
株式会社デンソーウェーブ
IoT推進部
名波 知之

継続的に進化するIoT導入推進へ！

現場データの収集と見える化の最適な実現方法とは？
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DXの要素の一つであるIoT

ビジネス

製品

SIEMENS社の統合CAD

マスカスタマイゼーション

独Nobilia社のキッチン

サービスセンタ

外出先

データセンタ 顧客工場

工作機械の監視メンテサービス

ＧＥ 顧客企業

モノの販売からコトのサービスへ

モノづくりのIoT

Smart Manufacturing Ecosystem with Three Dimensions (NIST) ※アメリカ国立標準技術研究所

生産

IoTだけが語られるケース多いが、大きな視点で見るとDXの一部

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjT9pmZruHPAhXHgVQKHfrfChcQjRwIBw&url=http://www.ko-sakukikai.com/lathe/mori/CL-253.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNFVh1nwogHNLubHVu-rPtjZ12FW9Q&ust=1476777129311979
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tfz_ruHPAhUrrVQKHcslClUQjRwIBw&url=http://blogs.yahoo.co.jp/misaki_minibus/3762506.html&bvm=bv.135974163,d.cGw&psig=AFQjCNEcMGbiDzK7bg0P-Z3Yjk0QFi7FrQ&ust=1476777449349250
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IoT（Internet of Things）とは?

モノとコトをつないで新たな付加価値を創出する

・・・新たなビジネスモデルが既存ビジネスから市場を奪い取る

既に身近なところでIoTによる変革が起きている！

本を読みたいのがニーズ

本を買う事は目的でない

書店からeBookへ

企業や電話番号を知りたいのがニーズ

別に冊子である必要ない

イエローページからマーケットプレイスへ

音楽を聴きたいのがニーズ

CD購入は目的でない

CDショップからストリーミングへ

スムーズに移動したいのがニーズ

タクシーに乗るのは目的でない

タクシーからライドシェアへ

異なるI/Fを持つITとOTは、分離してIoT Data Management Platformを通してつなぐべき

変革の波がモノづくりにも押し寄せている
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IoTによる世界的な製造業の改革

ITの活用･進展

データ収集技術 データ通信技術 データ処理技術 データ解析技術

センシング 機器間高速通信 クラウド

エッジコンピューティング

シミュレーション

人工知能（AI）

顧客ニーズ多様化による世界の製造業におけるトレンド

生産性向上

トータルコスト削減

製造品質向上

変種変量生産

IoTの導入

Industrie 4.0

Connected Industries

IIC

中国製造2025

自律的なものづくりを実現する「スマート工場」

Industrie 4.0（2011年提唱）をきっかけに
各国で製造業の改革が叫ばれる

＜Industrie 4.0＞

ネットワークを介して工場内外のモノ・サービスを連携させ、新たな付加価値を創出

マスカスタマイゼーション、製品上市リードタイム短縮、資源利用の効率化等の実現を図る
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モノづくりIoT：DENSO Factory-IoT プロジェクト

１６年７月３日 日本経済新聞 生産性を30％改善する！

グローバル130工場を全てつなぎ、

あたかも一つの工場のように運営

実現するには、「15万台の設備をどうやってつなげばよいか?」の解決必須

“つなぐ”ということは、IoT構築の中で重要な要素の一つ

デンソーウェーブのIoT製品で、各工場の設備とアプリケーションの間をつないでいます！
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IoTの目指す姿と求められる“つなぐ”とは？

“つなぐ”には、継続したカイゼンに追従し一緒に深化＆展開していけることが求められる

見える化による現状把握から入り、段階的にレベルアップしていく継続的なカイゼン活動が重要！

レベル１
データの収集・蓄積 データによる分析・予測

レベル２
データによる制御・最適化

レベル３

現状を把握し課題に気付くための見える化
獲得した気付きを知見・ノウハウとして蓄積

蓄積した情報を分析・学習し、目的に寄与する因子の抽出や事象
のモデル化、将来予測できる

蓄積した知見・ノウハウや構築したモデルによる将来予測を
基に最適な判断・実行ができる

リアルタイム情報

データ見える化

正常／異常判断

異常兆候アラーム

未来予知・予測
（故障予測、需要予測、不良予測、異常原因予測等）

自律制御・生産の最適化・予防保全の最適化等

設備稼働
状況

設備稼働
状況

設備停止

分析

設備稼働
状況

品質状況

つながらない

プログラム追加

生産状況

製造記録

統合PLC
追加

設備稼働
状況

設備停止

分析

製造記録

設備異常

兆候検知

品質状況

生産状況

設備稼働
状況

設備停止

分析

製造記録

設備異常

兆候検知

品質状況

生産状況

設備故障

予知 生産阻害
要因分析

不良原因

分析

設備稼働
状況

設備停止

分析

製造記録

設備異常

兆候検知

品質状況

生産状況

設備故障

予知 生産阻害
要因分析

不良原因

分析

最適生産
計画立案

保守計画

立案

設備稼働
状況

PLC追加

設備停止

分析

プログラム追加

設備稼働
状況

設備停止

分析

◆一品モノの集合体になる

改造の手間増加、つながらない設備や

アプリ増加、処理能力の限界

⇒ カイゼン活動が停止する

不良兆候

事前把握

生産阻害
要因分析

アプリの高度化に対し
て不十分なデータ

つながらない

※経産省が提唱するIoTのレベル

IoTの推進には、アプリ・デバイス共に接続を

シンプルに増やしていける仕組みが必要＜従来のつなぐ＞

現場のやる気が
失われる

あらかじめ決めた事に対して決めた範囲内で
取組む場合は、有効
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見える化で課題を見つけ継続したカイゼンへ

