
FileMakerの可用性を高め現場発の改善を支援
24時間稼働の製造ラインを確実に支え、業務効率化の水平展開を実現

上村氏は「事前に技術講習会でどのような動作

をするのか確認できましたし、設定方法につい

ても確認できたため、導入への不安はあまりな

かったですね」と振り返ります。

今回、ウシオ電機様が導入したシステムは、同社

が開発したFileMakerによる製造工程管理支

援システムを、CLUSTERPROを導入した2台

のExpress5800によって二重化した構成で

す。通常時は1台のサーバがアクティブ、もう1

台がスタンバイ状態になっていて、サーバやネッ

トワーク、OSに障害が発生した場合に加え、

FileMakerの応答異常や停止が起きた場合に

もCLUSTERPROが自動的に検出し、フェイル

オーバ機能によってスタンバイ状態のサーバに

処理やデータを引き継ぎます。これによって、製

造ラインを止めることなく業務を継続すること

ができ、システム全体としての信頼性が大幅に

向上しています。

1964年の創業以来、一貫して「光」を応用した

製品事業を展開してきたウシオ電機株式会社

（以下、ウシオ電機）様は、2011年、兵庫県姫路市

の同社播磨事業所にある特殊工業ランプの製

造ラインでFileMaker®ソフトウェア（開発元：

FileMaker, Inc.）による製造工程管理支援シス

テムを導入しました。これにより、従来は各自が

紙の指示書や図面を見ながら作業工程を確認

していたところを、部品や半製品にバーコード

リーダを当てるだけで、作業に必要な指示や図

面、さらには写真までもが手元のタブレット端

末に表示できるようになり、業務の効率化が大

きく進みました。同社第三製造部の西岡正典氏

は「FileMakerは、IT部門の専門家のようにシス

西岡氏は「NECの担当者は導入前、ITの専門家

ではない私にも易しく丁寧に説明してくれたの

で、上司や現場への説明などもスムーズに進み

ました。サーバ環境構築時には、冗長化構成の経

験がなかったので、2日間の導入支援サービスも

利用しました」と語ります。

テムに詳しい人間でなくても、業務の改善に向

け、現場の実情に合ったシステムを自分で作れる

のが大きなメリットです」と語ります。西岡氏が

中心となって開発したシステムは高い評価を受

けましたが、使用頻度が上がるにつれ、システム

が停止したときのリスクが増大し、他の製造ライ

ンへの拡大がためらわれる状況になっていまし

た。同社播磨ITグループ課長の上村計博氏は、当

時の状況を「IT部門としては、試験的に導入した

システムが、トラブル回避策のないまま導入範

囲が広がっていくことに強い懸念を抱いていま

した。そのため、信頼性の高いサーバー専用機の

導入や、システムの冗長化の必要性を指摘してい

たのです」と説明します。そんなとき、東京で開

催されたFileMakerのカンファレンスに参加し

た西岡氏が着目したのがCLUSTERPROです。

ウシオ電機株式会社 様

http://jpn.nec.com/clusterpro/
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導入前の課題

