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エーミング体験会のまとめ

2017年01月10日（火）
新たな標準仕様検討WG・高度診断教育WG

内容
１．標準仕様検討WGの活動計画と進捗
２．体験会の背景と実施内容
３．体験会の成果
４．参加者へのアンケート結果
５．事業場アンケート実施について
６．参考資料（体験会詳細、他）
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第１３回 自動車整備技術の高度化検討会（H29.3.22) 報告資料



2017．01．10
新たな標準仕様検討WG1-1．標準仕様検討ＷＧ 活動計画

実施項目 ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

□高度化検討会 ○3 仮○ ○仮

□標準化検討WG ○13 ○13 29○ ○ ○ ○

□ＷＧ活動の大日程

１．Ｈ２８年度活動方針 ○審議

２．作業ｻﾎﾟｰﾄの実施課題抽出(FS1) ○ 報告

３．事業主ﾆｰｽﾞ調査（FS2) ○報告

４．情報提供の実施要領の整合 提供○

①専用機機能との一致性確保

②情報提供範囲の整合

５．標準仕様機の品質確保

６．欧米調査・規格動向調査等 ○報告

７．将来に向けたﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄの役割 ○報告

課題抽出＆計画 FS(課題検証) 市場検証 まとめ

振興会でFS実施

立案

企画 準備 まとめ

課題抽出

集計・まとめｱﾝｹｰﾄ調査内容検討

作業サポートの
リスク抽出と整理

開発規模の把握 品質確認方法 標準仕様機の認証検討

提供要領作成 準備

修理書・専用機の
注意指示の調査

専用機機能の
一致性要件まとめ

課題抽出 対応協議

開発情報提供（代表）

（１） 新たに拡充するツール機能を使う各作業について、
”ちゃんと” やれるか・できるのか？ を整備現場目線で検証 (例：レーダエーミング) 
⇒教育WGと連携し、新たな標準仕様案について、整備に係る※フィージビリティスタディを実施