的確な投資で継続したカイゼンに耐えるIoTに最適な“つなぐ”仕組みが重要

設備稼働
状況

生産状態の見える化

設備稼働
状況

設備停止

内容把握

異常状態の見える化

設備稼働
状況

設備停止

内容把握

異常要因の分析

設備停止

要因分析
設備稼働
状況

設備停止

内容把握

異常発生予測

設備停止

要因分析

異常兆候

検知

警告閾値
警告発報

設備稼働
状況

設備停止

内容把握

異常の未然防止

設備停止

要因分析

異常兆候

検知

定期保守

計画立案

異常値

確認

設備停止の発生状況

を確認

設備停止の内容を把握

正常停止と異常停止の分類

異常停止内容の把握

何回発生

停止時間把握

現状把握と課題抽出

課題の内容把握と優先順位付け

発生時対処の迅速化

発生原因の明確化

異常再発の予防

対処の最適化

・何が出来るのか分からない

・投資に対する効果が分からない

実際に付加価値を産み出すアプリケーションへの投資に集中出来る仕組みを取り入れておくべき

⇒ 設備やアプリと“つなぐ”部分は、カイゼン実施時の追加投資を抑えられる仕組みを採用すべき

IoTは、導入した後で使い倒していく（どんどん活用範囲を広げていく）ことに意味のあるツール

継続的なカイゼンで付加価値を向上

（投資対効果を高める）
停止と言っても色々ある

・暖機中 ・段取り作業中

・休憩時間 ・エラー

・故障 ・保守中

＜例：設備稼働率向上＞

設備内の様々なデータを確認

電流値、回数、温度、振動

流量、・・・等

保守や確認等の

計画の最適化

部品交換時期

抽出した関連データ

を監視し予測

設備停止がかなりの
頻度で発生している

分析ツールやAI活用
し相関するデータを
抽出する等

疑問 何をすべきかを現状を見える化して抽出するところから始められるのがIoT
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工場IoTシステムの”つなぐ”アーキテクチャ

接続性とパフォーマンスを考慮したつなぐプラットフォーム型が最適

統合PLC

CSV,

RDB等

IoT Application

IO/Field Bus/Field Network

① 大量ﾃﾞｰﾀを追加加工処理するため負荷が

増大しｱﾌﾟﾘのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ低下を招く

② 加工が不十分な大量ﾃﾞｰﾀを上位側に送信

し、ﾈｯﾄﾜｰｸの逼迫、ｽﾄﾚｰｼﾞの圧迫を招く

② ﾗﾀﾞｰを作りこんで複雑な加工を実現し

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ量が膨大になり開発工数増大

③機器ﾃﾞｰﾀの制限で実施可能な事項を制約

【課題】

◆アプリのパフォーマンス低下で勝手悪化

◆専用プログラム増加させると汎用性を損ない

横展出来なくなる

第1世代：統合PLC型 第2世代：OPCサーバ型 第3世代：つなぐプラットフォーム型

主に
ヒストリカル
データ

【ボトルネック③】

特定標準プロトコル
に優先対応

【ボトルネック②】

情報系データ処理の能力
（負荷・機能）が少ない

【ボトルネック①】

データ加工不十分な大量
データが送信されてくる

OPC Classic
OPC UA

IoT Application

OPC
サーバ

【ボトルネック④】

アプリの標準通信が
OPCではない主に

リアルタイム
データ

IO/Field Bus/Field Network
＋限定的なNative通信

◆アプリのパフォーマンス低下で勝手悪化

◆欠点をカバーするためアプリ側でカスタム処理

が増えて汎用性を損ない横展出来なくなる

◆高いパフォーマンスが要求されるシステムに適合

◆汎用的で全体コストを最小化するシステム構築可能

① ⇦（同左）

② 加工が不十分な大量ﾃﾞｰﾀを上位側に送信

し、 ﾈｯﾄﾜｰｸの逼迫を招く

③ ⇦（同左）

④ ﾌﾟﾛﾄｺﾙ変換処理追加でアプリの処理負荷

増加し、大量ﾃﾞｰﾀ処理時のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ低下

を招く

【課題】

IoT Application

OPC等の
業界標準規格

CSV,

RDB等

IO/Field Bus/Field Network
＋拡張可能なNative通信

【特長②】

データ型は、リアルタイムと
ヒストリカルのハイブリッド

【特長③】

処理能力高く複雑なデータの
加工可能

【特長④】

デバイス固有プロトコル
に対応し必要な情報に
簡単アクセス

① ｱﾌﾟﾘ標準ﾌﾟﾛﾄｺﾙ対応で、ｱﾌﾟﾘのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ低下

を最小限に抑えられる

② ﾋｽﾄﾘｶﾙとﾘｱﾙﾀｲﾑのｱﾌﾟﾘを相互に影響を与えずに

高いﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽで同時実行可能

③ ｴｯｼﾞ側でｱﾌﾟﾘに完全に合わせこんだﾃﾞｰﾀ処理を

やり切りｱﾌﾟﾘのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ低下を最小限に抑える

④ 機器から必要な情報を引出し、やりたい事を制約

せずに実施可能

【他方式に対する優位点】

Data 
Management 
Platform

＋

①アプリケーション
Native通信
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工場IoTに最適な“つなぐプラットフォーム”とは？

