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１．TIS　消費電力可視化サービス

p13

p14

p17

p20

p23

p25

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/?i_cid=nbpitp_siad
_try160301under&act03

ＴＩＳは旧東洋情報システム

(1971大阪）が、2001年に改

拠点・店舗毎に設置 

クラウドで、集中管理 

分電 ｾﾝｻｰ ﾓﾊﾞｲﾙ

ﾙｰﾀｰ 
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２．アルプス電気は、IoTビジネス事業転換を決断
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/

p13

p20

p23

p25

　アルプス電気の「センサーネットワークモジュール」は、4種類の
センサーを搭載しBluetoothでの通信に対応した新製品
センサーと通信モジュールという既存事業の組み合わせから、新
規事業に転換することを狙った。

アルプス電気の稲垣一哉氏

　展示会で披露すると300件を超え
る引き合いがあり、ＩｏＴ市場にヒット
の予感があった。

これまでにも電流センサーモジュー
ルや環境センサーモジュール、モー
ションセンサーモジュールなどを開
発しており、これらを一体化した。

　センサーネットワークモジュールが搭載しているのは、気圧／
温湿度／照度／加速度のセンサーだ。
Bluetooth Smartにも対応し、Android端末からセンサーの設定や
測定結果を確認できるようにしている。
外形寸法は27×44×11mm。小型化と低コスト化を優先し、ジャイ
ロセンサーやCO2センサーは搭載していない。

[齊藤由希，MONOist] 
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出典:アルプス電気

　これまでは車載用途やスマートフォン向けなど、1個100円の部
品を月に100万個生産して1億円を売り上げるような大量生産で
ビジネスモデルを作ってきたが、実際の引き合いでは生産規模
が小さく、要求される仕様は案件ごとにバラバラだった。
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少量多品種となるセンサーノードネットワークの事業可能性を見
いだすための事業開発キットと位置付けて、「走りながらやり方を
決めていくことにした」
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　実際にデモを行い、「ヘルメットがセンサーとして適していること
が分かった。常に身につける個人専用の道具だからだ。
休憩中などはあごのベルトを手に提げて、ヘルメットが逆さになっ
た状態で持ち歩くということも聞いた。
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　「遠隔自動制御から予測保守や最適配置に至った時、センサー
の個数の最適化というプロセスが出てくる。
無駄なセンサーが見えてくるが、無駄でもデータがあった方がい
い時もある。機能拡張が一番難しい。
機能をアップデートできるのは当たり前になっているが、アップ
デートが機能や使い方に影響を与えてはいけない。
センサーの種類を増やしたら何ができるようになるか、顧客の要
望にどこまでこたえられるかというのも今後掘り下げていく。原価
を下げるためには大きな案件の受注も必要だ」（同氏）。

　センサーノードネットワークの用途は、農業向けの水位検知か
ら、サーバールームの冷房効率化まで、さまざまに広がってい
る。その一方で、事業として安定させていくための課題も見えてき
た。

　稲垣氏はこのような流れを振り返り、「まずはモノを作ってみな
いと反応は引き出せない」と説明する。　「ヘルメットにセンサーを
付ければ、できることややりたいことはどんどん出てくる。しかし、
ヘルメットをつけて作業する人には関係ないのだから、メーカー
はユーザーの「当たり前」を学習する必要がある。
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　アルプス電気だけではカバーしきれない部分もあり、パートナー
が不可欠となっている。「オープンイノベーションというとかっこい
い感じになるが、われわれでは足りない部分を何としてもカバー
しないとビジネスにならない。ならば一緒にやってもらおう、という
考えだ。われわれが作ったIoTノードは、ゲートウェイにつなぐとこ
ろまで必ずやる。実際のアプリケーションとして落とし込むには
サーバが不可欠だ。ここで提携しているのがIBMだ」（同氏）。

