
設備の安定稼働をナビゲート！
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製造現場の不良原因特定に
苦労していませんか？
製造現場の不良原因特定に
苦労していませんか？

不良を適切な再発防止へ導くためには、

発生原因は
何だろう？

早く復旧
しないと…

環境

方法

材料

人

測定

機械

を理解し、今後の対策を考える必要があります。

・不良の過去データを保持して原因究明
・不良発生の場所特定

IoTのスモールスタートを
ご提案いたします。

オムロンから

まずはできる
ところから！

不良発生 ？

そこで、現場のIoT（見える化）を始めてみませんか？



製造現場でも
注目度アップ!

「IoT」と「IO-Link」とは？

「Internet of Things」の略で
「モノのインターネット」の訳

すべての「モノ」がインターネットにつながること。例えば、製造現場の

あらゆるモノとモノ、モノと人がIoTでつながれば、設備が止まる前に

予兆を捉え、設備が自律的に対応する、不良品の発生要因を解明する、

といったことが可能となります。

多くの製造現場では、EtherNet/IPやEtherCATなどにより

コントローラやHMI層のIoT化は進んでいますが、

コンポーネント層では進んでいません。

そこで、オムロンではそのセンサレベルの

オープンネットワークであるIO-Link に対応した機器を

いち早く取り揃え、センサレベルの情報化を推進しています。

センサとコントローラを IO-Link マスタで接続することで、ON/OFF信号だけでなく受光量など安定稼働のために必要な情報を可視化。

センサの状態監視や異常検知を可能にし、装置・設備の最短復旧や予兆保全、立ち上げ工数削減に貢献します。

コンポーネント層

「IO-Link」は国際標準規格IEC 61131-9で

規定された、センサーやアクチュエーターと

I/Oターミナル間の通信のための

標準化技術です。国内大手の自動車メーカに

おいても、工場のIoT化に向けた

標準ネットワークとして「EtherCAT」と共に

導入が決定し、全世界のサプライヤー各社に

対して対応機器の使用が推奨されています。

IO-Link 対応
カラーマーク光電センサ
E3S-DCシリーズ

光電センサ
E3Zシリーズ

近接センサ
E2E、E2EQシリーズ

IoTとは・・・

コンポーネント層のIoT化

「製造現場の情報化」のカギは

IO-Linkで

センサレベルまで見える化

「IO-Link」とはIO-Link 対応センサ

データベース

工場
製造現場

IO-Link センサ

IO-Link マスタ

IO-Link マスタ

コントローラ

IO-Link センサ

例） 受光量、検出余裕度
　   などの現在値データ

装置内のセンサの情報を取り込む
例） しきい値、動作モード
　   などの各種センサ設定

センサの情報を現場にフィードバック

クラウド

最短復旧
（ダウンタイム削減）

工数削減

予兆保全

設定： 統合ソフトウェア環境
1ツール・1コネクションで設定、モニタ
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IoTとIO-LinkでIoTとIO-Linkで

現場の工数削減と稼働率向上を実現現場の工数削減と稼働率向上を実現
突然の設備停止を回避し、稼働率を向上したい…

①簡単監視/原因究明のご提案

②センサ簡単設定のご提案

設備のチョコ停がなかなか減らない。
原因となる機器の異常を事前に
検知できないものか。

設備に異常が発生した。生産計画が
詰まっているので再起動により復旧させたいが、
根本原因の究明・改善も必要。両立はできないものか。

再稼働最優先。 トラブルシュートに従い、
とにかく復旧。

From

From

To

To

再稼働最優先でトラブルシュートに従い、復旧するが、
異常発生時の監視データは自動的に保存される。

多くのセンサがあり、立上げ/段取り替え時、
装置生産時に一つ一つ設定や設定変更していくのに
時間がかかり稼働率が上がらない。

①パラメータを事前に手動で記録し手順書化 

②センサアンプを交換

③設定ツール（Sysmac StudioまたはCX-Drive）

　 により①で記録したパラメータを再設定

①パラメータを事前にSDメモリカードにバックアップ 

②センサアンプを交換 

③バックアップしておいたパラメータを、

　 SDメモリカードからリストア（機器への設定ダウンロード）

センサ交換時の設定変更に時間がかかるし、
設定ミスがないか不安。

〈監視例〉

設定時間内に動作未完了なら
シリンダ劣化

立上げ時や段取替え時、保守運用時にセンサを確実に設定/交換し、工数を削減したい…

しきい値以下なら
センサよごれ、劣化

トルク値異常なら
メカ系の劣化

シリンダが劣化すると、動作時間にズレ
が発生します。シリンダ動作時間を監視し、
正常時と比較することで、シリンダの劣化を
検出。高速なEtherCAT通信の使用に
より、動作時間を正確に測定可能です。