ITとOTを分離したまま、IoT Data Management Platformを通して接続すべき

＜デンソーの15万台の設備＞

400～500種類のプロトコル存在

継続したカイゼンに対応するためにITとOT間のデータ共有で考慮すべきポイント

②単にデータが蓄積されたり送信されてくる

だけではアプリ側の処理効率が落ちる

①ITに直接つながらないOT側

インターフェースが多い

③OT側のセキュリティ対策は大丈夫か？
※PLCも攻撃対象（特にEthernet部分）

IoT Application Platform 

IoT Data Management Platform

DB

IoT Application

Automation System Device

1. Real-time Data I/F

IT

OT

2. Historical Data I/F

(Robot, CNC, PLC, Motion, Vision, etc)

(RDB, CSV, Mail, Trac, etc)

(COM/DCOM, ORiN CAP,OPC DA/UA, MQTT, etc)

4. Network Device I/F

(I/O, Ethernet, RS232C, etc)

(DeviceNet, ProfiNET, EtherCAT, etc)

3. Direct Device I/F

Local(On-premises)
and/or

Cloud

ITとOTを直接接続すると、I/F開発コスト増大、アプリ側データ処理負荷増大、OT側セキュリティの懸念
が発生するので避けるべき
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IoT Data 
Management 
Platform

DB

デバイス

アプリケーション

IoT Application Platform 

IoT Data 
Management 
Platform

１

２

３

データ連携と“つなぐプラットフォーム”の役割とは？

三つの連携を全て管理出来るIoT Data Management Platformの選定重要

PLCは、特に③の連携が不得手

PLCは、プログラミング必要

機器側の知識が必要

② デバイス ⇔ デバイス連携
デバイス側プログラムの変更を最小限にする！

③ アプリ ⇔ アプリ連携
適材適所のApplication活用でコストを最小化する！

① アプリ ⇔ デバイス連携
IoTシステムをシンプルにする！

「Industrie 4.0時代」に
必要なデータ連携とは？

三つのデータ連携は相互にも連携

これらを集約して管理した方が
システム運用効率が良い

アプリに対してリアルタイムとヒストリカル
の両方への対応が必要

HistoricalReal-time
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IoT Data Management Platformの課題

① 必要なデバイスは全てつなぐ！
「つながるモノだけつなぐ」ではダメ

「必要なモノはつなぐ」が真のカイゼンに必須！

IoTは、PDCAのサイクルをまわしてカイゼンを
繰り返すことで効果が増える

② 最適なアプリが選択出来る！
アプリの進歩早く、適材適所でアプリの変更・追加が容易で

あるべき！

③ 誰もが使えるツール！
デバイスに依存しない汎用的な設定ツールが必要！

メンテナンスを自分達でタイムリーかつ低コストにやれること！

カイゼンを繰り返せるシステム基盤を
どのように構築するのが最善か？

この四つ全てに対応するIoT Data Management Platformを選ぶべき

デンソーの様々な現場で学んだ四つの最重要な要件

④ データの整理・整頓が出来る！
アプリ側にムダなデータを蓄積し余計な処理をさせては、ダメ！

対策案シミュレーション

予兆検知1 工場まるごとデジタル化 2

A

PD

3

設備状態モニタリング

4

設備故障・不良発生を

未然検知、アラーム通知

対策案をダイナミックに
検証

技能のグローバル共有

デジタル工場

類似ラインと比較・展開

C

つなぐ

実工場

見える化

「現地・現物」

分析

「なぜそうなる？」

カイゼン

「こう変えれば良くなる」

展開

「グローバル共創」
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IoTに必要な５つの基本機能を提供
（収集 → 加工 → 保存 → 通知 → 公開）

で現場とアプリを簡単につなぐ！

「プログラムレス」

IoT Data Share

ソフトウェア製品

“プログラムレス”でIoTに必要な「つなぐ」・「見る」機能を提供！

IoT製品概要

プログラムレスで簡単に基本的なIoTの実現が可能

※コア技術

20年の歴史

プログラミング
知識必要

つなぐ

「プログラムレス」

オプション

で簡単に現場データを分析

Data Analysis 分析

「プログラムレス」
で簡単に現場の見える化

IoT Data View 見える

 セキュリティ対策：ホワイトリスト方式
アプリ追加書込み禁止

 ハード設定最適化：BIOS／
ドライバチューニングによる安定動作

 UPS対応

IoT Data Server

ハードウェア製品 「つなぐ」と「見える化」
をオールインワンで提供

IoT Data Share
＋

IoT Data View
をプレインストール

※サイバー攻撃から守る

つなぐ＆見える
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①必要なデバイスは全てつなぐ・・・シンプルにつなぐ

ミドルウエア（ORiN）アプローチで接続性を飛躍的に向上

ミドルウエア

例：OPC-UA

例：FA用ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

変
換

NEDOのプロジェクトとしてスタート（1999年）
※＜ ORiN＞ Open Resource interface for the Network

各デバイスの仕様に合わせてI/Fを都度開発！

ミドルウエア（ORiN）を使いシンプル接続！

従来

I/Fの違いをミドルウエアで吸収

⇨個別I/Fの開発を排除

 開発期間の短縮可能

 開発費用の低減可能

 シンプルな構成でメンテナンスや
カイゼンが容易

各種アプリケーション

I/Fの独自開発が続く

独自プロトコル多い

Industrie4.0はOPC-UAを推奨

しかし、OPC非対応デバイス多い

 開発期間が長くなる（“つなぐ”開発に時間かかる）

 開発費用が高くなる

 システム構成が複雑でメンテナンスやカイゼンが続かない

複雑な構造で横展開出来ない
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①必要なデバイスは全てつなぐ・・・ネイティブへの対応

