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がありますので，ここでは FA に限って考えるこ
とにします。
機械に組み込まれたマイクロプロセッサの利用
はハードウェアに密着した分野で，今はやりのメ
カトロニクスの分野のことです。以前は機械の調
子が悪い時は各工場で自分で整備したし，簡単な
故障なら修理も何とかやっていました。しかし，
マイクロプロセッサが組み込まれるようになって
からは，自分で調整したり修理したりするのが難
しくなってきました。
一旦故障で機械が止まると，系列に流れている
材料の動きが止まってしまい，生産に重大な影響
を及ぼします。その時，メーカーの技術員が来る
のをただ待っているというのでは困ります。もち
ろん，最近のマイクロプロセッサは故障が少なく
なっているし， 1枚のプリント基板の上に全機能
を載せるようになっています｡したがって故障の時
には，その基板をそっくり交換すればよいという
方向に向いつつあります。しかし，マイクロプロ
セッサの基礎素養を一応身につけておくというこ
とは，これからの時代には必要なことでしょう。
工場運転の最適化といった FA で，もっとも重
要なことはその工場で行われている作業の分析で
す。たとえば，先の例にあげた製材工場での本機
と小割機の作業分担の適正化についてみると，あ
る原木を送材車に載せてどう木取るかを決める時，
一体どのような思考をしているのでしょうか。ま
た，大割のどこかの段階で材料を小割に流すと決
めた時，それはどのような理由によるのでしょう
か。このようなことを，たとえばずぶの素人に説

明できるように整理するのが作業の分析です。こ
の分析が終ってはじめて，問題を FA の土俵に載
せることができるわけです。
コンピュータの本を読むと必らず出てくるもの
に，ハードウェアとソフトウェアという言葉があ
ります。純粋のハードウェアはコンピュータやマ
イクロプロセッサその物のことであり，これはそ
の道の専門家にまかせておけば良いと思われます。
その他に若干ソフト寄りのハードウェアがありま
す。メカトロニクス等がこの範ちゅうに入り，我
々も基礎素養程度は持っていた方が良いでしょう。
ソフトウェアにも 2通りあります。ひとつは，
コンピュータを動かすためのプログラムそのもの
です。純粋のハードウェアがそうであったように，
これも我々としては基礎素養程度でよく，専門家
にまかせる方が経済的にも時間的にも効果的であ
ることが多いようです。
問題はもうひとつのソフトの部分です。先ほど
の FA の例で，工場で行われている作業の分析が
これに相当します。この部分は我々が専門家であ
り，他の人達は素人です。この分析の結果によっ
て全体のシステムを検討し，そこからメカトロが
決まり，それを動かすプログラムを作ってゆくと
いうのが筋道でしょう。
FA は誰か他人の頭脳にあるのではなく，自分
の知識，経験をシステマティックに分析すること
にあると言えるでしょう。
（林産試験場 木材部長）

