
町工場から開発型企業へ：

サンプラスチックス新設技術部が生み出した
「Roll to IMLシステム＋自動検査装置」
今年で創業60周年となるサンプラスチックス。
衛生性にこだわったプラスチック製品への特化を決断したことを機に、技術部を新設。
手探りの状態にもかかわらず、工程短縮と一品管理を実現させた、サンプラスチックス技術部の進化を追った。



衛生性が求められる 
食品・医療品用プラスチック容器に特化

　もともとサンプラスチックスは
自動車部品から家電のパーツ、
それから雑貨まで、射出成形機
を使って出来る樹脂成型製品は
何でも生産していた。しかし、
1990 年代後半よりそのほとんど
が安価な新興国製品に押される
こととなった。その中で、食品容
器と医療品容器だけは堅調なま
まだった。
　なぜ食品容器と医療品容器だ
けは “Made in Japan” を使ってい
ただけるのか。サンプラスチック
スはその理由を「衛生性が必要とされるからこそ、どこで誰が作っ
ているのかがはっきりわかる “トレーサビリティ ” が確立されている
から」だと判断した。単に「軽量容器をクリーンルームで衛生的に
生産する」のではなく、サンプラスチックスの理念である「優れた
品質と価値を提供することによって顧客から優先的に選択されるサ
プライヤーとなる」ために、製品の一品一品に責任を持てる生産を
突き詰める。ロット単位の抜き取り検査ではなく、一品一品どんな
状態で生産されていたか、その生産記録を詳細に、それをコストの
かかる「人」ではなく「自動」で収集する。サンプラスチックスは
この実現を目指した。

工程短縮で起きた不合理から生み出した 
Roll to IMLシステム

　食品容器、医療品容器に特化することを決断したサンプラスチッ
クスは、まず始めにスペースに限りのあるクリーンルーム内の生産
効率を上げる工程短縮に取りかかるため、インモールドラベリング

（以下 IML）装置を導入した。しかし、成型工程と印刷工程を一つ
にできたものの、実際に運用してみると、フィルムを二枚取りしたり、
逆に取らなかったり、また、ラベル装填時には機械を停止させる必
要があったりなど、ストレスを感じるようになった。
　このストレスを全て回収するために、装置メーカと連携しながら
の試行錯誤が始まった。開発着手が 2007 年。「普通に積み重ねた
ものから一枚ずつ取るというのが不合理だ」という発想から、「そも
そもラベルができあがった時はロール状になっている」、「重ねずに
何とか金型の中に装填できないか」ということを模索した結果、
2009 年に「ラベルを束ねずに金型の中に装填する」という Roll to 
IML システムを確立させた。この時の試行錯誤が、その後新設され
る技術部の基盤となっている。

歩留まり向上を目指し技術部を新設

　Roll to IML の確立にもかかわらず、すぐに新たな課題が出てき
た。工程短縮により成形と印刷を一工程とした分、不良品によるコ
ストが高くなってしまう。衛生性が求められるとはいえ、容器は使い
捨てのため、安く生産することも求められる。この状況において、顧
客からは全数検査を求められるようになった。工程短縮によるコス
トアップに全数検査ともなると、更なるコストアップになりかねな
い。そこでサンプラスチックスは「全数検査から得た情報を基に、不
具合の要因分析をすることで、歩留まりの向上」に取り組んだ。
　しかし、当時検査と要因分析を同時にできる装置はなく、「なけれ
ば自分たちでつくろう」という発想から、技術部を新設することとなっ
た。検査データを収集するためには、検査データをネットワークで
データベースに格納する必要があるが、新設技術部にとってはもち
ろんゼロからの取り組みとなる。そこで導入したのが、データベー
スとダイレクトに接続できるマシンオートメーションコントローラ

「NJ-DB」である。これにより、検査データのデータベースへの転送
を簡単に実現することができた。このシステム構築により、現在で
はリアルタイムで生産歩留まりや製品の不具合要因をウェブブラウ
ザで確認できるようになった。
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検査工程のデータ収集盤



検査データの見える化から、 
目指すは機械to機械の自律型フィードバック

　技術部は全くのゼロからのスタートだったにもかかわらず、短い
期間で検査装置の立上げからデータ収集、見える化までを可能にし
た。今後サンプラスチックス技術部が目指すことは、集めた検査デー
タを解析し、その結果を検査装置から IML へ自律的にフィードバッ

クすることで、より人手をかけずに、より品質の良いものを生産する
ことだ。ものすごいスピードで進化し続けるサンプラスチックスの技
術部なら、自律解析・フィードバックができる日も近い。

