ｔと５００ｔに設置しまし

た． 
 工場のレイアウトと設置マシンは図８となります．

工場端のマシンから建屋区切りにルーターを設置して

反対の端にある２階の製造事務所まで無線 LAN で飛

ばして通信できるシステムを構築しました．また，設

置した工場現場の状態は，図９は３５０ｔで３６号機，

図１０は５００ｔで３７号機．工場間の中継用ルータ

ーは，それぞれ鋳造工場側と事務所側とに設置しまし

た． 
図１１，１２がそれになります． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これらレイアウトでの電波状態をチェックしたもの

が図１３となります． 近のスマホのアプリケーショ

ンは色々なものがあり，こうした電波の強さを簡単に

チェックできるようになりました．以前であれば専用

の，しかもかなり高価なスペクトラムアナライザーと

いうもので計測していましたが，図１３のようにスマ

ホの無料アプリで計測できることからも無線 LAN が

一般に浸透してきていると思われます． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７ 工場管理システム概要 

図８ 工場レイアウト 

図９ ３６号機設置 

図１０ ３７号機設置 

図１１ 工場側ルーター設置 図１２ 事務所側ルーター 

図１３ 無線LANの状態 



 図１３のような電波チェック状況から，ダイカスト

工場内に於いてもかなり良好な無線 LAN の電波状況

が確認できました．簡易的な遠隔操作でも特に支障な

く操作を確認できました．テスト開始から 初に問題

になったのが記録容量でした． 
１ショットが約３MB となり，１ヶ月分３万ショット

とすると９GB になってしまい，かなりの容量になっ

てしまいましたが，これは自動圧縮をかけることによ

り１０分の１にすることができました． 
 さらにシステムのパッケージ化を狙って，設置する

筐体をコンパクト化及び安価にすることによって，す

べてのダイカストマシンに設置できるように開発を行

いました．図１４がコンパクト化したプロトタイプの

ものでサイズとしてはＡ４サイズ程度で更にコンパク

ト化も目指しています． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．品質・生産管理ソフトの開発 
 ハード的なところはかなりの完成領域にあります

が，それをどう活用して行くかは使用するユーザーに

よっても違いが出てくると思われます．基本的なとこ

ろで生産管理としては，図１５，１６のようなものを

標準用として開発しました． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 これら情報から期待するものとしては，以下のよう

なことが挙げられます． 
 
I. 品質向上ツールとしての活用 
ダイカストマシンのモニター計測では確認するこ

とが出来なかった金型製品部のガス背圧計測を可能と

し，蓄積されたデータを利用しての内部品質の更なる

高度化に活用できます． 
１．金型温度と適正離型剤塗布量 
２．鋳込み質量と適正離型剤塗布量 
３．金型水漏れ検知 
４．金型メンテナンス時期の計測管理 
 
II. ＩＴ化への移行ツールとしての活用 
量産工程で得られた計測データを解析し，一般理論

値や経験値に対して，自社ノウハウと計測で得た値を

比較し，更なる高度化を目指した自社理論値を導きま

す． 
１．経験や知識に頼った技術をデータベース化 
２．データベースを基に容易に鋳造条件の算出 
３．品質管理項目が明確となっているため海外への移

管が容易 
４．海外移管後も容易に品質を維持することが可能 
５．技術力向上に伴う差別化により競争力がアップ 
６．カメラ機能や対話機能を設けることで外観不良等

リアルに現場との情報共有が可能 
７．海外生産では貴重な情報源 
 
III. ダイカスト工場管理システムとして 
生産，品質に関する情報をリアルタイムで共有化す

ることで，内部品質を把握した無駄のないＭＩＮ製造

コストでの生産管理システムの運用が可能になります． 
１．品質重要管理項目の監視，警報発信 
  （品質管理項目エラー発生時の警報発信） 
２．連続的な品質不良発生の防止 
  （金型割れ，水漏れ等による連続不良） 
３．数値管理による金型メンテ時期の見極め 
  （無駄な金型交換がなくなり生産性向上） 
 