10/38 BSB松村



エッジコンピューティング発進.xlsx アルプス電気 2017.4.11

https://newswitch.jp/p/2484

アルプス電気が開発したセンサーと無線通信用部
品内蔵のモジュール

　アルプス電気がＩＴ企業との距離を縮めている。あらゆるモノが
ネットにつながるモノのインターネット（ＩｏＴ）市場の拡大を見据
え、主力のセンサー開発・販売だけでなく、ＩＴインフラやソフトウエ
ア開発まで一貫提供できる体制を構築した。ＩｏＴの活用やビジネ
スを推進する企業への提案力を高める。ＩｏＴ基盤を提供するＩＴ企
業とタッグを組むのは電子部品業界ではまだ珍しく先進的な取り
組みだ。部品を単品売りする従来型のビジネスモデルから抜け
出し、ＩｏＴ分野で存在感を示せるか。

　アルプス電気は今月、日本ＩＢＭ、日本ユニシス子会社のユニ
アデックス（東京都江東区）と相次いで協業を発表した。日本ＩＢ
Ｍとはセンサーが取得したデータを収集・管理するＩｏＴに必要なＩ
Ｔインフラの構築で連携する。アルプス電気がセンサー技術を日
本ＩＢＭがクラウド技術を提供する。
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（文＝下氏香菜子）

　モノづくりやサービスのあり方を根底から変えるといわれている
ＩｏＴはモノの状態を測るセンサーと、センサーが集めた情報をク
ラウドなどのＩＴ基盤で分析・運用することではじめて成立する。

　部品メーカーとＩＴ企業が協力する体制を整えることで、顧客はＩ
ｏＴの工場での運用や農業管理などＩｏＴを活用した新ビジネスを
よりスムーズに始められる。さらに顧客を含めた３者が情報共有
することで、アイデア実現に向けた技術のすり合わせもしやす
い。顧客にとっては理にかなった連携であり、付加価値の高いビ
ジネスの創出基盤となる。

　一方、ユニアデックスとはＩｏＴサービス開発支援で協業する。顧
客の要望に合わせ、ユニアデックスがソフトウエアやサービスを
運用するための基盤システムを提供するとともに、アルプス電気
が最適なセンサーの種類やセンサーの配置などを提案する。

　アルプス電気がＩＴ企業と連携するのは、顧客のＩｏＴビジネスに
必要な要素技術を総合提案する新しいビジネスモデルを構築す
るためだ。提案力を高めて、着実に商機をつかむ狙いがある。

12/38 BSB松村



エッジコンピューティング発進.xlsx 沖ＩｏＴファーストキット 2017.4.11

３．沖電気がＩｏＴ簡易導入ﾊﾟｯｹｰｼﾞ「ファストキット」

p13

p14

　沖電気工業（OKI）の「IoTファストキット」は、センサーの

計測データをクラウドで収集して活用するために必要なp17

ハードウエアやソフトウエアをまとめて提供するIoT導入

パッケージである。 p20

p23

p25

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/?i_cid=nbpitp_siad
_try160301under&act03

2016/10/3　出荷開始
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４．ＨＰＥがエッジコンピューティング分野に参入

p13

p14

p17

p20

p23

　事務所（管理者ＩＴ）と現場（作業者OT）の境界領域をエ

ッジと言う。エッジには、「現場・現物・現状などのデータ」

および「技能・経験などの暗黙知」を背景に、「指揮・命令」

と「報告・連絡・相談」、「できる／できない」、「問題・課題

／解決策」など、コミュニケーションのしくみが存在する。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/?i_cid=nbpitp_siad_try160301under&act03

ＨＰＥ（Hewlett Packard Enterprise)が考えるIoT
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　エッジコンピューティングは、このエッジにおける５W・１H

における「ムリ・ムダムラ」を最適化する「しかけ」である。

HPEが提供するIoTソリューションポートフォリオと
HPE Edgeline Converged IoT Systemsの位置付け

EdgelineのIoTソフトウエアエコシステム

ａｒｕｂａ 

ａｒｕｂａ 
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クルマの多様なデータを収集しリアルタイムに分析。位置情報、速度、車
両コンディション、走行データ、路面状況などを、クルマの走行支援や車
両診断に役立てる。

ポンプなど設備機器や生産設備の機器に設置されたセンサーから稼働
状況などのデータを取得し、エッジでのリアルタイム分析を実現。設備に
深刻な問題が発生する前に不調を検知して対応する「予防保全」を可能
にします。