（２） H２８年度末の情報提供範囲の拡大分に対する情報提供の実施要領の整合
⇒専用機と汎用機の『機能一致性の確保』、欧米状況の実態調査など

H28年度の活動方針

現地調査調査項目検討・調査先との調整 まとめ

現状調査、課題整理、対応協議

まとめ調査

2/１４



2017．01．10
新たな標準仕様検討WG1-2．標準仕様検討ＷＧ 活動の進捗

実施項目 ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

□高度化検討会 ○3 ○

□標準化検討WG （△：サブＷＧ） ○13 ○13 29○ 19△ ○１０ ○

□ＷＧ活動の大日程

１．Ｈ２８年度活動方針 ○審議

２．作業ｻﾎﾟｰﾄの実施課題抽出(FS1) ○承認

３．事業主ﾆｰｽﾞ調査（FS2) ○報告

４．情報提供の実施要領の整合 提供○

①専用機機能との一致性確保

②情報提供範囲の整合

５．標準仕様機の品質確保

６．欧米調査・規格動向調査等 ○報告

７．将来に向けたﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄの役割 ○報告

課題抽出＆計画 FS(課題検証) 市場検証 まとめ

振興会でFS実施

立案

企画 準備 まとめ

課題抽出

集計・
まとめ

ｱﾝｹｰﾄ
調査内容

検討

作業サポートの
リスク抽出と整理

開発規模の把握 品質確認方法 標準仕様機の認証検討

提供要領作成 準備

修理書・専用機の
注意指示の調査

専用機機能の
一致性要件まとめ

課題抽出 対応協議

開発情報提供（代表）

（１） 体験会（9/24～10/31）を予定通り５会場で実施

（２） 専用機の機能を把握
・専用機の画面遷移はビデオ記録済
・作業上の注意指示内容は、座学資料から把握

進捗状況と対策

現地調査（欧米）調査項目検討・調査先との調整 まとめ

現状調査、課題整理、対応協議

まとめ調査

済

まとめと、事業主ニーズ調査
（FS2）の準備に取り掛かる

情報提供に向けた課題を明確にし、
工程作成に取り掛かる

修正
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG２-1．体験会 背景

衝突被害軽減のためのブレーキ制御用センサとして、

赤外線レーザーレーダ、カメラ、ミリ波レーダが実用化。

これらを複数組み合わせたセンシング方式も多く採用

されており、年々の性能向上が著しい。

前方障害をセンシング時の、車両制御や警報の発報

手法も多様である。

①センサー交換・フレーム修正・ガラス修理時の整備

で、各センサーの点検や調整（エーミング）が必要

②整備に際し、車両メーカ･車種毎の車載デバイスの

システム構成形態、点検･整備の内容や要領に

応じた技能習熟が必要

③センサーのエーミングに用いるターゲット等は、

各車両メーカー指定のものを使用する必要あり

現状の前方センシング方式

センサーのエーミング作業
第11回 自動車整備技術の高度化検討会

整備現場視点でエーミング作業実施に向けての課題を明確にする
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG

順
序

振興会
会場

日時
協力
メーカ

車両

体験する作業
参加
人数

ミリ波 レーザ カメラ

調整 確認 調整 確認 調整 確認

1 広島
9/24 （土）

10：00～16：30
マツダ

アテンザ ○ ○ 不要 ○ ○ ○
16

CX3 ○ ○ 不要 ○ ○ ○

２ 東京
10/4（火）

9：30～16：00
ホンダ

レジェンド ○ ○ － － ○ ○
22

FIT － － ○ ○ － －

３ 静岡
10/17（月）

9：30～16：00

スバル ﾚﾎﾞｰｸﾞ（ｱｲｻｲﾄV3） － － － － ○ ○

29
スズキ

エスクード ○ ○ － － － －

アルト － － 不要 ○ － －

４ 千葉
10/26（水）

10：00～16：00

日産 スカイライン ○ ○ － － ○ ○
23

三菱 ミラージュ － － 不要 ○ － －

５ 愛知
10/31（月）

10：00～16：00

トヨタ プリウス（TSSP) ○ ○ － － ○ ○
22

ダイハツ ムーヴ － － ○ ○ － －

２-2．体験会 実施内容

①事前説明（ｼｽﾃﾑ概要・機能・調整・点検） 2ｈ
②作業実演・体験(ﾐﾘ波/ﾚｰｻﾞ/ｶﾒﾗ） 3ｈ
③Q&A・アンケート 0.5ｈ

体験会の内容

《狙い》ｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽのｴｰﾐﾝｸﾞ作業を整備現場で ”ちゃんと” やれるか・できるのか？ を検証《狙い》ｾﾝｼﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽのｴｰﾐﾝｸﾞ作業を整備現場で ”ちゃんと” やれるか・できるのか？ を検証

《整備振興会会員》 93名
《車体整備組合会員》 19名

合計 112名

参加者

凡例 －：対象外、○：体験、不要：機能なし
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG２-4．体験会 事前説明資料（座学）

種類 各会場共通 ｼｽﾃﾑ概要・機能・整備要領

内容

①前方センシング装置に係る整備・点検に際して
②自動ブレーキ制御用のセンサ方式・構成の違い
③衝突低減ブレーキに関する、必要機器の一例

８メーカ11車種

前方センシングディバイスの重要性と整備ポイントを理解した上で、作業体験を実施

《狙い》 実作業前に、システム構成形態、点検･整備の内容や要領の技術習熟《狙い》 実作業前に、システム構成形態、点検･整備の内容や要領の技術習熟

①

②

③

各メーカの整備要領書
を基に対象車両で編集
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG

設備等 機構 ミリ波レーダ カメラ 赤外線レーダ

作業
環境

共通

①車両とターゲットが水平 ②障害物のない作業エリアの確保

障害物
に対する
注意事項

車両前方に電波を反射する
金属類がない事
（例）床面の排水溝、蓋

逆光やﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾟﾀｰﾝに類似する
模様の物がない事
（例）日光、窓、照明、反射物等