＜すべきアプローチ＞

通訳の機能を使う 通訳

ネイティブ通信対応で、将来のIoTの進化に対応する余地を確保！

アプリケーションでやれることが制限される

機器もOPC-UAでつなぐと言ったけど欠点もある…

DB
OPC-UA

標準に合わせると、収集出来るデータが制限される

IoTの取り組みが進むにつれて
段々詳細なデータを扱いたくなる

必要なデータが取り出せない

DB

A社プロトコル

B社プロトコル

Field

ネットワーク
C社プロトコル

D社プロトコル

ネイティブ（機器固有）プロトコルを使って

機器・設備が出せるデータをフルに取得

ネイティブ ⇒ 標準語
に通訳

正常・異常の監視

稼働中・停止中の監視・・・等

プロバイダ

標準プロトコルの場合 ネイティブ対応

OPC-UA
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専用 IoT アプリケーション・プラットフォーム ＜汎用BIツール＞

IoT Data Server

エッジ, フォグレベル

オープンミドルウェア

IoT Application

Legacy Custom Application

(SCADA, MES)

Edge/Fog/Server/Cloud

Custom Application

（VB, C/C++/C#, JAVA, 他）

（汎用 IoT Gateway）

Amazon AWS

ORACLE Cloud

Microsoft Azure

SIEMENS MindConnect

Bosch PPMP (検討中)

Microsoft COM/DCOM/DDE

MQTT

OPC Classic (DA, AE)

OPC UA

HTTP(s), REST …

Data View

On-site 
Visualization

＆

Data Analysis

Data Analysis

DB

CSV

Google Data Portal

Bosch IoT Suite

DDE

COM

汎用 IoT アプリケーション・プラットフォーム

Google Cloud

amazon

AWS

IBM Cloud

(検討中)

EDGE X FOUNDRY IVI

②最適なアプリが使えること

業界で最もオープンな立場で様々なアプリに接続対応

RDB, CSV, Mail, …

ORACLE

ORACLE

CLOUD

複数のアプリが混在する環境でも、各アプリとつながってデータを共有可能

IT Application
(IoT Application Platform-less

Application package)
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専用 IoT アプリケーション・プラットフォーム ＜汎用BIツール＞

IoT Application

Bosch IoT Suite

汎用 IoT アプリケーション・プラットフォーム

Google Cloud

amazon

AWS

IBM Cloud

IoT Data Server （汎用 IoT Gateway）
Data View

Data Analysis

③誰もが使えるツール（デモ）

On-site 
Visualization

＆
Data Analysis

RDB, CSV, Mail, …

Google Data Portal

ORACLE

ORACLE

CLOUD
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専用 IoT アプリケーション・プラットフォーム ＜汎用BIツール＞

IoT Application

Bosch IoT Suite

汎用 IoT アプリケーション・プラットフォーム

Google Cloud

amazon

AWS

IBM Cloud

IoT Data Server （汎用 IoT Gateway）
Data View

Data Analysis

③誰もが使えるツール（デモ）

On-site 
Visualization

＆
Data Analysis

RDB, CSV, Mail, …

Google Data Portal

ORACLE

ORACLE

CLOUD
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④データの整理・整頓が出来る

エッジでデータをアプリが使う形に一次加工し、アプリの処理遅れを低減

データのムダを省きアプリのパフォーマンス低下を最低限に抑える！

従来 IoT Application

統合IPCOR統合PLC

DB

データ

根こそぎ集めたデータをそのまま上位にスルー

（通信ライン逼迫）

ムダなデータも全て保存（ストレージがすぐ一杯）

プロトコル変換のみ

IoT Application

DB

IoT Data Server/Share

データ フィードバック
ストレージ節約

データ

アプリの欲しいデータに整理・整頓 設備のノウハウ（必要な要素を見極める知見）をここに入れる

データ

ビッグデータが蓄積されてシステムの
パフォーマンス低下を招く

必要なデータのみ整理・
整頓された状態で蓄積

追加の加工処理を省き効率良く必要なデータを活用

整理・整頓したデータを送信

データをエッジで加工しつくしてアプリ側のデータ
活用時のパフォーマンス低下を抑える

⇨ 表示遅れを低減等

アプリが大量データの中から必要なものを
探し出し加工

⇨ 処理負荷高まり表示遅れ出易い
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IoT Data Share: IoTの「つなぐ」に必要な機能を提供

■豊富なプロバイダ
• さまざまなFA機器との接続を可能とする、200種※1超えるプロバイダ提供

※1 : IoT Data Share Professionalの場合

加工

■多種多様な機能

ウィザードによってより簡単
に設定出来、設定作業の
効率向上可能

一定の条件成立時
にサンプリングスレッド
に対してアクションする
トリガの設定可能 設定の不整合を起動前に

チェックし、修正箇所や修
正内容をリストアップ

設定作業の効率向上可能

各処理時間を見える化

パフォーマンス最適化の
効率向上可能

• データ収集、加工、保存、通知、公開に特化したさまざまなデータ管理機能をオールインワンで提供

【収集したデータを一次加工】

前処理によってアプリ側の処理を簡略化可能

必要なデータだけ送信し、ネットワークの逼迫を防止

【通知機能】

トリガ機能と組合わせ、異常発生時
にメールで通知することが可能

コントローラ設定ウィザード

トリガアクション設定

設定診断

パフォーマンス測定

導入作業をサポートするツールも内蔵

50弱のデータ加工
機能を提供
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IoT Data View: プログラムレスの現場見える化

