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生産現場の IoT 化における「

 

 

【事業概要】 

当社は 1946 年の創業以来、

提案と実現を行っている。近年お客様の多様なニーズにお応えするため、計測と制御技術

に加え分析機器分野、IT 関連事業、通信ネットワーク事業、パッケージソフトウェア開発

など新規事業への取組みを通し

提供を行っている。その活動の一つとしてフィルム業界向けにフィルム製造データ統合監

視システム「FiL-STAGE」を展開している。

 

【FiL-STAGE とは ～システムの

FiL-STAGE については本誌

して一度投稿させて頂いている。

単に述べさせて頂きたい。FiL

ータを収集統合し、トレーサビリティーとしてのデータ保存

方や活用で操業の安定化や品質の向上・

テムである。 

収集するデータは各工程の操業データにとどまらず、フィルム品質にとって重要な指標で

ある厚さのデータや欠点のデータなども対象としている

ータ、そして後述するが最近では保守データなど、

扱う事が FiL-STAGE の一つの特徴である。
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「FiL-STAGE」の活用 

東京電機産業（株）

ソリューションビジネス本部

システムソリューション推進部

の創業以来、計測・制御・情報の技術をもってお客様へソリューションのご

近年お客様の多様なニーズにお応えするため、計測と制御技術

関連事業、通信ネットワーク事業、パッケージソフトウェア開発

など新規事業への取組みを通し、お客様の操業改善に向けて競争力のあるソリューション

る。その活動の一つとしてフィルム業界向けにフィルム製造データ統合監

」を展開している。 

～システムの特徴～ 】 

本誌 2016 年 6 月号に「フィルム製造データ統合監視システム

投稿させて頂いている。それを踏まえここでは詳細は割愛し、システム概要

FiL-STAGE はフィルムの製膜・加工ラインにおける各工程

トレーサビリティーとしてのデータ保存をはじめ、収集データの

品質の向上・オペレータ工数の削減などを目的と

データは各工程の操業データにとどまらず、フィルム品質にとって重要な指標で

ある厚さのデータや欠点のデータなども対象としている。このように操業

ータ、そして後述するが最近では保守データなど、属性の違うデータ群を同一ステージで

一つの特徴である。 

システム全体イメージ図 
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近年お客様の多様なニーズにお応えするため、計測と制御技術

関連事業、通信ネットワーク事業、パッケージソフトウェア開発

、お客様の操業改善に向けて競争力のあるソリューション

る。その活動の一つとしてフィルム業界向けにフィルム製造データ統合監

ィルム製造データ統合監視システム」と

システム概要を簡

・加工ラインにおける各工程のデ

収集データの見せ

目的としているシス

データは各工程の操業データにとどまらず、フィルム品質にとって重要な指標で

。このように操業データ・品質デ

の違うデータ群を同一ステージで
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しかしながら、各社の装置が連なって構成されるフィルム製膜・加工ラインの統合収集は

一筋縄ではいかないケースも多い。そこで具体的なデータ収集方法を少し述べておくと、

弊社では装置メーカが使用することが多いコントローラとの通信には汎用化した弊社通信

ドライバパッケージや計装業界標準の OPC 通信の利用、また PC ベースの I/F には CSV

ファイル取り込みの機能などを駆使して対応している。このようなＩ／Ｆで対応できない

場合は専用の通信手順での作り込みも行っている。また、新たなセンサの設置が必要な場

合はその選定・設置そしてシステム取り込みまでも含め提案を行っている。 

 

【IoT との親和性】 

ところで近年“IoT”という KeyWord が世間に溢れている。IoT に関する展示会は何処も

活況であり、一般の TV コマーシャルでも耳にするようになった。この辺りからも IoT への

関心の高さを窺い知る事が出来る。そしてフィルム製造現場でもご多分に漏れずその波が

押し寄せていると感じている。IoT の技術を取り込んで何かできないかと日々頭を悩ませて

いる現場側担当者の姿も想像に難くない。 

IoT と呼ばれる世界はあらゆる物がネットワークで接続され、シームレスにデータを活用す

る事により生産効率や品質の向上・新規ビジネスの創出を追求している。そして今回題材

として紹介している FiL-STAE は、もともと製造ライン上に散々するデータを収集統合し

て便利に活用しようという発想でスタートしている。対象とするスコープの大きさは違う

が、類似した概念を持つ FiL-STAGE は製造現場の IoT 化を考えたときに役立つシステム

であると考えている。 

 

【生産現場 IoT 化における FiL-STAGE 活用】 

現場の IoT 化に役立つシステムといってもどんな場面で有効なのか？そんな疑問が心に浮

かぶと思う。IoT と言っても定義が曖昧なのでここでは幾つかの場面を想定して各々におい

ての FiL-STAGE 活用を考えてみることにする。 

 

（１） IoT 化の第一歩“データの収集” 