映像情報や位置情報を収集し、リアルタイム分析を実現。監視センター
におけるモニタリング、データセンターでの大容量データ分析を使い分け
る
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5.JTEKTが「TOYOPUC-4ｼﾘｰｽﾞ」でＩｏＥに参入
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/

　生産設備やシステムが相互に p13

接続し、状況に応じて自律的に

稼働する。 そんな「ｽﾏｰﾄ工場」 p14

に関する取り組みが加速してい

る。ｾﾝｼﾝｸﾞや通信などの要素技 p17

術が進化し、実現に向けた環境

が整ってきた。しかし、そこには p20

大きな課題が残されている。

「誰がｽﾏｰﾄ工場の生産ラインを構築するのか」である。p23

　『日経ものづくり』2017年1月号の特集「トヨタ、止まらな

い進化」の記事にあるように、自動車大手のトヨタは工場p25

におけるIoT（Internet of Things）活用を強力に推進して

いる。同社の誇る生産技術部門が中心となって、品質や

生産性の向上、人材育成に取り組んでいる。

　ジェイテクトは、トヨタ自動車系列の部品メーカーである

が、工作機械やコントローラーなどの生産設備も手掛け
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ており、それらの技術やノウハウを組み合わせることで、

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙに多数を占める中小のｽﾏｰﾄ工場の生産ラインを

構築する“ラインビルダー”としての地位を狙う。

　既に、トヨタの工場におけるIoT活用の取り組みでは、

ジェイテクトもトヨタ主導の下に、その一翼を担ってきた。

顧客と同じ目線で主体的にライン構築に関わっていく覚悟

を決めた、のである。

「１．つながるソリュ

ーション」は、生産設

備のさまざまなデー

タを、ﾈｯﾄﾜｰｸを通じ

て、一元的に収集で

きるようにする。

　中小の工場では、

職場ごとに運転制御

している生産設備が

少なくない。このよう

な生産設備のデータを、企業全体で活用する準備段階と

して、生産設備をﾈｯﾄﾜｰｸに接続することから始める。

　具体的には、Ethernetやさまざまな種類のﾌｨｰﾙﾄﾞﾈｯﾄﾜ

ｰｸとの接続機能に、実績のある自社のﾎﾞｰﾄﾞ型PLC「TOY

OPUC-Plus」を各設備のｹﾞｰﾄｳｴｲとして使用する。

「２．見える化ソリューション」は、生産設備ﾘｱﾙﾀｲﾑのﾃﾞｰﾀ

を生産ラインで働く人に伝えるものだ。それを見て、人が

創造的かつ効率的に働くための知恵を導き出す。

　具体的には、設備の稼働状況や生産の進捗を可視化

するｼｽﾃﾑ「TOYOPUC-Hawkeye」を使う。トヨタの「あんど

ラインビルダーが目指す４つのステップ
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ん」の考え方を基本に、例えば

生産設備で異常が発生したり、

その兆候が見られた場合には、

人に対して警報を発し、迅速な

対応を促す。

「３．バリューソリューション」は、

収集したデータに高度な分析を

適用することで、従来にない価

値を生み出すというものだ。

　そこで、ﾃﾞｰﾀ分析機能を備えたPLC「TOYOPUC-AAA」

を用いる。これにより、例えば工具の使用状況に基づいて

生産性や品質を高めるために、適切な交換時期を予測す

ることができる。

「４．チェーンソリューション」は、「１．～３．」を複数の自社

工場や他社工場にまで、協調・連携を広げるためのもの

である。

具体的には、

各種システム

の構築や大量

に収集したデ

ータの分析な

どをジェイテク

トが担うことで

中小工場のス

マート化コスト

と時間を最適

化する。

「TOYOPUC-Hawkeye」
による見える化の例

「TOYOPUC-AAA」によるデータ分析の例
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６．オムロンがＩＰＣ（産業用ﾊﾟｿｺﾝ）の新製品
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/

p13

　PLCを主力製品としていたオムロンが、2016年8月にIPCp14

（産業用ﾊﾟｿｺﾝ）の新製品を、同社ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ（ＩＡＢ）社が発売した。　「PLCで培った信頼性やp17