車両前方に赤外線を反射する
物がない事
（例）工具箱、車両、作業員

必
要
機
器

一般計器
その他

①巻尺等（距離計測） ②曲尺等（直角設定） ③錘を付けたタコ糸
④水平器（作業場・ﾀｰｹﾞｯﾄの水平確認・ミリ波ﾚｰﾀﾞの水平調整） ⑤ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ（位置ﾏｰｸ用）

自動車
検査用機器

不要
ライトテスタ

（１社のみ）
不要

ターゲット

リフレクタ （専用品） ターゲットパターン リフレクタ

ｽｷｬﾝﾂｰﾙ 調整＆点検 調整＆点検 調整（2車種）＆点検

段差・傾斜は

車両中心軸

赤外線 カメラ

３-1．体験会の成果 《作業環境と設備要件》

【専用品例】【自作例（印刷）】

ﾀｰｹﾞｯﾄの
水平移動に活用

【自作例】 【専用品例】

ｱﾙﾐ
箔

反射
ﾃｰﾌﾟ

【三角錐ﾀｲﾌﾟ】 【反射板ﾀｲﾌﾟ】

3ｍ

5ｍ10ｍ

2ｍ

ミリ波

12m

4m5m

注記：本内容はエーミング体験会で使用した車両についてのまとめである

作業環境、設備費について具体的な要件が明確になった
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG３-2．体験会の成果 《設備面等の課題》

車両整備作業場要件

分解整備事業場の種類と対象
屋内最小作業場広さ

間口 奥行 (高さ)

普通自動車
大型（8t以上） 5m 13m 4m

中型（2ｔ超） 5m 10m 4m

小型自動車 小型(特殊以外） 4m 8m 3.2m

軽自動車 軽自動車 3.5m 5m 2.2m

事業場アンケートで個別確認が必要

・障害物を避けた場所の確保が可能か、
事業場アンケートで個別確認が必要

・ｶﾒﾗのｴｰﾐﾝｸﾞは遮光手段を取れば、対応可能

投資金額少なく、容易に入手可能

ライトテスタは、認証工場の設備要件外
ただし、正確に横移動する他の方法あり

全ての設備を購入すると、約60万円必要
⇒汎用設備化の動きについて、海外含め要調査

専用機との機能の同一性の確保が課題

作業スペースや設備費についての課題を、事業場向けアンケート（FS2)に反映する
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG

車両中心の割り出し ターゲット設置（距離＆面出し） ターゲット高さ＆オフセット

留
意

目的は同一だが、メーカにより
錘を吊り下げる位置が異なる

目的は同一だが、
メーカにより方法が異なる

同様なターゲットであっても、
車種により合せる位置が異なる

方
法
の
種
類

３-3．体験会の成果 《ターゲット設置の留意点》

ｴﾝﾌﾞﾚﾑ中心
№ﾌﾟﾚｰﾄ中心

F:ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟﾎﾟｲﾝﾄ R:牽引ﾌｯｸ

同距離同距離

【ボデー前後基準】

【シャシ基準】

【車幅＆タイヤ基準】

【車両先端基準＋直角定規】

【前輪中心基準＋長方形】

【専用機器使用】

巻尺等

専用ワイヤ
専用ﾌﾚｰﾑ

【車両先端基準＋２弧交点】

直角定規

巻尺等

巻尺等

ミリ波センサ
位置

【中心軸（ミリ波用三角錐）】

【ｵﾌｾｯﾄ有（ミリ波用反射板）】

オフセット

傾斜調整

【カメラ、赤外線の場合】

移動

垂直

注記：本内容はエーミング体験会で使用した車両についてのまとめである

車種により作業方法や設置寸法が異なり、ターゲット設置作業品質の確保が課題（誤補正防止）
⇒標準仕様機とFAINESの連携推進による、整備要領書の都度確認を標準作業化
⇒ターゲット設置を正しく行ったかを確認する仕組み作り（高度診断教育WG）
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG３-4．体験会の成果 《補正・点検作業における課題》