【作る】プログラムレスで見える化画面を作成！

ブラウザ上で収集したデータとラベル・ランプ・グラフなどの表示用
部品をひも付けるだけでダッシュボード実現可能

図面を背景に貼付てリアルな
アンドンも作成可能

安価かつ低工数で実現する見える化を提供

【見る】Webブラウザで手元で確認！

ログイン画面 編集画面

ホーム画面

公開画面

※IoT Data Shareをお使いのお客様用に、
パッケージ製品をご用意

file:///C:/Users/dwu901134/Desktop/IoTDS機能紹介動画/amano/日本語/Data View/簡易見える化_20190627.mp4
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IoT Data View: 現場の見える化画面の例

グラフを屈指した画面も作成可能

ラインの見える化

工程の見える化

設備稼働状態の見える化

生産の見える化

ロボットの稼働状態
の見える化

生産の見える化、設備の見える化等多様な現場の見える化画面を作成可能
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１．IoTに最適な“つなぐ”とは？

２．製品紹介

３．導入事例・うれしさ

４．まとめ



24/10DENSO WAVE INCORPORATED 24/49

□導入メリット
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小さく始めて大きく育てる

どんどんつながる仕組みによって小さく導入して拡張していけるIoTを実現

設備1台の見える化から始めて徐々に対象を増やしていくことを前提に“つなぐ”方法を選定すべき

設備1
稼働状況

設備1

設備1
稼働状況

設備1

設備1異常

兆候検知

設備2

設備1
稼働状況

設備1

設備1異常

兆候検知

設備1故障

予知

設備2
稼働状況

品質状況

設備2

設備1
稼働状況

設備1

設備1異常

兆候検知

設備1故障

予知

保守1計画

立案

設備2
稼働状況

設備2
停止状況

品質状況

設備2

設備1
稼働状況

設備1

設備1異常

兆候検知

設備1故障

予知

保守1計画

立案

設備2
稼働状況

設備2
停止状況

設備2異常
兆候検知

不良原因

分析

つながらない

プログラム追加 PLC追加

設備3

設備3
稼働状況

設備2
稼働状況

設備1
稼働状況

設備1
稼働状況

設備1異常

兆候検知

プログラム追加 PLC追加

設備2
稼働状況

設備1
稼働状況

設備1異常

兆候検知
品質状況

つながらない

とりあえず導入した ⇒ うまくいったけど拡張できない！
＜つなぐ方法が合わない場合＞

◆ 改造の手間増加

◆ つなぐためだけの機器が増加し投資増＆管理工数増

◆ つながらない設備やアプリが存在

IoTの取り組みが止まる

現場のやる気が
失われる

小さく始めて課題と効果を確かめながら大きく育てるべき！

設備の見える化
からスタート

設備停止原因
を究明

設備停止事前予測

効果出たので接続設備
を増やす

効果出たので
次の課題へ

更に接続設備
を増やす

最適保全計画作成

従来

デバイスもアプリもどんどん増やしていける
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現場で扱える柔軟に進化出来る見える化からスタート

見える化は、カスタム仕様から柔軟に変更が可能な方法へ

実装段階(展開)試行段階(PoC)

大画面
モニタ

プログラムレスで
接続・データの収集

・加工が可能

プログラムレスで
見える化

◆工程の追加や変更

に対応

◆表示機能の追加

プログラムレスで設備
の追加や更新に柔軟

に対応

プログラムレスで
見える化情報の
追加・変更容易

PLC

カスタムで制作 ⇒ 画面修正の度に業者に依頼

フルカスタムで修正

し難い画面が完成

PLC つながらない

設備が多い

プログラム追加・変更工数大

画面の修正や追加に手間と開発費がかかる

プログラムレスでタイムリーに変化させていける見える化でIoT導入を最小限の投資で推進

業者に依頼しないと対処出来ずタイムリーに変更出来ない

従来

プログラミングやカスタムは
手間かかりすぎて見える化
の進化止まる

プログラムレスなので使い方覚えて自分達
で迅速に見える化の修正や追加を実施
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シンプルにつなぎアプリ開発に集中

