
SDGs への取組

して生産現場、生産事務所にフィードバックする環境を提供していきます。
こうした環境を用いて、継続的な改善活動をすることで、省資源（時間などのリソースも含む）
に大きく貢献します。
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HOMS-i は、生産設備からリアルタイムに収集した各種データを利用目的に合わせて処理を

使いやすく導入しやすい　IoTシステム  
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設備をリアルタイム監視し、異常や作業遅れの早期発見を助けます

ラインの効率やネック工程を見える化し、運用改善に役立てます

設備毎の効率や無駄時間を見える化し、作業改善を促します

1週間分の実績を比較し、作業の無駄発見などに役立ちます

異常の発見と対処を助け、設備の早期復旧に役立ちます

過去の異常を分析し、重要異常の発見や原因究明に役立ちます

定期点検の実施を管理し、点検忘れによる障害を防ぎます

消耗部品の寿命を管理し、適切な頻度での交換を促します

各モータの電流や温度を監視し、異常の早期発見に役立ちます

保全作業のスケジュールを作り、必要な時間、人員を検討できます

設備の状態に係わらずにイーサネット経由でバックアップを行えます

生産にかかわる情報の記録と検索を行うことができ、品質保証に役立ちます

生産計画を立案し、生産の進捗状況を管理できます

ラインの進捗状況とその構成機台の稼働状況をリアルタイムで監視します

電力の無駄や改善点を発見し、低コスト化と環境影響低減を実現します

標準システムの接続可能台数を通常の20台から40台に増加できます

標準システムを三菱製シーケンサに対応させることができます (※1)

(※1) ラダープログラム作成が必要です



▶ソフトのみの購入で、イーサネット環境があれば導入可能です。
▶生産性の向上、品質の維持向上、コスト低減を実現し更なる収益アップに貢献致します。

ライン毎に設置したパソコンでデータを収集し、HOMS-i に
よりデータの分析・解析し監視を行えます。また事務所等に集中
管理用のパソコンを設置することにより、複数ラインのデータ
の分析・解析、監視を行うことができます。

が提供する IoT システム構成

■事務所

■工　場

 

見える化

を報警とるえ超を値いきし、し視監でムイタルアリを値流電のターモボーサ 
出します。

を施実の検点や況状用使、でとこるす録登を目項検点期定と品耗消のンシマ 
管理します。

、でとこす促を換交の品耗消や検点の備設で度頻な切適 異常の発生を未然に
防ぎます。

発生防止

の備設、け助を処対と見発の常異。すまし示表を歴履と常異の中生発在現 
早期復旧に役立ちます。

信送斉一へスレドアルーメるあてし録登め予、に際たし生発が常異で備設 
します。復旧へ向けた初動が早くなり早期復旧へと繋がります。

早期復旧

運用改善

を間時計累や度頻生発、りよターデ積累の常異たし生発にでま今 分析でき、
改善活動に役立ちます。

、し録登を業作全保 保全作業スケジュールの立案が行え、必要な人員・時
間の検討を行うのに役立ちます。

消費電力量(CO2排出量)を生産情報と比較することで無駄な消費を把握し
運用の効率化に役立ちます。
ワーク毎の消費電力量(CO2排出量)を比較することで、問題点を発見で
きます。
1サイクルで消費電力量(CO2排出量)を分析して、効果的な改善を行え
ます。

＊電力監視オプションには電力量計が必要です。

最大接続台数20台 
＊）オプションで40台まで増設可能
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