
Industry 4.0 時代に向けた
バーコード連携による⽣産のネットワーク化



 部材に貼るラベルには、注⽂番号、納⼊先情報、納期など、他の情報を加える事によって、⼀元管理を実現

 ⽣産計画時間を⼤幅に短縮、簡単データバックアップ、バーコード で不良品を簡単に再加⼯, ⽣産⼯程を透明化

 コスト削減： 不良率を削減（情報伝達ミス、うっかりミスの解消）

 スペース: HOMAG Automation社 TBP 210 (ｶﾞﾝﾄﾘｰ型原板挿⼊装置, HOLZMA社 HPP 230（ﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰ）,
WEEKE社 BHX 055（CNC）、BRANDT社 Ambition 1120（ｴｯｼﾞﾊﾞﾝﾀﾞｰ）で 80㎡

モジュール式のため、何時でも新しい機械を増設し、同じシステムに簡単に導⼊できます。

2 HOMAG Group 

設計/CNC データ

CutRiteデータ
 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰにｲﾝﾎﾟｰﾄ
 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰでﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

印刷

バーコードスキャン
woodWOPデータを
取り込みＣＮＣ加⼯機
で加⼯

エッジ情報をﾗﾍﾞﾙ表⽰
ﾗﾍﾞﾙ表⽰をもとに
必要個所に必要な
ｴｯｼﾞﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸ加⼯

E-Solution 社 Wood CAD/CAM (事務所）

 3Dキャビネットを設計

 設計データを HOMAG社 / WEEKE社 の CNCプログ
ラム（woodWOP）に⾃動⽣成しCNC
加⼯機にエクスポート

 バーコード情報、エッジ貼り情報を含んだ
カットリストを⾃動⽣成し,カットリストを
HOLZMA社⽊取り計算⽤ソフトウェア
Cut Rite にエクスポート

⼩さな⽊⼯所から、⼤規模⼯場まで、「バーコード連携による⽣産のネットワーク化」は、
様々な規模のお客様に最適な解決策です。

コンパクト・ワークショップ: 80 m²スペース

バーコード連携による⽣産のネットワーク化
ホマッグ・グループのシステムによる解決策

Holzma社ランニングソー/ プリンター付 Weeke 社 CNC加⼯機/ スキャナー付 Brandt 社 エッジバンダー

Wood CAD/CAM
 CutRite

 woodWOP

切断加⼯
ボーリング
ルータ加⼯ エッジバンディング

Holzma 社 Cut Rite カットライト（事務所）

カットリストをインポートし、⽊取計算し、
⽊取りデータをランニングソーに転送

設計データを HOMAG社 / WEEKE社
のCNCプログラム（woodWOP）に
⾃動⽣成しCNC加⼯機にエクスポート



 ⾃動倉庫とﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰとﾈｽﾃｨﾝｸﾞﾏｼﾝのセル、 リターンｺﾝﾍﾞｱ付エッジバンダー、 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｽ、更に梱包で、 200 m²

 機械のネットワーク化により、部材と情報フローの確実化、データ構造の改善、廃材量の最⼩限化、更に加⼯効率も改善

⾃動倉庫 キャビネット
プレス

⽣産のネットワーク化

woodWOP ファイル（CNC⽤データ）

Cut Rite ファイル （ランニングソー⽤ /  プリンター⽤データ）

intelliStore ファイル（⾃動倉庫⽤データ）

ネットワーク化された⽣産: 200 m²スペース

3 HOMAG Group 

設計/CNC データ 切断加⼯ サイジング/
エッジバンディング

ボーリング
ルータ加⼯

Wood CAD/CAM

Homag Automation 社
⾃動倉庫

Holzma 社
ランニングソー

Homag 社 / Brandt 社
ｴｯｼﾞﾊﾞﾝﾀﾞｰ / ﾘﾀｰﾝｺﾝﾍﾞｱ

Homag 社 /  Weeke社
CNC加⼯機

Homag Automation 社
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｽ /  ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ切断