 IoT を考える上でまず必要となるのが、あらゆるモノがデジタル化されネットワー

クにつながること。フィルム製造ラインにおいては原料の供給からロール巻き上げ

まで様々なメーカの装置や設備が独立して稼働しているケースが多い。当然データ

も独立して存在している訳だが、FiL-STAGE ではこれらのデータを収集統合して

ロール単位でデータ管理を行っている。つまりシームレスなデータセットを用意し

て活用する環境を提供することができる。 
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（２） 手書きデータの電子化と収集

現場にはアナログメータの様に、そもそもデータがデジタル化されていないケース

も多い。その場合、センシングの提案から行うこともあるが、人の目で実際に現場

を確認するという意味であえて

まずは紙による記入を

そうすることで紙から

さらには集計作業工数の削減も可能だからである。

そしてデータ化された巡視作業記録を

紙に手書きしていた巡視記録を取り込むことが可能となる。

（１）、（２）を通してライン上のあらゆるモノのデジタル化を行い

続していくのである。

 

 

 

 

 

 

（３） 操業と品質の見える化

属性の違うデータを同じステージで対比させることで今まで気

題点が見えてくる事がある。

などの品質データを対比表示させることで製造状態と品質結果の因果関係が視覚的

に把握しやすくなるからである。（

イル表示で行っており、視覚的に品質状態を捉えやすくしている）

例えば原材料の投入タイミングや量による品質の変化、回転系設備が多い中で現れ

る周期的な品質の変動など、属性の違うデータをシームレスに統合収集したからこ

そ見えてくるものもある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データの収集と管理

操業と品質の見える化
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手書きデータの電子化と収集 

現場にはアナログメータの様に、そもそもデータがデジタル化されていないケース

も多い。その場合、センシングの提案から行うこともあるが、人の目で実際に現場

を確認するという意味であえて巡視作業を行っている場合もある。

まずは紙による記入をモバイル端末で入力を行うシステムの導入を

そうすることで紙から Excel への転記作業や打ち込みミスを回避することができ、

集計作業工数の削減も可能だからである。 

そしてデータ化された巡視作業記録を FiL-STAGE が他設備同様に収集することで、

紙に手書きしていた巡視記録を取り込むことが可能となる。 

（１）、（２）を通してライン上のあらゆるモノのデジタル化を行い

ていくのである。 

と品質の見える化 

属性の違うデータを同じステージで対比させることで今まで気が付きにく

題点が見えてくる事がある。今までバラバラであった製造工程の操業データと厚み

などの品質データを対比表示させることで製造状態と品質結果の因果関係が視覚的

に把握しやすくなるからである。（FiL-STAGE では厚みのデータを２次元プロファ

イル表示で行っており、視覚的に品質状態を捉えやすくしている）

例えば原材料の投入タイミングや量による品質の変化、回転系設備が多い中で現れ

る周期的な品質の変動など、属性の違うデータをシームレスに統合収集したからこ

そ見えてくるものもある。 

収集と管理の概念 

操業と品質の見える化 
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現場にはアナログメータの様に、そもそもデータがデジタル化されていないケース

も多い。その場合、センシングの提案から行うこともあるが、人の目で実際に現場

場合もある。このような場合、

の導入をご提案している。

への転記作業や打ち込みミスを回避することができ、

が他設備同様に収集することで、

（１）、（２）を通してライン上のあらゆるモノのデジタル化を行いネットワーク接

が付きにくかった問

製造工程の操業データと厚み

などの品質データを対比表示させることで製造状態と品質結果の因果関係が視覚的

では厚みのデータを２次元プロファ

イル表示で行っており、視覚的に品質状態を捉えやすくしている） 

例えば原材料の投入タイミングや量による品質の変化、回転系設備が多い中で現れ

る周期的な品質の変動など、属性の違うデータをシームレスに統合収集したからこ
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（４） 保守分野での利用 

既述した巡視作業記録にメンテナンス作業が含まれていた場合を考えてみる

FiL-STAGE は各工程の製造設備の稼働データ、厚みなどの品質データ、メンテナ

ンス記録などの保守

と設備のトレンドデータ

の確認、そして適切なメンテナンスタイミングを探るこ

イムベースメンテナンスからコンディションベースメンテナンスへの移行

きるようになってくる

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 機械の動きの見える化

簡易的ではあるが、FiL

員が簡単にいつでもどこでもモニタできれば現場の

きる。例えば巻取機の状態

FiL-STAGE が収集した様々なデータ

を演算表示することもできる。遠隔でそれを

ストタイミングで作業場所に行きスムーズに作業に入ることが可能となる

間や遅れによる時間のロスを減ら

き方改革にも繋がって行くかもしれない

 