耐環境性などのノウハウを投入した自信作」という。

p20

p23

p25

　オムロンがこのタイミングでIPC事業に参入したのは、欧

オムロンが2016年8月に発売したIPC。左はボックス型、右はパネル型。
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州市場の製造業のＩｏＴ化が急速な進展する中で、IPCの

ラインアップが、現場導入に必要となったからである。

　３っの「ｉ」は、Integrated（制御進化）、Intelligent(知能化）

、Interactive(協調）の頭文字である。

　制御進化については、OTの基本的な構成要素である

「ILOR+S（Input, Logic, Output, Robot + Safety）」を軸に

直近の課題解決に向けた技術

開発を進める。

　知能化については、IoTやAIの

活用など、従来のOTから一歩踏

み込んだユースケースの確立を

目指す。

　協調については、人と機械、

特にロボットとの協業を想定して

いる。人手不足などを背景に

ロボットが活躍する局面は増え

るが、一方で職場の安全衛生管理などの配慮を行う。

　オムロンは、工場のデジタル化の未来戦略として、新開

発のＩＰＣで、４つの製品群を用意した。

①．産業用PC

Windows OS７だけを搭載した、いわゆるPCである。

基本的には制御などOTに関する機能は備えずに、

耐環境性や信頼性などに優れたものにした。

②．IPCマシンコントローラ

産業用PCに、リアルタイムOS（RTOS）による制御機能

を持たせ、既存のPLCを代替し得るものとした。

オムロンが2017年1月に発売した、
人と協調して動作する搬送ロボット
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③．IPC RTOSコントローラ

RTOS（米WindRiver社の「Wind River Linux 7」または

「VxWorks 7」）だけを搭載したもので、Windows OSは

搭載されていない。

これまで専用開発のボード型PCで実現していたような

ﾘｱﾙﾀｲﾑ制御を、同じﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ環境で手軽に構築す

ることを狙ったものである。

④．IPC プログラマブル多軸モーションコントローラ

産業用PCに加えて、ロボットなど多軸モーション制御

の機能を備え、複雑な計算が必要な制御アルゴリズム

をWindows OS環境下で作り込み、それによって超精密

位置決め制御を実現するなどの使い方を想定した。
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７．ヤマハ発動機が、統合制御ロボットでＳＩ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/

　スマート工場の実現に向けて、ロボットに寄せられる期

待は、従来の「量産」「定型作業」から、「多品種少量」「非

定型協調作業」へと拡大している。

　ヤマハ発動機が、2016年12月に発売した自動化ライン

向けロボットシステム「Advanced Robotics Automation

 Platform」は、ＩｏＴ時代の需要を想定したものである。

p13

p14

p17

p20

　新ロボットシステムでは、自動化ラインを構成する水平p23

多関節ロボットや単軸ロボット、リニアコンベヤーモジュー

ル、カメラなど多様な機器を、全て新しく設計した。 p25

　最大の特徴は、複数の機器を1台のコントローラーで制

御する「統合制御」の手法を採り入れた。新ロボットシステ

ムでは、1台のコントローラーに対して、ロボットやリニアコ

ンベヤーモジュールは最大64台、モーターは最大255台を

接続できる。

自動化ライン向けロボットシステム
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　工場の生産管理モデルも、多品種・少量生産の方向と、

ＩｏＴデジタル化による生産性の抜本的改革を目指して大

きく変わる。FAプロセスの柔軟な運用は、ユーザー、シス

テムインテグレータの視点を重く受け止める必要があり、

ロボット製造ラインへの要求仕様の100%受け入れと、そ

の有用性、信頼性保証を早期に実現するために、過去の

ノウハウをモジュール化するなどの体制づくりをしている。

ロボットシステムのデモルーム浜松IM事業所
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８．ルネサス、Civil Infrastructure Platformへ参画
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/?i_cid=nbpitp_siad_try160301under&act03

p13

p14

p17

p20

p23

p25

ルネサス エレクトロニクス株式会社（以下、ルネサス）は、Linux
オペレーティングシステム（以下、OS）の普及をサポートする非営
利団体Linux Foundationの協業プロジェクトとして2016年4月に発
足した、社会インフラ向けに産業グレードのオープンソースソフト
ウェア（以下、OSS）（注1）基盤を提供するCivil Infrastructure
Platform（以下CIP）プロジェクトへ参画した。ルネサスは今後、こ
のプロジェクトの成果となる産業グレードのLinuxを、RZ/Gシリー
ズをはじめとする産業用組み込みプラットフォームに展開していく
予定だという。