Wood CAD/CAM
 CutRite

 woodWOP

 woodSTORE

⾃動倉庫
 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰ

 Cutriteに
ﾃﾞｰﾀﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

 残材管理

ランニングソー
 ⾃動倉庫

（ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ）

 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ印刷

エッジバンダー

 ﾗﾍﾞﾙ表⽰

バーコードスキャン

 woodWOP
データ取り込み

キャビネットプレス
 ラベル情報で

プレス

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ切断

 ﾗﾍﾞﾙ情報でﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ
ﾃﾞｰﾀ選択



CAM 解決策 (CNC加⼯機）

 オーダーした全てのﾊﾟｰﾂに対してCNCﾌﾟﾛｸﾞﾗム(woodWOP）
を⾃動⽣成
加⼯データの準備に必要な時間を圧倒的な効率で⾃動⽣成

（⼈件費⼤幅削減）

 詳細カット⼨法とバーコード情報を含むカットリストを
⾃動⽣成（カットライトへのｴｸｽﾎﾟｰﾄ⽤）

 曲⾯エッジ貼り、ﾈｽﾃｨﾝｸﾞ、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、ルータ加⼯、
鋸加⼯等、複雑な加⼯のあるCNCマシニングセンター
も加⼯内容に応じて、ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄを提供

 ⽣産ラインやｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｽにも対応

 5軸加⼯の場合、加⼯の複雑化を最⼩限にする
リアルタイムシュミレーション

バーコード

⽣産セル（ワークショップ）や⽣産ラインで最も重要な要素が、
全ての部材の加⼯内容を認識するためのタグ（ラベル）です。
このタグとなるラベルには、CNC⽤のバーコード、エッジ情報、
注⽂番号、納期等、様々なデータを付加できます。
woodCAD|CAMがﾊﾞｰｺｰﾄﾞのもとになるパーツリストを⽣成
します。

⽊取り計算 （カットライト）

原板データからカットパターンを効率的に計算するには、
HOLZMA社のソフトウェア「カットライト」を使⽤する必要が
あります。
このカットライトに必要なパーツリストデータを⾃動⽣成する
のが、woodCAD/CAMです。
このパーツリストには、切断⼨法はもちろんのこと、
ポジション番号、グラフィクデータ、バーコードも付加
できます。

ホマッググループのCNCマシニングセンターとのリンクによる効率化

キャビネット等のプランニングとデザイン（家具設計の提案）を圧倒的効率で完了させ、加⼯データまで⽣成するのがwood/CAD/CAMです。
形状データだけでなく、技術的パラメターや加⼯⽤データもデザイン段階から⾃動⽣成します。
CNCマシニングセンター（woodWOP）、ランニングソー（ｶｯﾄﾗｲﾄのデータ）、エッジバンダー（ラベル）、フレックスライン（CSVリスト）、
キャビネットプレス等、ホマッググループの殆ど全機種（⼜は、ソフトウェア）に必要なデータを⽣成できるソフトウェアです。
経済的にプロフェッショナルに設計と加⼯が繋がります。

業界初の本格的⽊⼯ソフトによる設計 / データ⽣成

E-Solution社 Wood CAD/CAM



05 HOLZMA Cut Rite

カットライト 原板在庫データから カットパターン⽣成

woodCAD/CAM,  ⼜は、 ERP (お客様の業務管理システム）

パーツ・リスト（エクセル等） ⽊取り計算結果

在庫

(残材) 在庫

カットパターン と
ラベル⽤データ

残材や在庫各部材にラベル印刷

エッジバンダーやCNC等の下流の機械へ

世界最⼤の膨⼤なノウハウをベースにした本格的⽊取り計算⽤ｿﾌﾄｳｪｱ

HOLZMA社 カットライト

カットライトモジュール: エッジモジュール（カットライトのオプション）

エッジ材厚み と 正確なコスト
エッジ厚とシェービングで削る削りシロを考慮して⽊取計算を⾏うモジュールです。
エッジを貼るレイアウトは、ラベルに表⽰する事によって、必要な個所に必要なエッジ材を貼る事ができます。