IV. 現場と事務所のコミュニケ―ション 
生産現場から「ここの所を変更したいんだけど」と

か，事務所から「高速切換の位置を何ｍｍ変更して」

など，いままで生産技術者が都度現場に足を運ばなく

てはいけなかったものが，品質画面を見ながら CRT
画面のコメント欄でやり取りが出来たり，ハンドフリ

ーの音声（現場的に騒音があるが）をチェッド形式で

伝える事も可能となるなど，現場との一体感が増すと

思われます．先ずは重要製品を鋳造するマシンのシス

テム化からはじめ，この製品での品質に影響の大きい

図１５ ダイカストマシンライブ画面 

図１６ 生産管理画面 

図１４ コンパクト化した筐体 

従来筐体 新筐体 



ファクターの管理方法などを見極める技術の社内共有

化，即ち教育（波形分析やデジタルデータの意味する

ものの定義など）をしてから徐々に拡大して行くこと

が好ましいと思われます． 
 
V. 複数マシンの遠隔一元管理と情報把握の即時性，

および情報の共有化 
複数のマシンの作動状況や品質情報，生産情報を，

ネットワークを通じて遠隔地にて一括モニタリングす

ることで，管理者からのより効率的な状況把握が行え

ます．これまで，小さなトラブルなど事後報告に頼ら

ざるを得なかった事柄を，ほぼリアルタイムに現場に

よらず把握することが可能となり，より効果的な対応

策の実施が期待できます． 
また，複数のマシンの品質情報，生産情報を全ての

作業者や管理者が容易に共有できることにより，作業

ノウハウなどの数値に現れない事柄についても迅速に

共有化できることが期待できます． 
 本システムでは標準で２０台までの対応が可能です． 
 
VI. 蓄積した品質・生産データの多次元的解析 
複数のダイカストマシンや金型による品質情報や

生産情報をデータベースに継続して蓄積し，その大量

のデータを解析することにより，これまで見えてこな

かった問題点やその改善方法，また逆に気がついてい

なかった，より効率的な手段等を発見できることが期

待できます．今回の工場管理システムでは，サーバー

OS やデータベースにオープンシステム系のソフトウ

ェア（OS:Linux 系，データベース: MySql 系）を使

用しているため，データ解析にも同様にオープンシス

テ ム 系 の 多 数 の OLAP （ On-line Analytical 
Processing＝オンライン分析処理）ソフトウェアを利

用することができます．これにより，様々な角度から

検索・集計して問題点や解決策を発見することが可能

となります． 
これによって発見された「何か」が生産管理系のもの

であれば，今後のシステム拡張の際にフィードバック

し，より良い生産管理機能を充実させることも期待で

きます． 
 
VII. その他期待すること 
各種データへのしきい値設定及び，信号出力・別枠

での射出データ保存（不具合品データフォルダ等）． 
 また，上記事象が発生した場合，モニターしている

PCすべてにポップアップ等での警告を行う等． 
 携帯電話・スマートフォン等のモバイル用簡易モニ

タソフト．イメージとして図１７にそれを示します． 
 将来的に全ショットデータに固有のナンバーを付け，

同じナンバーを製品へ打刻する事が出来れば，品質デ

ータと現品を結びつけられる．これにより品質管理が

容易になると予想されます． 
 金型メンテナンス時期の警告等，金型と定期メンテ

ナンスショット数を登録させ，ショット数管理を行う．

メンテナンス時期となれば担当者・管理者へ警告を発

信する等． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．まとめ 
１． 品質と生産管理の情報を把握できるシステムが

完成し，社内ＬＡＮで情報の共有化が出来るよう

になりました． 
２． ユーザーに特化した独自のシステムを構築する

ことができるようになりました．また，計測定義

も変更を容易にしました． 
３． 導入計画としては，社内ダイカストの技術教育を

しっかり基盤を固め，ダイカスト工場管理システ

ムを先ず主要マシンの１台からはじめ，実績に応

じ拡大する事を推奨します． 
４． 海外生産に移行しても，ネットを利用しリアルタ

イムで生産や品質状況を確認できるので，生産や

技術の空洞化防止としても貢献できます． 
５． 社内のダイカスト関係者全員が生産・品質情報を

共有化出来，また生産現場と直接会話（コメント

入力や音声）ができることで社内の 
『Open MIND⇒Open DIECASTING』  
の実現が可能になると期待します． 
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