現在、産業分野に使用される機器は、IoTやIndustry4.0などの普
及によりネットワーク機能の搭載や、動画・グラフィックス処理等
のマルチメディア機能を搭載する動きが拡大しており、これらの
機能を実現するソフトウェアが豊富にそろっているLinuxへの移行
を検討するユーザが増加している。
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ルネサスは今後、CIPプロジェクトの活動を進め、産業用組み込
み機器を支えるOSS基盤の実現を目指すとともに、プロジェクト
の成果となる産業グレードのLinuxを、RZ/Gシリーズをはじめとす
る産業用組み込みプラットフォームに展開し、信頼性の高い産業
機器の早期開発を支援していく。

（注1）ソースコードが無償で公開されており、「オープンソースライ
センス」と総称される利用許諾契約に基づいて、使用や再配布が
認められているソフトウェア。

しかし、産業分野の場合、機器の導入後、10年を超える長期間
の運用となるため、信頼性が高く、セキュリティが強固で、長期サ
ポートを提供できるOSS基盤が求められている。このニーズを満
たすため、OSS基盤を提供するCIPプロジェクトが発足された。こ
のプロジェクトは、進化するスマート社会を支えるソリューションを
提供する上で、非常に重要なプロジェクトだという。

そこに今回、半導体メーカであるルネサスが同プロジェクトに参
加することで、ユーザは産業機器向け特有の信頼性やリアルタイ
ム性を向上させるための追加の開発やメンテナンス作業等の負
担を大幅に軽減できる。
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https://www.renesas.com/ja-jp/
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９．三菱電機がIＩｏＴプラットフォーマーに針路

　三菱電機は、2017年3月始め、工場のIoT化を支援するp13

「FA-ITオープンプラットフォーム」を、マスコミに発表した。

それは多様なFA機器やITシステムと接続し、工場全体のp14

新たな価値を創造する。

p17

p20

p23

p25

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/?i_cid=nbpitp_siad
_try160301under&act03

新プラットフォームの概要
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　新プラットフォームは、コントローラーやアクチュエーター

などのFA機器で構成された生産現場と、ERPやMESなど

のITシステムをつなぐための、エッジコンピューティングを

核としたソフトウエアで、先行するAZURE（ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ）、

AWS(ｱﾏｿﾞﾝ）、ＨＰＥ(HP)などと同類のものである。

　三菱電機は、FAプロセスで圧倒的な稼働シェアを持って

いる。2011年には「ソフトウエア」「システムインテグレータ

ー」「機器・センサー」の3分野合計約300社で「e-F@ctory

 Alliance」を設立し、ＩｏＴ戦略製品を開発してきた。

　そのため生産現場におけるライン/装置/機器の構成

を分かりやすく定義・整理、その階層関係をデータモデル

として持たせることを、新システムの特徴とし、これにより

下位の既存資源を有効活用し、上位システムのアプリケ

ーション開発の生産性において、競争優位を獲得する。

生産現場とITシステムをつなぐ場としてエッジコンピューティング環境を位置付けている
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また、工場全体の管理では、生産現場のデータを収集・

分析してITシステムに引き渡したり、分析結果を生産現場

にフィードバックするため、基本ソフトウエアを、高性能な

産業用PC（IPC：Industrial PC）上で稼働させることを想定

ている。アプリケーション開発を担う中小のサードパーティ

企業の参加を促すエコシステムの構築も考慮している。

データモデルの概念と活用イメージ

従来、三菱電機の
主力製品はPLC
だったが、数年前か
らはC言語でプログ
ラムを作成可能な
「C言語コントロー
ラ」をラインアップに
加えていた。

三菱電機が2016年9月に発売した、
エッジコンピューティング支援機能を備える

「C言語コントローラ」
他社のＩＰＣにも対
応可能である。
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１０．PALTEKがIIoTｿﾘｭｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞを販売
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/