“つなぐ”開発工数とコストを削減して付加価値を生み出すアプリ開発に集中可能

最小限の追加コストで効率的につないでアプリ開発に集中！

DB

OPC-UA,MQTT,・・・・・

I/F

アプリ開発に専念

標準I/Fを使える

各種プロトコルに対応するプロバイダ
で全ての設備をIoT Data Shareに

集約してつなぐ

個別I/Fの開発不要

未対応プロバイダがある場合は、ORiN2 

SDKでプロバイダ開発して接続可能

DB

・・・

I/F I/F I/F I/F

アプリ開発に投資を集中出来ない設備をつなぐためのI/F開発が多発

I/F開発して直接つなぐ

⇒開発費増大

PLCにつながらない設備
が多数存在する

汎用設備であれば、デンソーウェーブ

でプロバイダの開発を受託可能

⇨ I/F個別開発のコストを削減可能

I/Fを個別開発して設備をつなぐと延々とつ
なぐための投資が続く

⇒ 投資回収困難になる

従来
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設定ツールの統一でデータ収集対応が容易

使いやすいツールへの統一によって導入作業効率向上だけでなくメンテナンスも容易

プログラムレスの簡単ツールに統一し、導入後も続くカイゼン作業の効率向上！

設定のみでデータ収集可能

情報系の設定は、これひとつ
でOKで人材育成もし易い

設備の制御設定は専用ツール使用

DB

見易く分かり易い画面で継続した
メンテナンスが容易

構成が分かり易いので担当者
変更の引継ぎ容易

機器別・メーカ別に
ツールが異なる

PLC

ロボット

データを送信するためのプログラムを追加し
た場合は、メンテの手間が増える

設備

そもそもプログラムをいじれない設備も存在する

ツールがばらばらでプログラミングも手間！従来

 ツールの集約でツールの準備や運用含めて作業効率向上

 自分達で使いこなして、データ収集の改良や機器増設への
対応コストを低減

 機器別に異なるツール全てを使いこなすのは困難

 プログラムを追加すると後で分かり難く改良や機器
増設がやり難く拡張あきらめる

※使い方教育セミナーをご提供中
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プログラミングの排除で導入工数を削減

ノンプログラミングのツリー表示形式のツールで導入作業容易で開発期間を短縮可能

プログラムレスの簡単ツールで導入作業工数削減！

35ステップの設定のみ

（3日で設計・導入・テストを完了）

DB

成型機

プログラミングに対して
システムテストも容易になる

設定のみで事前の設計から実際
の設定まで 作業量を削減可能

（例）成型機から33項目のデータ収集

プログラミングで導入工数増える！

成型機

サーバ

PLC シリアル等で通信データそのもの取り込むと
データ抽出等膨大な 追加処理必要やりたい事が膨らみプログラム

を作りこんでしまう

 データ収集のためだけに長期開発期間必要

 プログラムのメンテナンスが困難

※成型機間通信のプロトコル変換からデータ加工まで
ラダーで作成した場合

（例）成型機から33項目のデータ収集

4,100行のラダー追加

見易いツリー構造でメンテナンス容易

従来
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PLCだけでの弱点を最小限の投資でカバー

PLCの欠点を最小限の追加コストでカバー可能

構築した既存システムの上位でPLCの弱点をカバーする！

標準化、データ加工の最適化、
セキュリティの確保を同時に達成

（既存のシステムもムダにしない)

DB

PLC

設備

最適化されたデータを使
いパフォーマンスを向上

アプリが使いたい
データのみ蓄積

・・・

・・

・・・

データをアプリに合わせて
最適な形に加工しつくすホワイトリスト方式のセキュリ

ティで本体と接続先を保護

一つのプロジェクトでDBとの
接続を管理し標準化容易

PLCでつないだけど、弱点もあることに
気付いた人が増加中！

（約45種の加工機能）

DB

PLC

設備

（工程A） （工程B） （工程C）

Ethernetを持つPLCも外部とつながれば攻撃対象
でPCと同様に注意必要

⇒ ハードウエア製品なので対策し難い

導入数も多く対応が見過ごされる危険も存在

つなぐ処理がPLC毎の開発
になり開発工数かかる

アプリ側でデータの再加工が発生し
表示の遅延等の問題を引き起す

・・・

・・

・・・
データ加工能力の限界から
加工不十分なデータを蓄積

従来



31/10DENSO WAVE INCORPORATED 31/49

総導入コストの低減

総導入コスト（備品費＋作業費）を削減可能

複数工程のデータを1台で処理して総導入コストを低減！

DB

（工程A） （工程B） （工程C）

ラインA

複数の設備を1台
で処理可能

機器代、設置工数、つなぐ作業工数の大幅な削減可能

（25台のPLCで約1,000アイテムを2週間～2.5週間で接続完了)

＜デンソーの事例＞

1ライン20台～30台のPLCを1台のIoT Data Serverに接続

データ取得のためのPLCの台数増えて
総導入コストが高くなる！

DB

PLC

設備

（工程A） （工程B） （工程C）

設備1台にPLC1台の割合で必要
制御優先処理で情報系データ
処理能力は高くない

PLCの台数が増えることで購入コスト
と導入設定コストが増える

従来



32/10DENSO WAVE INCORPORATED 32/49

□導入事例（Operation）

人の動きを計測し、最適な作業を設計する
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設備不具合報告書の作成時間削減

データの自動集計で異常発生報告の時間を大幅に削減して働き方改革を実現

異常状況の記録から報告書作成までの時間を1/4に短縮！

 工程のチェック回数が多かったり設備停止の
頻度が高いほど効果が高くなる

 節約した時間で他作業の実施や残業時間
の低減を実現

手入力・集計
停止記録
（手書き）

集計内容確認
報告書
作成

作業者 監督者

報告
確認

作業時間

報告書を自動作成

設備から直接データを収集
・異常項目

・各種センサ値

・・・・・

収集データを
自動的に集計

手作業を排除し作業時間
を大幅削減

自動作成アプリを採用

異常処置の度に現場で手書き記録発生
して作業効率低下！

報告書

集計

チェックリスト

設備停止
発生

現場へ駆けつけ

朝会に向けてPCに入
力し直し時間かかる

異常内容を手書き
で記録

手書き記録に時間かかる

 PCへの再入力という二度手間が発生

 入力ミスがあるかもという不安が残る

PCに入力する際に入力
間違い発生し易い

従来
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□導入事例（Situation）

発生の瞬間を捉え効果的な打ち手を見つける
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ロボットの動作状態監視による組付け不良検知