特徴
 エッジライブラリーにお客様が使⽤するエッジ材全ての内容（型番、厚み、⾊、

コスト等）を保存
 エッジ・ザマリーリストには、各⽊取り計算に対して使⽤するエッジ材の合計

⻑さと合計費⽤が表⽰
 シェービングの切りシロ以外にもポストフォームを使⽤する場合の設定も可能
 他の機械とラベルで連動させる場合、エッジバンダーのプログラムを

バーコードを使⽤して、４⾯の各加⼯内容をラベル表⽰する事も可能
（CADMATICにグラフィック印刷オプションも必要です）

 エッジ貼りにかかる時間とコストも設定/表⽰できます。
 ﾗｳﾝﾄﾞ加⼯のR形状、チャンファー加⼯の有無等、詳細なエッジ貼り情報を

ラベルに反映できます。

エクセル等のパーツリストから原板へのカットパターンを計算し、計算したカットパターンをランニングソーに
エクスポートするためのランニングソー専⽤にHOLZMA社が開発したソフトウェアです。パーツリストには、バーコード等
のラベル情報も付加する事で、部材を中⼼に下流の機械も管理できます。



６ HOLZMA  CADmatic

⾃動倉庫⽤ソフトウェアwoodStore

HOMAG AUTOMATION 社 woodStore

廃材を最⼩限にするため、残材を再利⽤する場合があります。
⼤きな残材の場合は、⾃動倉庫に戻して管理できますが、⼤きくない残材で、再利⽤できる⼨法の場合は、マニュアルラックで残材を
マニュアル管理します。（ここで保管された残材も、もちろんカットライトで原板として⽊取り計算に使⽤します。）

マニュアルラックの場合は、登録されている残材を間違えて持ち出さない仕組みが必要です。
残材を持ち出す場合、スキャンする事で、持ち出し可能となります。（持ち出してもよいかどうかの確認もスキャナーで⾏います）

オプションで、原板の⼊庫もスキャナーで管理できます。

woodStore の 特徴

① オープンデーターシステム: スムーズ導⼊

② 事務所、⾃動倉庫、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰで、透明性を提供するマルチターミナル（⼈間⼯学に基づいた3D表⽰ 「Windows」 サーフェース）

③ マルチマスターカップリング: 最適化（カットライト）連動。ランニングソーと⾃動倉庫の最適インターフェイス

④ インテリストア: 柔軟原板管理。⽇々の⽣産状況に合わせて流動的に在庫⽅法を⾃動最適化

⑤ 残材管理 : ⾃動管理とマニュアル管理ラックで残材を管理 （カットライトに連動）

⑥ フォークリフトドライバー管理: 前⽇準備したリスト と 現在の切断加⼯状況と⼊荷予定状況から材料供給が可能

⑦ 外部倉庫も管理 ： お客様の原板すべてを管理（全てカットライトに連動）

⑧ Easy-Edit⽣産リスト簡単編集: オーダーと⽇々の加⼯順序を簡単変更 → 最⾼の透明性

⑨ 異なる在庫戦略 : 状況によって異なる⽣産シナリオに合わせて在庫を調整できます。（動かない在庫が明確化）

⑩ ⽣産順序の最適化 : ⽣産性の⾼い順序で加⼯可能（前⽇に必要原板を必要順序に合わせる等）

バーコードスキャナー：残材管理

⾃動倉庫のバーコードスキャナーによる残材管理 (No.6424/6425)