（６） 収集データの高度分析

AI、機械学習や多変量解析といった手法をはじめ、

分であるとイメージされるかも知れない。しかし

ジが始まってはいるものの

て技術的問題や投資対効果

ムで使用するデータがきちんと揃っていない（取れていない）というケースも

あると感じている。

を行っている FiL-STAGE

しっくりくる。最近は

コンピューティングという階層
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既述した巡視作業記録にメンテナンス作業が含まれていた場合を考えてみる

は各工程の製造設備の稼働データ、厚みなどの品質データ、メンテナ

保守データが揃っている事になる。例えばメンテナンスタイミング

のトレンドデータ、品質結果などを重ねて表示することでメンテナンス効果

適切なメンテナンスタイミングを探ることが可能となる

イムベースメンテナンスからコンディションベースメンテナンスへの移行

きるようになってくる。 

機械の動きの見える化 

FiL-STAGE を Web 配信してスマホなどのモバイル端末で作業

員が簡単にいつでもどこでもモニタできれば現場の装置の動きを把握することがで

機の状態に注目してみると、装置自身の状態を表示する事以外に、

が収集した様々なデータを利用して巻き上げ完了までの残り時間など

を演算表示することもできる。遠隔でそれを把握する事ができれば

作業場所に行きスムーズに作業に入ることが可能となる

間や遅れによる時間のロスを減らす事ができる。こういった積み重ねがいわゆる働

も繋がって行くかもしれない。 

分析・解析 

、機械学習や多変量解析といった手法をはじめ、このテーマは最も

とイメージされるかも知れない。しかし、実情は一部の現場ではチャレン

はいるもののまだまだ道半ばといった感は否めない。

投資対効果の明確さなどの面もあるが、そもそもこういったシステ

ムで使用するデータがきちんと揃っていない（取れていない）というケースも

あると感じている。そのような面を考えると収集統合されロール単位で

STAGE のデータを、上位解析システムが利用するという構図も

最近は生産現場とクラウドなどの上位 IT システムの中間にエッジ

コンピューティングという階層を置く概念があるが、FiL-STAGE

保守情報の追加 
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既述した巡視作業記録にメンテナンス作業が含まれていた場合を考えてみる。

は各工程の製造設備の稼働データ、厚みなどの品質データ、メンテナ

データが揃っている事になる。例えばメンテナンスタイミング

メンテナンス効果

とが可能となる。つまりタ

イムベースメンテナンスからコンディションベースメンテナンスへの移行も検討で

配信してスマホなどのモバイル端末で作業

動きを把握することがで

表示する事以外に、

巻き上げ完了までの残り時間など

する事ができれば段取り替えのベ

作業場所に行きスムーズに作業に入ることが可能となる。待ち時

こういった積み重ねがいわゆる働

このテーマは最も IoT らしい部

実情は一部の現場ではチャレン

まだまだ道半ばといった感は否めない。 その原因とし

などの面もあるが、そもそもこういったシステ

ムで使用するデータがきちんと揃っていない（取れていない）というケースも多々

面を考えると収集統合されロール単位でデータ管理

、上位解析システムが利用するという構図も

システムの中間にエッジ

STAGE は生産現場と高
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度分析・解析システムを結ぶエッジシステム

 

 

 

 

【FiL-STAGE×IoT の展望】

先程、FiL-STAGE を生産現場と高度分析・解析システムを結ぶエッジシステムと

を紹介した。しかし最近では

ブラリが充実しており、このような

ータの予測などの解析・分析機能を

たシステム構築を目指して行きたい

一方、FiL-STAGE が従来持っているデータ

に活かし、お客様の現場に役立つ

ールデータは、ロール（銘柄）

的に現場の今を把握する以外に、長期的な視点でも

能であり、様々な視点で現場改善のお役に立てる事ができると
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システムを結ぶエッジシステムとして活用する事が可能である。

の展望】 

を生産現場と高度分析・解析システムを結ぶエッジシステムと

紹介した。しかし最近では汎用のプログラミング言語でも機械学習や多変量解析のライ

ブラリが充実しており、このような分野へも取り組み易い環境が整いつつある

解析・分析機能を少しずつ取り込んで行き、より IoT の世界にマッチし

たシステム構築を目指して行きたい。 

が従来持っているデータ（ロール単位で管理された統合データ）

し、お客様の現場に役立つ仕組み作りにも力を加えて行く。長期的に蓄えられ

ロール（銘柄）指標の長期推移観測などの可視化も行う事が出来る

以外に、長期的な視点でも品質管理や工程改善に

能であり、様々な視点で現場改善のお役に立てる事ができると思うからである。

エッジシステムとしての概念 

執筆記事] 

事が可能である。 

を生産現場と高度分析・解析システムを結ぶエッジシステムとしての面

でも機械学習や多変量解析のライ

い環境が整いつつある。今後はデ

の世界にマッチし

（ロール単位で管理された統合データ）を存分

長期的に蓄えられたロ

行う事が出来る。短期

品質管理や工程改善に役立つ提案が可

思うからである。 