工程内不良につながる兆候を察知して未然防止し工程内品質と設備稼働率の向上可能

 工程内不良の発生を未然防止し損失を低減

 更に進めてロボットの不調を事前に把握する
予防保全にも活用可能

＜ロボットの状態を見える化＞

モータの負荷電流
の上昇をキャッチ

負荷電流の状態からピンポイントで
原因箇所を特定し迅速に対処

余計な負荷かかっている

異常兆候を事前に掴んで工程内不良の発生を未然防止！

ロボットによる自動生産を実現したが、工程内不良が散発する！従来

各軸モータの
負荷電流値を

見える化

どこかパーツ（上ケースと下ケース）
同士が干渉しだしている

ケースA

ケースB

（QRコードスキャナ）

QRコードスキャナをロボット
で自動組み立て

放置するとケースが
嵌合しない工程内
不良につながる

＜不良の兆候を抽出＞

懸念）

組立不良の発生

良品 不良 不良

突然組付け不良が
多発し始める 不具合の真因に辿り着くのに時間かかる

 ライン停止が長引き損失が増える

 ロボットの稼働率が低下する

負荷電流値を見ること
で不良発生を予測

保全がカンコツのトライ＆エラーで
対処

処置しても不十分ですぐに現象が
再発する
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迅速な不具合原因把握による工程内品質向上

設備制御用データを監視することで不良原因の迅速かつ高精度な追究と対策が可能

①設備内の各センサより正確な情報を収集

DBに蓄積

50項目以上

③分析結果をもとに対策②蓄積データを分析し
関連データを特定

対策前後を同一条件で比較し
効果有無の正しい判定が可能制御用データそのものなので

相関関係を正確に追跡可能

分析アプリを採用

設備の生データの見える化と分析で真因を特定！

不良に対してカンコツで対策するも改善進まず！従来

設備の制御に使われているの
と同じセンサのデータを取得

設備内センサのデータを使うことで、真因の追究
を迅速に行い工程内不良の撲滅へ

良品 良品 不良

アルミダイカストマシン

良品 不良
ワークのフラッシュ発生

ワークのフラッシュ
発生

外付けセンサ追加

⇒測定値と実動作にズレ カンコツ対策の繰り返し
で時間かかる

 不具合の真因に辿り着くのに時間かかる

 対策出来たと思ってもすぐに再発し、損失
が増えると共に生産性が上がらない
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□ Count

より楽に便利に数量をカウントする
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手書きの記録を自動集計

簡単かつ正確な入力手段の提供と自動集計によって作業効率と精度を大幅に向上

DBサーバ

自動でレポートを作成し
作成工数削減

・
・
・

データ収集し集計
してDBへ保存

既存システム・アプリ

作成したレポート
を見える化

作業者情報
を紐づけ

GUIで簡単・早い・ミスが無い記録と見える化を実現！

検査結果を手書き報告し、正確性に欠けるのと作業効率が上がらない！従来

タブレットを活用

手書き記録で手間

メモ貼っても
分かり難い

PCへの入力ミス
起きやすい

手書きで記入
ミス起こり易い

 記録に時間かかり生産性が上がらない

 データの正確性が不足しトレサビが不完全

 作業効率向上で生産性向上へ

 データの正確性が向上しトレサビの精度が向上

見易い画面の操作
により記録作業の
効率向上が可能

ボタン操作により
入力ミス削減
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□導入事例（Availavility）

あらゆる機器の状態を把握しオペレーションを最適化する
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試験装置の管理工数削減と稼働率向上

自動監視によって作業効率の向上と設備稼働率の向上を実現

稼働中/終了？ 故障発生？

設備異常をタイムリー
に把握！

試験終了等を
メールで通知

他の作業をしながら
でも遠隔から画面

の確認可能
試験終了がすぐ

に分かる！

リモート監視で巡回時間削減と迅速な対応で稼働率向上！

試験機予約は常に100％だが、実稼働率は60％以下！従来

 作業効率が向上

巡回や記録の時間を削減し有効活用

 ムダな停止時間を削減し設備稼働率が
向上

設備から直接
情報を収集

恒温恒湿槽A 恒温恒湿槽B

稼働中/終了？ 故障発生？
巡回しないと分からないので
故障に気付くのが遅れる

巡回してやっと状況把握
が出来る

状況をメモして後でPCに
入力し手間が増える

 巡回しないと状況分からず、ムダに設備停止している
時間が増えて設備稼働率が上がらない

 記録に手間かかり生産性が上がらない

試験の状態・経過等を自動
で記録し手間を省ける
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搬送用システムの予防保全ばらつき防止

劣化の見える化と自動分析で故障の未然防止をばらつきなく実現

電流センサ

距離センサ

モーター電流値
異常の見える化

ローラー摩耗状況を
見える化

交換時期を
自動で推測

作業者間のばらつきを排除して最適な予防保全を実現！

作業者のカンコツのばらつきで故障の未然防止もばらつく！従来

◆見える化で状況の共有が可能

◆自動で交換時期を提示することで

担当者による判断のばらつきを排除

モーター

ローラー

ベルト

モーター故障で停止

ローラー摩耗で
ベルトが滑り停止

部品交換・メンテナンスの判断が人に依存してばらつく

・交換早すぎて部品交換回数増

・遅すぎてライン停止につながり生産性低下
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□導入事例（Quality）