woodCAD|CAMCutRite 

バーコードラベルプリンタ バーコードスキャナー：加⼯内容

woodStore

ランニングソー フレックスライン
⽚⾯サイジング付
エッジバンダー

マシニングセンター

バーコードスキャナー: 加⼯内容

毎週平均2台（年間約50台）の出荷実績を誇るのが、HOMAG Automation社の⾃動倉庫です。
原板倉庫とランニングソー間のフォークリフトの使⽤を無くし、原板のマニュアル・ソーティング作業を無くし、ランニングソーに効率的に必要な原板を必要な順序で
⾃動投⼊するのが⾃動倉庫です。
ソーティングが⾃動化される事からランニングソーの稼働率が最⼤限に引き出され、設置に必要なスペースも従来型マニュアルラック式倉庫より、⼩さくなります。
原板ソーティング作業は、加⼯中も深夜も⾃動的に無⼈で⾏なえます。残材や在庫の数量と種類が全て明確化するため、スペースの無駄にしかならない
⻑期未使⽤在庫は、効率的に処分できます。残材の再利⽤は、カットライトと連動させることで、効率的に使⽤できます。
この⾃動倉庫を効率的に管理するソフトウェア（事務所と機械側のソフトウェア）が 「woodSTORE」 です。
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ランニングソーのコントローラ CADMATIC のオプション

HOLZMA社 ランニングソー ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ関連オプション

ラベル印刷⽤ｿﾌﾄｳｪｱの特徴 (オプション）

●加⼯サイクルに同調した完璧なタイミングでラベルを印刷します。
印刷機のオプションによって⾃動（300シリーズ以上）で貼る事も、マニュアルで貼る事もできます。

●下流の機械に必要な情報が含まれるラベルを１枚単位, ブック単位、⼜は、⼭（スタック単位）で貼る事ができます。

●ラベルレイアウトエディターで、ラベルデザイン（各情報の表⽰位置）を設定できます。
テキスト情報、グラフィック情報、バーコード等をラベルに印刷する事が可能です。

PowerTOUCHの画⾯ （300シリーズの画⾯）

注文番号/
パーツ番号

エッジ
情報

部材の
詳細

CNC
プログラム名

エッジ
情報
エッジ
情報
エッジ
情報

パーツリストをネットワーク経由でインポートできます。
ネットワーク環境で働いている場合、便利なCADmatic
データを素早く対話のように交換できます。
HOLZMA 社は、幾つかのデータ転送⽅法を提供しています。
• Wi-Fi オンライン接続： オプション(No.6202)
• Ethernet ケーブルオンライン接続： オプション(No.6200)
• USB インターフェース (この場合チャットはできません/標準装備）

CADmatic 4.1 PROFESSIONAL： – 安全なネットワーク経由で、
事務所から ⽣産状況を観て、オペレータと通信⽤にチャットもできます。

HOLZMA社 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾅｰによる⽣産開始 （No.6230）

ランニングソーに保存したカットパターンをワイアレス・バーコードスキャナーでスキャンする事で、呼び出して加⼯するための
オプションです。
スキャナーとソフトウェアが含まれるオプションです。

HOLZMA社 ネットワーク経由 データインポートオプション
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woodBase 拡張

 部材を複数回に分けて固定するが、バーコードが１つしかない場合に
必要なオプションです。
データベース内で、最初クランプ⼯程（加⼯⼯程）の完了がログ
されます。

 同じバーコードを再度スキャンするとデータベースから異なる
プログラムがロードされます。

使⽤例: ドアの両端の加⼯

バーコード・リーディング・パッケージ

 バーコードを使⽤してCNC プログラムを直接ロードできます。
ルールとして、バーコード名は、woodWOPプログラム名となります。

 簡単にスキャンでき、部材にプログラムを割り当てます。

 オペレータの⼊⼒ミスを削減できます。

 ストッパー位置や部材の変数を組み込む事も可能です。

CNC 加⼯機 の オプション

HOMAG / WEEKE 社 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ関連オプション

＊特殊な使い⽅をする場合は、追加オプションが必要になるため、事前に御相談ください。

各種ソフトウェアの概要

CNC加⼯機 標準装備のソフトウェア

woodWOP （標準装備） ⽊⼯業界では、世界で最も販売実績の多いCNC加⼯機⽤ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞソフトウェアです。
（ﾄﾞｲﾂの⼤学でも使われているソフトウェアです。）
事務所⽤ソフトウェア1個 と 機械⽤ｿﾌﾄｳｪｱが標準装備です。