センサの受光量は、センサのよごれや
劣化により低下します。ワーク通過後の
センサの受光量を監視することで、センサ
のよごれや劣化などの異常を検出します。

サーボトルク値は、サーボモータの劣化
やメカ的な異常により、増減します。トルク値
を監視し、正常時のトルク値と比較する
ことで、劣化等の異常を検出します。

エアシリンダ動作時間監視 センサ遮光後の光量監視 サーボトルク監視

E3NW-ECT
E3NX-FAO 他

センサ通信ユニット
センサアップユニット

コントローラ
NJ/NX/NYシリーズ

① ①

②

③
③

Sysmac Studio

エアシリンダ

コントローラ
NJ/NX/NYシリーズ

プログラマブルターミナル
NAシリーズ

各種機器の状態を段階的に
アラームとして表示可能。
また、トレンドグラフ等を用いて、
危機の状態を視覚的に確認でき、
メンテナンス時期の把握が可能。

表示の操作等をトリガと
してリストアでき、パソコンや
設定ツール、誤設定の原因
となる複雑な操作手順は不要

ファイバセンセ
N-Smartシリーズ

サーボドライバ
G5シリーズ

課題① 課題②

課題① 課題②

システム構成例

システム構成例
Ethernet

E3NW-ECT
E3NX-FAO 他

センサ通信ユニット
センサアップユニット

コントローラ
NJ/NX/NYシリーズ

②

SDメモリカード

SDメモリ
カード
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ワンパッケージに凝縮したNX１P2をご提案！ワンパッケージに凝縮したNX１P2をご提案！ワンパッケージに凝縮したNX１P2をご提案！
IoTのスモールスタートには

IO-Link マスタユニットをつなぐだけで
現場発IoTをスモールスタート

オプションボード
シリアル通信や、小点数アナログ制御を大きさそのままで実現
・シリアル通信  RS-232C, RS-422A/485
 （Modbus-RTU：最大32ノード）
・アナログ入力／出力／入出力

SDメモリカード
・コントローラのデータを
 簡単にバックアップ、リストア、照合

マシンオートメーションコントローラ
NX1P

マシンコントロールに最適な
高速なオープンネットワーク。
モーション制御のためのサーボ
ドライバや、I/Oをはじめとする
フィールドネットワーク機器を
ひとつに接続可能です。

オープンでグローバルな産業用EtherNet

・HMI接続 
・コントローラ間通信
・Sysmac Studio接続 
・情報系LAN接続 　
 （上位アプリケーション）

などに使用できます。

プッシュインPlus端子台で
簡単配線
Value Design for Panelに対応

NX1Pも1Sシリーズもバッテリレス
NX1Pはユーザプログラム、設定値、電断保持変数
などは内蔵メモリに保持するためバッテリ不要。
メンテナンス工数を軽減します。

NX1P本体に8台まで装着できます。NXシリーズ

デジタル入出力
ユニット
NX-ID/IA/
OD/OC/MD

アナログ入出力
ユニット
NX-AD/DA

温度入力／
ヒータ断線
ユニット
NX-TS/HB

ロードセル入力
ユニット
NX-RS

位置インタフェース
ユニット
NX-EC0/
ECS/PG0

コミュニケーション
インタフェース
ユニット
NX-CIF

IO-Link
マスタユニット
NX-ILM400

システムユニット
NX-PD/PF/
PC/TBX

メカ部品の摩耗や振動で誤動作する
可能性のあるところ

汚れが付着してセンサの光量が
不安定なところ

IO-Link近接センサなら
離れすぎや過接近をモニタできるので
突発不具合の発生を大幅削減

IO-Link光電センサなら
受光量をモニタできるので
誤検出を未然に防止

検出位置の
常時モニタ

近接センサ

NX1P2 NX-ILM400
光電センサ

受光量モニタ

NX1P2本体に装着可能な種類豊富なユニット
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トレーサビリティもスモールスタートトレーサビリティもスモールスタートトレーサビリティもスモールスタートNX1P2で