補正作業例 スキャンツールによる点検例

ミ
リ
波

【共通】ターゲットを規定位置に設置（動かさない）

《自動補正の例》
①ｽｷｬﾝﾂｰﾙ操作で自動補正

《機械的補正の例》
②上下のみ調整ﾎﾞﾙﾄで補正後、

ｽｷｬﾝﾂｰﾙで左右を自動補正
③ｽｷｬﾝﾂｰﾙで、ｾﾝｻ軸値をﾓﾆﾀし、

上下・左右を調整ﾎﾞﾙﾄで補正

《ｴｰﾐﾝｸﾞ作業の完了確認》
①正常完了/異常未完了等、
補正状況を表示

②異常原因に応じたｺｰﾄﾞ表示

《障害物までの距離計測》
③ｽｷｬﾝﾂｰﾙのﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ機能で

計測値を表示

カ
メ
ラ

【共通】ﾀｰｹﾞｯﾄを規定距離前方に設置

《一括補正の例》
①ﾀｰｹﾞｯﾄ固定で、ｽｷｬﾝﾂｰﾙに車種毎の
ﾊﾟﾗﾒｰﾀを入力後、自動補正

《ターゲット移動を伴う補正の例》
②ｽｷｬﾝﾂｰﾙに車種毎のﾊﾟﾗﾒｰﾀを入力後、
ﾀｰｹﾞｯﾄを横方向に移動させ、自動補正

《ターゲット補正＋実走行補正の例》
③ﾀｰｹﾞｯﾄ固定で、ｽｷｬﾝﾂｰﾙ操作にて
自動補正後、実走行により自動補正

《ｴｰﾐﾝｸﾞ作業の完了確認》
①正常完了/異常未完了等、
補正状況を表示

②異常原因に応じたｺｰﾄﾞ表示

《障害物の検知状況の表示》
③計測値を、ｽｷｬﾝﾂｰﾙの

ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ機能で確認

《画像認識率の確認》
④ﾀｰｹﾞｯﾄ補正後、実走行後の
画像認識率を表示

赤
外
線
レ
ー
ザ

《補正作業が不必要な例》
①近距離の測定であり、
そもそも補正機能がない

《機械的補正作業が必要な例》
②ﾀｰｹﾞｯﾄを規定距離前方に配置し、

ｽｷｬﾝﾂｰﾙで、ﾓﾆﾀしながら、
調整ネジにて上下・左右を補正

《補正作業が不必要なシステムの点検》
①ｽｷｬﾝﾂｰﾙのﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ機能で、