より効率的な品質関連業務を確立する
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正確な製造履歴管理（トレーサビリティ）

正確な履歴管理にて問題への迅速な対処を実現可能

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

IoT Data Server

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

部品：A---oooo

部品：B---sssss

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

部品：S-0001

部品：L-000100

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

DB

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

年月日：20190424

時間：09:15:00

工程：受入れ

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

年月日：20190425

時間：09:00:00

工程：実装

部品：・・・

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

年月日：20190426

時間：10:30:00

工程：組立

部品：・・・

型番：ｘｘｘｘｘ-ｘｘ

製造ロット：＊＊＊

ｼﾘｱﾙ：xxxxxxoo

年月日：20190426

時間：11:00:00

工程：梱包

部品A

部品B

部品C

部品U

部品L

部品実装機 組立ロボット

実装機データ

ロボットデータ

・・・・・・・20190426103000

・・・・・・・20190426103100

・・・・・・・20190426103200

・・・・・・・20190424091500

・・・・・・・20190424091515

・・・・・・・20190424091530

＜受入れ検査＞ ＜部品実装＞ ＜製品組立＞ ＜梱包＞

正確な時系列管理を実現！

設備の時計の誤差で前後のデータがひっくり返る！従来

IoT Data Serverで
タイムスタンプ付与

全工程のデータをIoT Data Server

の時刻で管理

◆時計の誤差による前後工程の

データの入れ替わりを防止

◆正しい日時管理で問題発生時の

対象範囲の絞込み精度を向上

DB

時間：10：00
時間：10：05

時間：10：03

（工程１） （工程2） （工程3）

設備の時計は、ずれて
もそのまま

データの前後関係
が入れ替わる

 お客様からのトレーサビリティの要求に応えられない

 問題発生時の追跡が正しく出来ないため、推定対象
ロットを広くとらないといけない
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トレサビデータ保存の信頼性向上

DB側の障害発生時もライン稼働を維持したままデータを守り、トレサビの信頼性を確保

DB

データ2

故障

DB

復旧

復旧

データ１

内蔵メモリに
データを保存

DB

復旧後にデータ
を再送

DB側異常を検知した際に、トレサビデータの消失を防ぐ！

DBやアプリ側障害時に貴重なデータが消失！従来

◆DBやアプリ側障害時に内蔵ストレージ

にデータを保存しライン稼働を維持

◆DB復旧後に保存データを順次再送信

してトレサビデータを漏れなく保存可能

DB障害を検知し
データ垂れ流しを

防止

故障 送信継続しデータ
が消失していく

保存容量少なくデータ
損失を防ぐためにライン
停止発生

 DB障害時に貴重なデータが消失してお客様か
らのトレーサビリティの要求に応えられない

 トレーサビリティデータの保護を優先するとライン
停止せざるを得なくなり損失につながる
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□導入事例まとめ
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AOI 
server

SMT VC 基板分割 自動組立ロボット

●MES

●見える化

●エネルギー管理

CSV

ﾗｲﾝ１

正常

15/20

ﾗｲﾝ2

異常

5/15

ﾗｲﾝ3

正常

20/20

工場IoTの導入事例（デンソーウェーブ工場）

生産進捗の見える化と管理

◆生産性向上へのカイゼン活動へ

出荷検査データの自動収集

◆レポート作成自動化による

チェック工数削減へ

◆傾向の見える化による工程

内品質向上へ

ロボットのモータ電流の自動収集と見える化

◆故障を事前に予知しライン停止回避へ

<品質管理>

<予防保全>

<生産性管理>

IoT Data Serverで設備データを収集

見える化して各種カイゼンへつなぐ

電力消費の測定と監視

◆電力消費の把握と消費量削減へ

<エネルギー管理>

http://www.denso-wave.com/ja/robot/product/four/hs.html
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１．IoTに最適な“つなぐ”とは？

２．製品紹介

３．導入事例・うれしさ

４．まとめ
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IoT DSでIoT構築の標準化を実現

＜設備の予防保全＞ ＜進捗の把握＞
<Before> <After>

情報少 情報量大

・状況把握やり易い

・詳細情報も確認容易

問題把握とアクションの迅速化

アンドン

＜品質管理向上＞

不良原因の調査精度向上

適切なメンテ時期を把握

＜設備稼働率向上＞

稼働状態を監視し未稼働時間を削減

全てIoT Data Server
を中心として構築可能

入力デバイス

見える化

DB連携

アプリ毎の個別システム構築（一品モノ）

アプリを問わず構成を標準化

一品モノを排除し統一アーキテクチャで実現することが重要！

Before

After

試験の進捗 設備の状況
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ORiN活用の拡がり

これまで実現できなかった手術室アプリ群次世代手術室SCOT

(Smart Cyber Operating Theater)

術中のあらゆる情報を整理し、
術者の意思決定を支援する

2014～19年 国のプロジェクト

「未来医療を実現する先端医療機器・
システムの研究開発）

患部位置データ 術具位置データ 術野ビデオデータ 患者生体データ その他機器データ

異種情報統合

ナビゲーション

アプリ

手術室情報

統合表示・

工程管理

手術の

因果関係解析

データベース

デバイス

稼働監視・

不具合解析

手術支援

ロボット

誘導アプリ

IoT DS

一目で全ての
情報が見渡せる

スタッフ全員で同じ
情報を共有出来る

※株式会社デンソー資料より

＜従来＞

スタッフと情報
共有し難い

いろんな情報
がばらばらで
把握し難い


