ビデ オカメ ラで収録 した画像 はパ ソコンデー タに変

生産工程改善のための支援 ソフ トが発売

換して光磁気 デ ィス クに保存 し， この映像 をパ ソ コン
上で再生 しなが ら該 当す る動作画面が表示 された時点

石河

周

で画面 をクリックし，分析 に必要 な動作 を抽出 します。

平

一つの連続作業 当た り最大999種 類 の動作 分 割が 可能
で， ここの作業動作 は最小 0 ．
1秒 単 位 で 自動 計測 がで

経営科 では，「製材工場 の作 業工程 か ら無理 無駄 を

き，動画 の再生 ス ピー ドもコン トロールで きるため，

省く」（林 産試 だ より平成11年 5 月号 ） の中で ，製 材

作業動作 を より詳細 に分析す るこ とがで きる とい うこ

工場へ の作業現場改善 の支援事業 の概要 について記載

とです 。

今まで作業員 の動作 を分析す るため には， ビデオカ

しま し た 。

我々は，機械・ 人的稼働率測定の ための ワー クサ ン

メラで収録 した画像の再生 を繰 り返 しなが ら行 ってお

プリング調査の ほか に，動作・作 業分析 について も調

り，一般家庭用の ビデオデ ッキで は正確 な動作 抽出や

査項 目としています。具体的 な方法 と して は，現 場で

測定が 困難で あるこ とと，分析 に多大の時間 を要す る

の作業 をビデオ撮影 したものに基づ き現状の把握 を行っ

ことから，特に木材業界ではあまり進んでいないのが

ています 。これ に関連 して，最近あ るソフ トウエア会

実態です。

社が，作業分析 のための支援 ツール を開発 した との新
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しか し生産現場 で は，厳 しい コス ト削減のために，

聞記事が あったので，紹介 します。

一層の生産性の向上が求め られています。そのために，

工程見直 しや評価 基準，教 育的な観点（熟練者 の動作

このソフ トウエ アは，生産効率化 や行程 見直 しを図

る上 で必要 となる生産や作業現場 での作業動作分析 を

を未熟練者 に正確 に伝 える ことな ど）か らみて も，こ

大幅 に省力化す るソフ トウエアです 。特徴 としては，

の種 の ソフ トの潜在 的な需要 は大 きい と考 えられ ます。

ウイ ン ドウズ98対応 のパ ソコン上で これ を自動 的に行

参考 ：日本経済新 聞，19 99年 4 月22 日付

え，価格 は30万円程 度 とこの種 の ソフ トとしては比較

（ 林産試 験場

経営科 ）

的安価 です。

小6年生からアイデアを募り，約20点の中から菅頭葵 色′

北海 道初 の屋根付 き木橋
「 なかよ し橋 」が竣工

君が考 えた木製の屋根付 き橋 が選ばれ ま した。市 の関

係者の話で は， この ような屋根付 きの橋 は全 国的に も
石川

佳

生

平成 11年 3 月 16 日，岩見沢市東 町 にあ る児童 数58 5

人の市立東小学校の通学路 に，構 造用集成材 を用い た

新しい歩道橋 「なか よ し橋 」が完成 しま した。
この橋 は，1960年代後半 に，学校 の横 を流 れる利 根
別川 に長 さ約 7 m の歩行者専用の木橋 として設置され，
通学路 として も利用 されてい ま した。その後，75 年 に

鉄製の もの にか け替 えられ ま したが，今 回の河川改 修
工事で川幅 を広げ ることにな り，新設が決 まりま した。
橋のデザ インは昨年 5 月に「卒業 の思い出に」 と同
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珍しい との こと。

工事 は市 が 昨年 の秋 に発注 し，完 成 した橋 は長 さ
2 2．
3 m ，幅 3 m 。建設 費 は6 ，
80 0万 円 。橋 の両側 には
6 年生が彫刻刀で彫 って製作 した縦60皿，横 2 m の看

板が取 り付 け られまく
した。

参考 ：北海道新聞，1999年 3 月18 日付
（ 林産試験場

デザイ ン科 ）

場合，指定住宅紛争処理機開 によって処理 される こと

住宅性能表示制度 がで きる

にな ります。

チ

以上の性 能評価 は任 意の制度 です。 これに対 して，

工藤

新築住宅の構 造耐力上主要な部分 （基礎 ，柱 ，床等 ）

修

かし

や雨水の浸 入 を防止す る部分 については，鞍庇担保責
任期 間10年間 を義務づけ ることになってい ます。もし，

住宅の性 能凄示 に関 して「住宅 の品質確保 の促進等
に関す る法律 」 が で きま した。 この法律 の 目的 は，

猥庇 があれば，居住者 は生 産者 に対 して修繕や損害賠
償請求がで きるようにな ってい ます 。

①住宅の品質確保 の促 進，②住宅購入者等 の利益 の保

この法律 によって，手抜 き工事 で費用 を削 り，利益

護，③ 住宅 に係 る紛 争の迅速かつ適正 な解決 ， となっ

を出す ような悪質業者 が減る ことが期待 され ます 。一

てい ます 。

方，性 能表示 が一般化す るには，まだまだ時 間がかか

住宅技術 に関する内容 が複雑 かつ高度 になって きて

りそ うです。いずれに して も，材料供給者，住宅施工

いますが，それ を評価 する共通の規準が あ りませ んで

者，建築主が互い に信頼 関係 を保 ち，誠意 ある対応 を

した。そ こで，住 宅の基本性 能について，公平 かつ客

することが大切 です。

観的に消 費者 に伝 えるため，住宅 の どのよ うな性能項

参考 ：住宅 ジ ャーナル，1999年4 月号
（ 林産試験場

目を， どうい う表現 方法 で表示す るか，その性能 につ

′さ

性能部主任研究員 ）

いてどのような評価方法をとるのかというルールをつ
くることになっています。 この共通ルールができれば，

設計 図書 の作成

工法や企 業規模 が違 って も，共通 の方法 で住宅性能 を
指

表現 で きる ようにな ります 。
表示 の項 目，表示 の方法 ，評価 の方法 につい ては，

建設大 臣が 日本住宅性 能表示基準等 として，法律がで
きてか ら 1 年以 内に定 めるこ とになっています。
それでは，誰が この評価 を下す のか ということにな

ります が，指定住宅性能評価機関 というものを設 けて，
評価す る ことにな ります 。この機 関は，評価 を下す に

必要な技術者 と設備 を擁 し，
、公平 に判断 を下せ る第三

定
性
能

評

価
機
関

→

設計 図書 の評価

評価
→

設計 された住宅 に係 る

住宅性能評価書
交付
→

施工段階・ 完成段階の検査

評価
（ 検査 ）建設 され た住宅 に係 る
→

交付

住宅性能評価書
（ 引渡 し）

者で，建設大 臣が認 め，指定 した機関 とい う位置づけ
です 。この第三者機 関が，住宅生産者 または消費者か
ら申請 があれば，図 の ような流れ で評価 し，評価書 を

交付 します 。評価 を受 けた住宅 につ いて紛争が生 じた
林藍試 だよ り 1999年 7 月号
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紛争が発生 した場合，指定住宅

紛争処理機閑 に申立て

図住宅性能評価 に係 るフロー（戸建注文住宅の例 ）