woodSCOUT（HOMAGのみ標準装備） 機械側の不具合箇所をグラフィック表⽰できる診断⽤ｿﾌﾄｳｪｱです。

様々なソフトウェア・オプションの概要

3Dシュミレータ (WEEKE) / woodMOTION (HOMAG)：
機械を３Ｄ表⽰させて加⼯をシュミレーションします。加⼯時間の計算や衝突位置の確認を事前に事務所で
⾏う事ができます。

CollisionCONTROL (HOMAGのみ) 衝突前に停⽌します。クラッシュの状況を3D画⾯表⽰します。（但し、オペレータが間違ったツールや
吸着を使⽤する場合などは、衝突回避できない場合があります。）

ﾂｰﾙﾗｲﾌﾃﾞﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝ ﾂｰﾙセットをログし、モニターします。ツール交換時期等を管理できます。

woodWOP CAD-Plugin woodWOPにCAD機能を組み込むオプションです。輪郭線、アーチ、楕円、等に対応します。

woodWOP CAM-Plugin 3D⾯の加⼯が、woodWOPで⾏えます。⾯を選択するとルータの軌線を⾃動計算させる事ができます。

woodNEST: 複数のwoodWOPプログラムを原板に当て込んで、１つのプログラムとして加⼯するためのネスティング
加⼯⽤ｿﾌﾄｳｪｱです。

woodAssembler/woodVISIO (WEEKEのみ）
複数のwoodWOPプログラムからｷｬﾋﾞﾈｯﾄをソフトウェア上で組み⽴てる事ができます。組み⽴てた後、
⼨法を変える事で、同じプログラムベースの異なるキャビネットを作る事ができます。
⽳位置等の確認⽤にも使⽤できます。

woodWOP DXF インポート CADデータを woodWOPプログラムに変換するソフトウェアです。

フローティングライセンス： フローティングライセンスを購⼊して頂いた場合、購⼊した⼈数分のプログラミング作業を同時に
⾏う事ができます。購⼊した⼈数全員が使⽤中の場合は、新しいユーザーがログオン
しても使⽤中のメッセージが出て、使⽤できません。使⽤中のユーザーがログオフすると使⽤できます。



9

サイジング加⼯(平⾏/直⾓/⼨法出し） と 縁貼加⼯ の 連続単品加⼯

HOMAG 社 フレックスライン/ flexLine
単品⽣産対応型 ⽚⾯サイジング付⾃動縁貼機

加
工

2

加工 4

加工 3

加
工

1

事務所

データ
セット

お客様の システム 又は、
woodCAD/CAM ＋ カットライト＋
Holzma社ﾗﾝﾆﾝｸﾞｿｰ

フレックスライン

マシンﾃﾞｰﾀ

次の工程へ

ﾘﾌｧﾚﾝｽ番号（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ）と

貼る順番を書いたラベル 加工内容とラベル

世界で最も多く 「フレックスライン/ flexLine」 を出荷しているのがHOMAG社です。

従来のマーケットでは、⽣産ロットが⼤きかったため、「セット替えの⾃動化」 や 「⽣産のネットワーク化」 は、 必要ありませんでした。
しかし、近年、単品受注⽣産の需要が⾼まるにつれて、１品加⼯を⾼速で⾏い、１品加⼯に⾼速対応できるようにネットワーク化し、更にロット⽣産も
狙える設備が必要となりました。
この解決策が 「フレックスライン/flexLine」 です。