導入の経緯

CLUSTERPROに着目した理由を、西岡氏は

「FileMaker Serverの二重化ができて、しかも

自動リカバリが可能な製品は、ほかにありません

でしたから」と振り返ります。FileMakerによるシ

ステムは、現場の改善要求を反映してただちに修

正できる利点があります。反面、ITの専門知識が

少ない担当者がシステムを開発するため、IT系の

技術者が開発するシステムに比べ、信頼性はどう

しても低くなります。一方、製造ラインは24時間3

交代で稼働しています。もし早朝や深夜にシステ

ムがダウンしたら、担当者が駆けつけて復旧する

まで製造が止まってしまうため、そうした事態を防

ぐしくみが不可欠です。「手軽さというFileMaker

のメリットを生かしつつ、業務の継続性を高める

ためには、CLUSTERPROが最善の選択だと思

えました」と西岡氏。IT部門と協力して動作の確

認を行い、さらに価格面でも部門の予算内で収

まると分かったことから、最終的に導入を決めた

といいます。また、当初はFileMaker Serverを

パソコンで動かしていましたが、システム全体の

信頼性をより高めるため、CLUSTERPROの導

入を機に、PCサーバExpress5800への移行も

併せて行うことにしました。

CLUSTERPROによって24時間運用時のリス

クが軽減されたことで、多数の製造ラインへの

水平展開が可能となり、現在では第三製造部の

7割を超える工程へと拡大しています。第三製造

部長の梶川隆浩氏は「FileMakerのシステムに

より、作業指示書や日報が紙からデータへと変

わったことで、紙の時代には段ボールに埋もれて

しまっていた、現場で蓄積したデータの有効活

用が可能になりました。また、以前は設計変更の

反映に2週間かかっていましたが、現在はリアル

タイムに変更ができるため、直前まで修正が可

能です。このように、基幹システムの手が届かな

い現場の細かな要望にも素早く応えられるの

で、業務改善に大きな効果が見込めます。システ

ムダウンの不安から開放されたことで、今後は

他部門も含め、より多くの製造ラインに展開でき

るようになると思います」と語っています。

また、従来はFileMaker Serverをパソコン上で

稼働させていたため、管理も製造部門で行って

きましたが、CLUSTERPROの導入を機に、IT

部門がサーバ管理を行うしくみに改めたため、

現場の管理負荷も軽減されました。「現在は、PC

サーバはサーバ室で管理しており、IT部門の担

当者も含め、常に複数の人間がシステムを監視し

ています。また、障害時には複数のメンバーに

メールが送信される機能もあるので、安心感が

違いますね」と梶川氏。以前は、ともすると担当

者個人に集中しがちだった負荷が適切に分散さ

れることで、社内体制の上でも信頼性が向上し

ていることが分かります。

ウシオ電機様では現在、システムの導入範囲を

拡大すると同時に、基幹システムとの連携も進

めています。「導入する製造ラインが増えれば、

当然、部門同士の連携も必要になってきますか

ら」と西岡氏。上村氏も「システムの安定性が確

保できたことで、基幹システムとの連携も進めや

すくなりました」と説明します。最後に、上村氏は

今後について次のように語ってくれました。「多

数の製造ラインへの導入を見据え、可能な範囲

でサーバを共有するなど、より費用対効果の高

いシステムになるよう検討を続けていきたいで

すね」

システムの導入で効率化を推進
24時間の運用には課題も残る

FileMakerが二重化でき、
自動リカバリも可能な唯一の製品
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上村氏は「事前に技術講習会でどのような動作

をするのか確認できましたし、設定方法につい

ても確認できたため、導入への不安はあまりな

かったですね」と振り返ります。

今回、ウシオ電機様が導入したシステムは、同社

が開発したFileMakerによる製造工程管理支

援システムを、CLUSTERPROを導入した2台

のExpress5800によって二重化した構成で

す。通常時は1台のサーバがアクティブ、もう1

台がスタンバイ状態になっていて、サーバやネッ

トワーク、OSに障害が発生した場合に加え、

FileMakerの応答異常や停止が起きた場合に

もCLUSTERPROが自動的に検出し、フェイル

オーバ機能によってスタンバイ状態のサーバに

処理やデータを引き継ぎます。これによって、製

造ラインを止めることなく業務を継続すること

ができ、システム全体としての信頼性が大幅に

向上しています。

1964年の創業以来、一貫して「光」を応用した

製品事業を展開してきたウシオ電機株式会社

（以下、ウシオ電機）様は、2011年、兵庫県姫路市

の同社播磨事業所にある特殊工業ランプの製

造ラインでFileMaker®ソフトウェア（開発元：

FileMaker, Inc.）による製造工程管理支援シス

テムを導入しました。これにより、従来は各自が

紙の指示書や図面を見ながら作業工程を確認

していたところを、部品や半製品にバーコード

リーダを当てるだけで、作業に必要な指示や図

面、さらには写真までもが手元のタブレット端

末に表示できるようになり、業務の効率化が大

きく進みました。同社第三製造部の西岡正典氏

は「FileMakerは、IT部門の専門家のようにシス

西岡氏は「NECの担当者は導入前、ITの専門家

ではない私にも易しく丁寧に説明してくれたの

で、上司や現場への説明などもスムーズに進み

ました。サーバ環境構築時には、冗長化構成の経

験がなかったので、2日間の導入支援サービスも

利用しました」と語ります。

システム概要

テムに詳しい人間でなくても、業務の改善に向

け、現場の実情に合ったシステムを自分で作れる

のが大きなメリットです」と語ります。西岡氏が

中心となって開発したシステムは高い評価を受

けましたが、使用頻度が上がるにつれ、システム

が停止したときのリスクが増大し、他の製造ライ

ンへの拡大がためらわれる状況になっていまし

た。同社播磨ITグループ課長の上村計博氏は、当

時の状況を「IT部門としては、試験的に導入した

システムが、トラブル回避策のないまま導入範

囲が広がっていくことに強い懸念を抱いていま

した。そのため、信頼性の高いサーバー専用機の

導入や、システムの冗長化の必要性を指摘してい

たのです」と説明します。そんなとき、東京で開

催されたFileMakerのカンファレンスに参加し

た西岡氏が着目したのがCLUSTERPROです。
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導入後の成果