サンプラスチックスのものづくりを支える盤ソリューション商品群

　盤ソリューション商品は、サイズが小さいことがいいですね。クリーンルームという限られたス
ペースにおいて、既存の IML 装置に検査機を後付けしたので、スペースの制約ありきでの設計
だったので助かりました。
　また、フェルール端子は Y 端子に比べて圧着部分の厚みが少ないので圧着作業がだいぶ楽に
なりますし、配線後の確認もドライバをまわして確認しなくても済みます。
　あと良かったことは、端子台の短絡が凄く楽になったことです。装置の調整や改造のとき、今ま
での短絡バーだと全部ネジを外す必要があったのですが、プッシュインタイプの端子台だと短絡
バーの抜き差しだけでいいので、その分の手間が省けます。
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「SMMI システム」　  検査装置の検査結果をデータベースに蓄積し、そのデータを活用 
して生産状況や不具合要因をリアルタイムに把握することができる

■ 設立 ： 1957 年 4 月 24 日
■ 資本金 ： 5,250 万円
■ 代表者 ： 代表取締役　桃井 秀幸
■ 従業員数 ： 129 名
■ 年商：
　20 億 2,000 万円（2017 年 3 月期 実績）
　21 億 2,000 万円（2017 年 10 月期 見込）

■ 本社：
　〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1-2-9
　TEL: 077-439-8201　FAX: 077-434-2882

■ 事業内容：
ディスポーザブル包装容器の開発及び製造
食品包装容器を中心に医療機器容器、検査容器など
ディスポーザブル：使い捨て容器を自社内で研究開
発。また、容器表面に高品位な印刷を施す IML 技術
では世界トップクラス。本社移転にともなって新設
したテクノロジーセンターでは、2700 坪の敷地内に
製品開発から量産、配送に至るまでの最先端設備を
完備。

■ IML とは：
IN-MOLD LABELING：インモールドラベリングの略。
あらかじめ印刷加工されたラベルを金型内に装填
し、 射出成形と同時に製品に装着することで、写真
製版印刷など、これまでは容器への直接印刷では実
現できなかった表現も可能な加飾技術を指す。

■ 特許取得：
IML 技術で開発・製造するマーガリン容器などで特
許を取得。これは、従来のフィルムよりも超薄膜（25
μ）のフィルムをロール巻状態で機械に装填。自動
的に 1 枚ずつ打ち抜きながら金型に装填するという
特許技術です。この他にも、デザートカップで独自
の成型技術による容器本体の軽量化や国内最薄膜の
フィルム装着も実現。原材料コストの圧縮、ゴミの
削減といった環境寄与も非常に高いものづくりを実
現している。

ホームページ： http://www.sunpla.co.jp

サンプラスチックス株式会社　企業概要



商品のご案内

マシンオートメーションコントローラ
データベース接続CPUユニット
NJ501-1□20/NJ101-□□20

・   One CPUでデータベースへ直結、中継パソコンが不要
・   リアルタイムなデータ収集で、装置も生産状態も可視化
・   画像とデータを紐付けて、確実なトレーサビリティを実現

マシンオートメーションコントローラ
NX1P

・   既存の設備にも取り付けやすい小型サイズ
・   産業用オープンネットワークに対応 
（EtherNet/IPTM、EtherCAT®）

・   高速、高精度を実現するモーション制御を標準搭載

マシンインタフェース
NAシリーズ

画像処理システム
FHシリーズ

ACサーボシステム
1Sシリーズ

スマート 
レーザセンサ
E3NC

スイッチング・ 
パワーサプライ
S8VK-S

DINレール端子台
XW5T

ソケット、スリムI/Oリレー、I/Oリレーターミナル
プッシュインPlus端子台シリーズ
PYF-PU,P2RF-PU
G2RV-SR/G3RV-SR,G70V
P7SA-PU

カタログ番号 SBCA-088 カタログ番号 SBCA-104

カタログ番号 SGFR-219

カタログ番号
SBSA-038

カタログ番号
SCEA-170

カタログ番号
SDNB-028

カタログ番号
SGTC-063

カタログ番号
SBCE-082

カタログ番号
SDCA-002
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本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器･装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御･鉄道･航空･車両･燃焼装置･医療機器･娯楽機械･安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に
安全性が要求される用途に使用される際には、当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合を除き、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものを輸出（又は非居住者に提供）する場合は同法に基づく輸出許可、承認（又は
役務取引許可）が必要です。

文章中の敬称は省略しております。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
EtherNet/IPTMはODVAの商標です。

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。

●製品に関するお問い合わせ先

　■営業時間：8:00～21:00　　　■営業日：365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015（通話料がかかります）

カタログ番号 2017年7月現在　①ZM○SAMC-022A Ｏ
○ OMRON Corporation 2017
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください

 All Rights Reserved.C

オムロン商品のご用命は

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

クイック オムロンお客様相談室

0120-919-066