従来型設備による単品⽣産：
テノーナ ＋ 縁貼機 の セル

テノーナによるサイジング加⼯
サイジングは、⼱のセット替えを⾏うたびに機械を空にして
セット替えを⾏うため、単品⽣産になる程、加⼯能⼒が
⼤きく悪化します。単品⽣産に向かない設備です。

縁貼加⼯
短⼿加⼯から⻑⼿加⼯のセット替えや 0.4mm厚エッジ
から2mmRエッジへのセット替え等、マニュアル調整を
⾏う度に数分間のロスが発⽣する可能性があります。
⾃動化している場合でも多くの機械では、機械を１度空に
してからのセット替えとなるため、⼤きな時間のロスが発⽣
します。

フレックスラインによる単品⽣産：
フレックスライン ＋ リターンコンベア の セル

フレックラインによるサイジング加⼯
サイジングの⼱のセット替えは、部材が機械を出る前に
⾏われます。単品⽣産でも連続的に異なるサイズの部材投⼊が
可能です。

縁貼加⼯
⾃動化設備が付いているため、0.4mmチャンファー⻑⼿加⼯
の直後に0.5mmチャンファー短⼿加⼯を流す場合でも連続的
に加⼯できます。

加⼯プログラムの切り替え（セット替え）
加⼯が変わる度にどの加⼯を次に⾏うか作業指⽰書等で確認
するため、セット替えによる時間のロスが⼤きくなります。
更に加⼯ミスが発⽣するリスクが⾼くなります。
（もちろん単品⽣産でもオペレータが加⼯内容を完璧に把握
する⼯夫が必要になります。）

加⼯プログラムの切り替え（セット替え）
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞで⾃動的に⾏われるため、加⼯中に次の部材投⼊が
可能で、データ⼀元管理に最適なシステムです。
バーコード制御のためセット替えによるミスは、最⼩限です。

フレックスラインによるバーコード管理



製造⼯程の透明化と最適化システム

e-Solution 社 wood Factory Management
⽊⼯業界専⾨の製造管理・実⾏ｼｽﾃﾑ(MES)

情報フローの効率化は、プログラムやパラメター形式のデータが必要な⾃動加⼯を⾏う機械のみが必要なわけでは、ありません。
オペレータでも、必要な情報を必要なタイミングで受け取ることで効率化を図れます。
この⽬的を完璧に達成するのがMESと相互に組み合わさる⾃動情報処理システムです。
E-solution社 の wood Factory Managementは、お客様の標準的なERP(業務ソフトウェア）と 組み合わせて使⽤し、各加⼯に特定した
サポートを⾏います。これによって、各加⼯⼯程をお客様の⼯場の情報フローに最適に組み込みます。

wood Factory Management の利点：

 マニュアル作業⼯程、機械単体、⽣産ライン、のデータを組み込む事による製造⼯程を透明化
 お客様の⼯場の情報フローに製造⼯程を最適に組み込みます。
 ⾼性能コンフィギュレータによりお客様の加⼯システムの性能と種類を効率的に活かします。
 モジュール化しているため、新規設備導⼊時もシステムに組み込めます。

プランニング

MES

セル

加工

相互通信するwood Factory Managementの機能：

 オーダー（注⽂）順序を最適処理（材料別ソーティング作業など）
 マスターデータの充実化
 ⽣産ロットのグルーピング
 機械 と ワークセル の 加⼯指⽰
 製造に必要な指⽰書の印刷
 各マシンに各マシンが必要なフォーマットでデータを分配
 マニュアル作業が必要なワークステーションにもデータを分配
 製造現場でのコンテナ、スタック（⼭）、部材の認識
 オーダーをトラッキングし、お客様のERPにﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
 完了確認（組⽴や出荷部から）
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wood Factory Management 

Wood 
Factory 
Management 

お客様(ERP)