コントローラをデータベース接続モデルにアップグレード。
事務所のデータベースに直結できます。

SDメモリカードへの読み書きは、ファンクションブロックで
簡単に記述できます。

SDメモリカードスロットを標準搭載、
品質データを “csvファイル” で格納します

製造品質革新のため、
品質管理システムをアップグレード！

電力量モニタ、温度調節器とは、コミュニケーションI/Fユニットを使って接続しデータを収集。
EtherCATを使用すれば、アナログ・温度・荷重をミリ秒オーダで高速サンプリングできます。

1. データ収集

2. SDメモリカード保存

4. 電力計測・エネルギー管理もスモールスタート！

3. データベース接続

データ収集に最適なコントローラ、
2つのオープンネットワークを標準搭載！

詳しくは当社の営業員、
または販売店まで
お問い合わせください

ロードセル入力ユニット
NX-RS

ロードセル：荷重

熱電対：温度

コードリーダ

画像処理システム
FHシリーズ

他社製PLCともデータ共有
※Ethernet ソケット通信

NX1P2

NX1P2

ファイバ同軸変位センサ
ZW-7000

アナログI/Oユニット・
温度入力ユニットなど
NX-I/O

Microsoft
SQL serverなど

ゲートウェイPC不要NJシリーズデータベース
接続モデル
NJ501-1□20

コミュニケーションI/Fユニット
NX-CIF

シリアル通信

通信
カプラユニット
NX-ECC

アナログ
I/Oユニット
NX-AD/DA

温度
入力ユニット
NX-TS/HB

ロードセル
入力ユニット
NX-RS

SDメモリカード
インターフェース内蔵

画像処理システム
FHシリーズ

温度入力ユニット
NX-TS

コミュニケーションI/Fユニット
NX-CIF

－　　   + 

製造品質データと画像データを
紐付けてDBに保存が可能になります。

電力量モニタ
オンパネルタイプ
KM-N3

スマート電力量モニタ
多回路タイプ
KM1

温度調節器
E5CC-B/E5EC-B

オープンネットワークのEtherCATと
EtherNet/IPを標準搭載。
他社製PLCとも、ファンクション
ブロックで通信可能です。

文字列書込
命令
FilePuts

製造実績データ（csvファイル）

FB
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まずはこちらに
お問い合わせを

保全時にこんな悩みはありあせんか？

IoT関連カタログのご紹介

IO-Link シリーズ 
単体カタログ

ムダ・ムラ・ムリなくすためには、まずオムロン

サービスのお申し込みをサポート

保全のツボ 急に制御部品が
必要になった時の連絡先は？

カタログNo. SAMC-007

NXシリーズ
I/Oシステム
単品カタログ

本誌で紹介したご提案内容の詳細は下記をご覧ください。

カタログNo.SBCD-083

マシンオートメーション
コントローラ
NX1P
単品カタログ
カタログNo.SBCA-104

制御部品の故障など、困った時の連絡先をご紹介します。

○ 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
C  All Rights Reserved.

オムロン商品のご用命は

カタログ番号 SASP-028A

発行 ： 

2017年7月現在　①YM○W

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

0120-919-066

www.fa.omron.co.jp
オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます

お問い合わせ

テスト機貸出・緊急時のご購入にもご利用ください！

朝8時～夜9時   年中無休

0120-919-066

お客様相談室
365日、土・日・祝日もOK！〈受付時間〉8:00～21：00

電話相談
365日

●携帯電話・PHS・IP電話などからのご利用は （通話料がかかります）055-982-5015

クイック オムロン

形式●●が
欲しいんだけど、
どうしたら手に入る？

設備停止か！
これは制御部品の交換が必要だな…

そういえば
在庫削減で予備品を
持っていなかった！ どこに連絡

すれば…
あれ！？予備品がないぞ…

がーん...
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