障害物までの距離を表示
②ﾀｰｹﾞｯﾄの検出範囲外に移動し、

ﾀｰｹﾞｯﾄを検出しない事を確認

《補正が必要なシステムの点検》
③ｽｷｬﾝﾂｰﾙのｴｰﾐﾝｸﾞ機能画面で、

ﾀｰｹﾞｯﾄの軸ｽﾞﾚ量を計測

③機械的補正の様子

①ﾏｰｸが２つ

②ﾏｰｸが１つ

③ｽﾃﾚｵｶﾒﾗ用

②機械的補正の様子

注記：本内容はエーミング体験会で使用した車両についてのまとめである

①②距離表示の例

③障害物の検知状況表示例

①ｴｰﾐﾝｸﾞ完了/未完了表示例

①補正状況の表示例

補正作業にパラメータ設定やセンサの機械的補正等で、作業ミスの低減対策が必要

10/１４



2017．01．10
新たな標準仕様検討WG４-1．アンケート結果 《参加者の技術習得状況》

前方センシングデバイスのエーミング作業体験会 アンケート票 平成28年10月

体験会の会場を選択ください □ ①東京 ■ ②千葉 □ ③静岡 □ ④愛知 □ ⑤広島

貴社名 ご参加者名
フリガナ （該当にチェック） フリガナ （該当にチェック）

□ 指定工場 □ １級整備士

□ 認証工場 □ ２級整備士

□ その他 □ その他

※ 本紙に記入していただいた情報は、本調査の集計目的のみに使用し、それ以外の目的で使用したり

第三者に提供することはありません。

１．貴社の業態についてご質問します。

A. 業種を１つ選択ください。（複数の場合は⑤に該当する番号を記入してください）

□ ①自動車販売・整備 □ ②整備専業 □ ③板金・塗装 □ ④電装品整備

□ ⑤その他（ ）

B．整備要員等（②～④は①の内数で記入ください）

①整備要員の総数（ 人） ②整備主任者（ 人） ③1級・2級自動車整備士（ 人）

④サービスフロント（ 人）

C．１ヶ月当たりの整備入庫車両数を記入してください。（ほとんどない項目は 0 を記入ください）

①国産乗用車（軽四含む）（ 台/月） ②輸入乗用車（ 台/月）

③トラック・バス（ 台/月）

D．１ヶ月当たりの前方センシングデバイス関連の整備を要する入庫車両数を記入してください。（外部委託を含む）

①国産乗用車（軽四含む）（ 台/月） ②輸入乗用車（ 台/月）

③トラック・バス（ 台/月）

２．貴社におけるスキャンツールおよびFAINESの使用状況についてお尋ねします。

A. スキャンツールを何台保有してますか。

所有されている診断機の台数 ( 台）

B. １ヶ月の整備入庫のうち、スキャンツールをどれくらい使用するかお尋ねします。（ない場合は 0 を記入ください）

①国産乗用車（軽四含む） 平均 回/月 程度

②輸入乗用車 平均 回/月 程度

③トラック・バス 平均 回/月 程度

C. 現在ご使用中のスキャンツールでよく活用している機能についてお答え下さい。（ない場合は 0 を記入ください）

①ダイアグコード読取・消去
平
均

回／月

②作業サポート (整備作業に関する補助機能,例：ABSのエア抜き)
平
均

回／月

③フリーズフレームデータ
平
均

回／月

④データモニタ
平
均

回／月

⑤アクティブテスト (故障診断が必要な構成部位を強制的に作動させる試験機能)
平
均

回／月

D．ＦＡＩＮＥＳ（日整連の整備情報提供システム）の使用状況について、１つ選択してください。

□ ①FAINESの整備要領書を使用している

□ ②FAINESを導入しているが、整備要領書は殆ど使用していない

□ ③現在FAINESを導入していないが、今後導入を考えている

□ ④今後も導入の計画は無い

３. 自動ブレーキ等の前方センシングデバイスの整備環境についてお尋ねします。

Ａ．前方センシングデバイスのエーミング作業の実施状況について１つ選択してください。

□ ①既に自社にて作業をしている

□ ②自社では対応できず、外部に委託するか辞退をしている

□ ③現在、エーミング作業が必要となる入庫整備はない

□ ④エーミング作業自体を知らなかった

B．エーミング作業を実施する平坦な作業スペース（幅4ｍ×奥行17ｍ程度）について、１つ選択してください。

□ ①屋内に十分な作業スペースがある

□ ②駐車スペースを利用すれば、作業は可能である

□ ③自社には、作業スペースはない

C．エーミング作業に必要な設備（ターゲット等）の保有状況について、１つ選択してください。

□ ①既にターゲット等を所有している

□ ②必要な設備は、他社から借用して対応している

□ ③所有していない

D. 現在ご使用中のスキャンツールに、前方センシングデバイスへの対応機能はありますか。（複数選択可）

□ ①ダイアグコード読取・消去機能が対応している

□ ②データモニタ機能が対応している

□ ③エーミングの作業サポート機能が対応している

□ ④対応している機能はない

□ ⑤わからない