シューラー・コンサルティング社

SCHULER Consulting 社
⽊⼯⼯場専⾨のコンサルティング

Bar Code連携の単品⽣産⾃動化への
⽣産ライン変更の企画・助⾔
「情報フロー分析」： 事務所から⼯場へ 原板⼊荷から製品出荷へ

・事務所から加⼯機まで、受注から出荷まで、情報の⼀貫性を分析し、改善案を提案
・最適組織コンセプトの概要を提案
・ＩＴコンセプト提案
・ソフトウェア選択をサポート

⽣産⼯程分析で現在の⽣産性を⼤きくアップ

デザイン
プランニング
データ生成

原板管理 （自動倉庫）

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ

と生産管
理データ バッファー エッジ貼り

バッファー と
ソーティング

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
プレス

出
荷

納
品

カットライト木取計
算
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注文書
見積書

ランニングソー

CNC

「SCHULER Company ECG」 お客様の⼯場⼼電図（健康状態）から、改善案を提案します。

お客様の⼯場の組織・構造は、継続的に改良/開発する必要があります。この改善/開発が、お客様の潜在的能⼒を最⼤限に引き出します。

分析内容
⽣産場所： 機械 と ワークプレース の効率化
ロジスティック： 材料や道具の最適な位置や 材料フロー、タイミング
組織： 注⽂⼊⼒から, 出荷まで、 情報の⼀貫性
製品： 効率的⽣産設計
財務： コスト構造と基準コストの⽐較

利点

お客様の⼯場の状況の明確化
直ぐに改善できる具体案を提案

⻑期的改善案を提案



原板管理⾃動倉庫から、ランニングソー、⾃動バッファー、サイジングエッジバンダー、⾃動ソーティングバッファー、
ボーリングとﾋﾝｼﾞ打ち込み、梱包まで、全⾃動で、ネットワーク化されたホマッググループの⽣産ライン

Industry 4.0 に向けた⽣産のネットワーク化

Industry 4.0のネットワーク化⽣産コンセプトの基準を複数を満たす設備をホマッググループでは、幾つか納⼊しました。

⽔平⽅向のネットワーク化は、原板の準備から梱包まで、垂直⽅向は、販売店(POS)から各部材の状況管理までを⾏う、

完全ネットワーク化されたマス・カスタマイゼーション対応型⽣産ラインです。

Industry4.0が実現するまで、ホマッググループは、今後も確実に「ネットワーク化」への開発を進めます。

以下、ホマッググループの設備で、完全ネットワーク化
した全⾃動ラインを導⼊したお客様のコメントです。

Hali Office Furniture 社 技術部⻑ Albert Nopp⽒
（オーストリア）
世界最⼩部材間隔の単品⽣産無⼈化ライン導⼊。
ラベル無し⽣産（部材状況は、⽣産ラインが認識）で、
加⼯能⼒は、30%改善。私達には、機械技術とソフトウェア
で、全てを実現してくれるパートナ－（ホマッグ社）が
います。希望した事を全て実施し、解決策が上⼿く⾏くこと
を確証してくれたパートナーです。
この達成を誇りに思います。

Sedus Systems 社 社⻑ Rolf K. Hallstein⽒
（ドイツ）
⼤量⽣産から離れて、各お客様のニーズに合った製品⽣産
に近づく必要があります。この移⾏に本当に役⽴つのが
「⽣産のネットワーク化」です。

ALNO 社 役員 Manfred Schwellinger⽒
（ドイツ）
⽣産ネットワーク化コンセプトを導⼊しないお客様は、
競争上、⼤きく不利な⽴場になります。⽣産ネットワーク化
の利点は、製造側の利点だけでなく、商売上の利点にも
なります。お客様の御要望が多様化し、スキルのある従業員
が常に減っているため、この部⾨は、⽣産⽅法を完全に再考
する必要があります。⽣産ネットワーク化の世界に⼊る事は、
将来、成功を確実にする鍵です。

ホマッググループマシンの動画