　システムソリューション・サプライヤ「PALTEK(ﾊﾟﾙﾃｯｸ）がp13

IoTプラットフォーム「UPR Scalenics（ｽｹｰﾙﾆｸｽ）」と、

仮想移動体通信事業者（Mobile Virtual Network Operatorp14

, MVNO）の「SORACOM Air for セルラー」のSIMカード

（Air SIM）、および中国Robustel社（PALTEKが日本総代p17

理店）のＩｏＴゲートウエイを連携統合したグローバル展開

を目指し、ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙＩｏＴｿﾘｭｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞを販売する。p20

p23

p25

 UPR　Scalenicsは、IoT/M2Mサービスに必要なデバイス

管理・認証・データ蓄積ストレージ基盤・メッセージ配信を

ＩｏＴアプリケーションプラットフォームとして提供する。

SIMカード 

Air SIM 
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業界標準に基いて設計されたｵｰﾌﾟﾝAPIにより、迅速かつ

統一された手順でデバイスをクラウドに統合できる。
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１１．横河電機がMicrosoftとＰＡ分野のＩＩｏＴに針路

　製造業の生産現場のスマート化は、鉄鋼・化学などのプ

ロセス産業では、以前から進められてきた。このﾌﾟﾛｾｽ･ｵ

ｰﾄﾒｰｼｮﾝ（PA）の計測分野で、その発展に貢献した横河p13

電機が、ＩｏＴのプラットフォーマーの座を狙っている。

p14

p17

p20

p23

p25

　産業用IoT（IIoT）ｱｰｷﾃｸﾁｭｱ開発の目的は、「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞ

ﾙの変革」や「事業領域の拡大」であり、収益源を、制御機

器の開発・製造販売から、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞやｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞとい

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/415101/042200415/?i_cid=nbpitp_siad
_try160301under&act03

横河電機がMicrosoft社などと共同で開発を進めるＩＩｏＴの概要
（出所：横河電機）
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ったサービスに、シフトすることである。

　一方で、この収益源シフトのリスクは、ＩＴ業界のノウハウ

不足であり、世界をリードするシリコンバレーのMicrosoft

（AzureなどのＩＴｲﾝﾌﾗ）、FogHorm（EdgeComputing)、Bayｰ

shore（security）、Telit（無線通信技術）の４社とのコラボ

に期待する。

  FA（Factory Automation)と、PA（Process Automation)では、ＩｏＴ

ユーザーのデータ処理仕様に、「時間軸」と「規模」に、次

のような大きな違いがある。

結果表示

要求仕様 FA ＰＡ

設備停止 生産停止

リアルタイム 統計分析結果

規模

ｺﾝﾄﾛｰﾗ ＜数十台 数十台～20万台

ｾﾝｻｰ ＜10xｺﾝﾄﾛｰﾗ 10～100xｺﾝﾄﾛｰﾗ

事故損失

時間軸
制御周期 ＜秒(sec) 分(min）＜
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１２．日立ソリューションッズが工場現場のIoT実現

　「カメラ」「活動量計」「ビーコン」---新三種の神器でＩｏＴ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/17/030700035/030700001/

p13

p14

化学メーカーのダイセルの自動車用エアバッグを膨ら

ませる装置「インフレーター」の現場には、天井や設備p17

など全域に、４種類のカメラが３４台設置されている。

①．行動カメラ 作業者の関節位置の変化を監視p20

②．全方位カメラ 人の出入りや動きを監視

③．パンカメラ p23

④．設備カメラ 生産設備の稼働状況を監視

p25

行動カメラを使って作業員の動きを分析する仕組み
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作業者の動きをデータ化し、標準作業手順を最適化

全方位カメラを使った動線分析の一例

設備カメラを使って生産設備の異常も検知
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パンカメラを使って供給された部品の品番をチェック
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