４．エーミング作業の体験後の感想についてお尋ねします。

A. エーミング作業自体の難易度について、1つ選択してください。

□ ①2級整備士以上であれば、対応できる

□ ②3級整備士で対応できる

□ ③特別な資格や研修が必要と考える

B エーミング作業料金の顧客への請求について、1つ選択してください。

□ ①必要設備（ターゲットやスキャンツール）の償却費、段取り時間、実作業時間全てを顧客へ請求したい

□ ②段取り時間、実作業時間共に顧客へ請求したい（２ｈ程度）

□ ③実作業時間程度は請求したい（１ｈ程度）

□ ④部品交換を伴わないと、請求できないと思う

C 自社にてエーミング作業を実施するにあたり、課題として大きい項目から順に番号を付けてください。

①平坦な広い作業スペースの確保

②ターゲット等の設備投資

③スキャンツールの対応

④作業品質に係る保障責任

５．エーミング作業等の整備品質の確保方法についてお尋ねします。

A. 整備品質を確保するために特に必要と思われる項目を、３つ選択してください。

□ ①エーミング作業結果の確認作業

□ ②整備記録簿への調整結果の記録

□ ③メーカ専用スキャンツールと同等な機能・品質を有する汎用スキャンツール

□ ④平坦な作業スペースの確保

□ ⑤整備士の技術力の育成

□ ⑥作業実態に合った標準作業点数の整備

６．貴社におけるエーミング作業等の実施の意向についてお尋ねします。

A. 今後、エーミング作業を実施する意向があるか、１つ選択してください。

□ ①是非実施したい

□ ②需要が出れば、実施したい

□ ③特に安全に直結する整備なので、慎重に検討したい

□ ④しばらくは実施しない

B. 今後、エーミング作業を必要とする入庫がある場合について、１つ選択してください。

□ ①自社で対応したい

□ ②外部委託する

７．スキャンツールについてお尋ねします。

A. 体験会で使用したメーカ専用スキャンツールの操作性について、１つ選択してください。

□ ①全般的に使い勝手が良さそう

□ ②操作が複雑で使い勝手が悪そう

□ ③実際に操作してないのでわからない

B. 体験会で使用したメーカ専用スキャンツールの良いところを、１つ選択してください。

□ ①表示画面が広くて見やすい

□ ②整備作業のガイダンスが表示されて、操作しやすい

□ ③修理書と連携しており、操作しやすい

C. 運転支援システム等の安全装置の点検・整備に重要な汎用スキャンツールの項目を、３つ選択してください。

□ ①メーカ専用ツールとの機能同一性（品質）

□ ②点検に必要なDTC読取・消去などの対応車種の充実

□ ③故障診断に必要な、データモニタなどの対応車種の充実

□ ④整備に必要な、作業サポートなどの対応車種の充実

□ ⑤修理書との連携や、作業ガイダンスの充実

□ ⑥修理書に記載されている表現との整合性

□ ⑦スキャンツールに不具合があった場合のバージョンアップ対応の速さ

□ ⑧機能の多さよりも、操作のし易さ

D パソコンタイプのスキャンツールの操作について、１つ選択してください。

□ ①パソコンには慣れているので、操作は可能

□ ②パソコン操作は苦手で、操作できない

□ ③タブレットであれば操作可能

８. 体験会について、お尋ねします。

A. エーミング作業についての理解度について番号を○で囲んでください。

大変よく分かった 大体分かった 全くわからなかった

5 4 3 2 1

以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。

《調査項目》
１：参加者の資格、事業所の業態
２：ｽｷｬﾝﾂｰﾙ、FAINESの利用状況
３：自動ﾌﾞﾚｰｷ等の整備状況
４：体験後のｴｰﾐﾝｸﾞ作業に対する感想
５：ｴｰﾐﾝｸﾞ作業の整備品質の確保方法
６：ｴｰﾐﾝｸﾞ作業実施の意向
７：専用ｽｷｬﾝﾂｰﾙの感想、汎用機要望
８：ｴｰﾐﾝｸﾞ体験会の理解度

エーミング作業は、1日の講習で習得可能だが、技術習熟が必要な作業である

1 2 3 4 5

車体
自動車

◆資格 ◆ｽｷｬﾝﾂｰﾙ使用状況（1ヶ月）

◆エーミング実施状況

参加者の技術レベル

大変よく
分かった

大体
分かった

全く分から
なかった

4.1

3.8

17

30

67

53

17

15

0

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車体

自動車

2級以上 3級 特別な資格 無回答

◆理解度
自動車整備と車体整備で
多少の差はあったが、
概ね理解できている
（1日の講習で習得）

◆作業の難易度
80%超が現状の資格で
対応可能と判断している。
一方、『2級以上と特別な
資格』合計は45%であり、
『技術習熟が必要な作業』
と認識されている。