CLUSTERPROに着目した理由を、西岡氏は

「FileMaker Serverの二重化ができて、しかも

自動リカバリが可能な製品は、ほかにありません

でしたから」と振り返ります。FileMakerによるシ

ステムは、現場の改善要求を反映してただちに修

正できる利点があります。反面、ITの専門知識が

少ない担当者がシステムを開発するため、IT系の

技術者が開発するシステムに比べ、信頼性はどう

しても低くなります。一方、製造ラインは24時間3

交代で稼働しています。もし早朝や深夜にシステ

ムがダウンしたら、担当者が駆けつけて復旧する

まで製造が止まってしまうため、そうした事態を防

ぐしくみが不可欠です。「手軽さというFileMaker

のメリットを生かしつつ、業務の継続性を高める

ためには、CLUSTERPROが最善の選択だと思

えました」と西岡氏。IT部門と協力して動作の確

認を行い、さらに価格面でも部門の予算内で収

まると分かったことから、最終的に導入を決めた

といいます。また、当初はFileMaker Serverを

パソコンで動かしていましたが、システム全体の

信頼性をより高めるため、CLUSTERPROの導

入を機に、PCサーバExpress5800への移行も

併せて行うことにしました。

CLUSTERPROによって24時間運用時のリス

クが軽減されたことで、多数の製造ラインへの

水平展開が可能となり、現在では第三製造部の

7割を超える工程へと拡大しています。第三製造

部長の梶川隆浩氏は「FileMakerのシステムに

より、作業指示書や日報が紙からデータへと変

わったことで、紙の時代には段ボールに埋もれて

しまっていた、現場で蓄積したデータの有効活

用が可能になりました。また、以前は設計変更の

反映に2週間かかっていましたが、現在はリアル

タイムに変更ができるため、直前まで修正が可

能です。このように、基幹システムの手が届かな

い現場の細かな要望にも素早く応えられるの

で、業務改善に大きな効果が見込めます。システ

ムダウンの不安から開放されたことで、今後は

他部門も含め、より多くの製造ラインに展開でき

るようになると思います」と語っています。

また、従来はFileMaker Serverをパソコン上で

稼働させていたため、管理も製造部門で行って

きましたが、CLUSTERPROの導入を機に、IT

部門がサーバ管理を行うしくみに改めたため、

現場の管理負荷も軽減されました。「現在は、PC

サーバはサーバ室で管理しており、IT部門の担

当者も含め、常に複数の人間がシステムを監視し

ています。また、障害時には複数のメンバーに

メールが送信される機能もあるので、安心感が

違いますね」と梶川氏。以前は、ともすると担当

者個人に集中しがちだった負荷が適切に分散さ

れることで、社内体制の上でも信頼性が向上し

ていることが分かります。

ウシオ電機様では現在、システムの導入範囲を

拡大すると同時に、基幹システムとの連携も進

めています。「導入する製造ラインが増えれば、

当然、部門同士の連携も必要になってきますか

ら」と西岡氏。上村氏も「システムの安定性が確

保できたことで、基幹システムとの連携も進めや

すくなりました」と説明します。最後に、上村氏は

今後について次のように語ってくれました。「多

数の製造ラインへの導入を見据え、可能な範囲

でサーバを共有するなど、より費用対効果の高

いシステムになるよう検討を続けていきたいで

すね」

FileMakerの障害発生時も
製造ラインを止めずに業務を継続

システムの導入範囲が大幅に拡大
管理面での安心感も増す

基幹システムとの連携も視野に
より費用対効果の高いシステムを目指す

サーバ障害、ネットワーク障害、OS障害に加え、FileMaker Serverの応答異常、ハングアップなどの
障害も検出し、FileMaker Serverサービスの再起動やフェイルオーバーによって業務継続が可能。
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