技術習得状況

5% 83% 12%

0% 50% 100%

1級 2級 その他

0

2

61

34

33

54

6

10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車体

自動車

実施中 外注・辞退 入庫無 知らなかった

11.7

19.4

2

6.3

0.1

5.8

0 10 20 30 40

車体

自動車
国産乗用 輸入乗用 大型車

N=112

・参加者の9割は整備士
2級以上で、ｽｷｬﾝﾂｰﾙを
活用している高技能者

・ｴｰﾐﾝｸﾞ経験は殆ど無い
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG４-2．アンケート結果 《自社整備の課題》

設備投資・診断機の対応も課題だが、『作業品質の確保』が最重要課題と認識された

6%

13%

28%

38%

44%

37%

22%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車体

整備

実施したい 需要が出れば 慎重に検討 しばらくは実施しない

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

スペース

診断機

設備投資

作業品質

整備

車体

実施したい

需要がでれば

慎重に検討
しばらくは実施しない

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

作業品質
設備投資

診断機
スペース

自社でのエーミング作業の意向

現時点では、自社整備に慎重となっている

自社整備の課題

品質確保を課題の1番としている

自社整備の意向別課題分析

『作業品質の確保』が最重要課題

慎重に検討・しばらくは実施しない

『設備投資』が最重要課題

需要がでれば・・・

『作業品質の確保』が最重要課題
つづいて、『診断機の対応』

実施したい

※課題のポイントは、1位：5点、2位：3点、3位：1点、4位：0点の重み付加重平均
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG４-3．アンケート結果 《エーミング作業品質の確保》

0%

50%

100%
診断機品質

作業確認

作業点数

作業記録

作業場

技術育成

整備

車体

65%

72%

6%

9%

29%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車体

整備

使い勝手良い 使い勝手悪い 判らない

11%

21%

56%

48%

33%

31%

0%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車体

整備

表示画面 ガイダンス 修理書連携 無回答

0%

50%

100%
専用機同一性

作業ｻﾎﾟｰト

DTC

ﾃﾞｰﾀﾓﾆﾀ

修理書連携

修理書整合

ソフト更新

操作性

整備

車体

50%

28%

17%

33%

33%

31% 7% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車体

整備

設備費含む 段取含む 実作業 請求困難 無回答

作業品質確保に重要な項目 汎用診断機で重要な項目

専用機の評価

専用機の良い点

エーミング作業費請求の希望

（２ｈ） （1ｈ）

汎用診断機において、専用機並みのガイダンスや修理書連携が望まれている

整備品質確保のため、採算が取れる
標準作業時間（点数）の設定が必要
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2017．01．10
新たな標準仕様検討WG５．事業場アンケート実施にむけて

整備工場の事業主に対して、エーミング作業についての技術課題を共有した上で、
自社整備に対する課題を調査する

目的

１．具体的な作業スペース（記述式にする）
・自動車分解整備事業場の作業場要件よりも、エーミング作業に必要なスペースは

広いため、実態を調査する

２．設備導入の意思調査
・全てのターゲットを揃えるためには、60万円以上が必要であり、かつ今後も増える

可能性があるが、購入する事業場はどのくらいありそうかを調査

３．専用機の購入意思調査
・作業品質確保に診断機の品質は重要（前提条件）とされており、専用機を購入して

実施したい事業場はどのくらいありそうかを調査

４．汎用機の機能と価格について
・作業品質確保のため、汎用機の機能として、専用機との機能の同一性が望まれて

おり、エーミング時のガイダンスや修理書との連携機能追加に対する価格アップ
はどのくらいを想定しているかを調査

５．その他は、体験会アンケートに準ずる

アンケートに折込む項目（案）
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