
はじめに

稼動管理システム

技術レポート 資料番号 D007

工場の各装置やラインごとに発生する生産情報をリアルタイムにデータ収集し、情報処理を行って現

場オペレータへ通知するシステムです。

当社は、多機種の装置からのデータ収集機能や多様な画面機能を標準モジュール化していますので、

お客様が標準モジュール群から自由に機能を選択していただくことで、各機能を結合し、独自のシス

テム構築を行うことが可能です。

特徴

「監視機能」や「多機種対応機能」を搭載した多機能型の稼働管理システムを構築することができます。

また、その他にも様々な機能を搭載することが可能です。

各機能のソフトウェアは標準モジュール化しているため、コストをおさえてご提供することができます。

稼動管理機能説明

装置やラインの生産進捗状況を収集し、

リアルタイムに表示します。

生産計画情報は、上位PCからダウンロードまたは

手入力を行うことができます。

不良品の発生数や検査結果などの品質関連データを

収集し、リアルタイムに表示します。

ロット／装置／ライン／工場の単位で集計表示が

できます。

装置稼働時間／非稼働時間を収集し、稼働率や

歩留り率を表示します。

生産装置ごとのタクトタイムを計算して表示します。

装置稼働時間と生産量から原価計算を行い

原価表示を行います。

また、装置／ロット単位の原材料の使用量を表示します。

原材料及び生産品の在庫管理を行い、在庫情報を

表示します。

システム規模に応じ、ライン／工場の単位で

表示ができます。

各工場ごとの設備単位のデータを集中管理サーバーに

一括保管し、他の工場や本社からデータ解析を行う

ことで、生産効率の改善につなげることができます。

段階的にバージョンアップができるシステム形式となっており、導入時に次の４つのタイプから選択できます。

「Type-S」，「Type-M」，「Type-L」，「Type-LL」

生産進捗監視機能 品質管理監視機能

装置稼働率監視機能 実績原価管理機能

在庫管理監視機能 クラウドサービス機能



稼動管理端末 稼動管理端末 稼動管理サーバー

システム規模に対するラインナップ

Type-S 装置を対象とした稼動管理システム

バーコード

リーダー 稼動管理端末

（兼サーバー）

装置PLC

Ethernet

Type-M 生産ラインを対象とした稼働管理システム

稼動管理端末

バーコード

リーダー

稼動管理端末 稼動管理サーバー

Ethernet

装置１PLC 装置２PLC 装置３PLC

装置１台を対象とした稼働管理

システムです。

パソコン１台からのシステム

導入ができます。

生産ラインの複数装置を対象

とした稼動管理システムです。

Type-Sに加え、ラインごとの

実績原価管理及び在庫管理を

行うことが可能です。

Type-L 工場全体を対象とした稼働管理システム

バーコード

リーダー Ethernet

装置１PLC 装置２PLC 装置３PLC

工場の全ラインを対象とした

稼働管理システムです。

Type-Mに加え、工場ごとの

実績原価管理及び在庫管理を

行うことが可能です。

有線ネットワーク工事が困な

場合は、無線LANによる

システム構築もできます。

装置１PLC 装置２PLC 装置３PLC

Aライン

Bライン

Type-LL 複数の工場を対象とした稼働管理システム

Type-L（A工場）

Type-L（B工場）

本社

集中管理サーバー

社内イントラネットなどに

集中管理サーバーを設けて

各工場の情報を一括管理します。

タイプ別搭載機能

Type-S Type-M Type-L Type-LL

生産進捗監視機能 ○ ○ ○ ○

品質管理監視機能 ○ ○ ○ ○

装置稼働率監視機能 ○ ○ ○ ○

実績原価管理機能 ○ ○ ○

在庫管理監視機能 ○ ○ ○

クラウドサービス機能 ○

機能
システム規模

＋
機能

モジュール群

稼動管理端末

バーコード

リーダー

バーコード

リーダー



技術レポート№ 機能モジュール群 概要説明 機能例

PLC通信機能

グラフィック画面

トレンドグラフ画面

アラームモニタ画面

帳票出力（日報／月報／年報）

各種オプション機能

スマートフォン用画面機能

メール通報機能

操作ガイダンス機能

操作タイミング通知機能

異常復旧ガイダンス機能

バーコードリーダ通信

カードリーダ通信

ハンディターミナル

設置・ロケーション管理機能

購入品管理機能

在庫管理機能

保守点検管理機能

生産進捗監視機能

品質管理監視機能

装置稼働率監視機能

実績原価管理機能

在庫管理監視機能

クラウドサービス機能

レシピ管理機能

DB機能

現場指示機能

D008 MES対応技術
製造業の上位システムと下位の装置制御機能との中間
に位置するMESの導入のポイントと機能をまとめてい
ます。

工場の各装置やラインごとに発生する生産情報をリア
ルタイムにデータ収集し、情報処理を行って現場オペ
レーターへ通知するシステムです。

稼動管理システムD007

プラントにおける、現場機器･予備品管理などのメンテ
ナンスに使われている管理用のシステムで、管理レベ
ルに応じた見積対応が可能です。

設備・機器管理システムD004

製造現場のオペレーターの操作を支援するガイダンス
機能。異常復旧処理機能などの標準モジュールが多数
あります。

オペレータ操作支援システムC005

スマホなどのタブレットを適用し、現場オペレーター
の操作監視支援システムです。

モバイル監視システムC004

データ処理収集機能(データロガー)の各パーツ機能をモ
ジュール化し、パッケージとしてまとめた高性能廉価
のデータ収集システムです。

高機能型データ収集監視システム
「MASCOT」

C002

バーコードリーダー・WEBカメラなどのシステム現場
機器をネットワーク化して、製造現場の操業管理に対
応させたシステム例を多数記入しています。

多機種対応技術C009

機能の組み合わせ例

１

稼動管理システムに加え、現場の状態監視や帳票出力及び遠隔での現場監視が可能です。

複数の機能を搭載することで、少ない端末台数でシステム構築が可能となり、コスト削減に

つながります。

Point

パターン１：稼動管理＋データ収集監視＋モバイル監視を結合したシステム

生産進捗監視機能

品質管理監視機能

装置稼働率監視機能

稼動管理システム

＋

PLC通信機能

トレンドグラフ機能

帳票出力機能

MASCOT

スマートフォン機能

メール通報機能＋

モバイル監視システム

２ パターン２：稼動管理＋多機種対応機能＋MESを結合したシステム

MES機能をメインとし、稼働管理機能を付加したシステムです。

稼動管理機能は、MESサーバーもしくは現場端末のどのパソコンにでも導入できます。

Point

生産進捗監視機能

品質管理監視機能

装置稼働率監視機能

稼動管理システム

＋

バーコードリーダー

ラベルプリンター

パネルコンピューター

多機種対応機能

＋

MES

レシピ管理機能

DB機能

現場指示機能

結合可能な機能モジュール群

※「稼働管理システム」以外の各種機能につきましては、技術レポートをご参照ください。



稼動管理端末

システム構成例

お見積り

システム導入までの費用は、打合せ，設計，モジュールライセンス，ソフトウェアカスタマイズ，出荷デバッグ，

現地試運転調整，ドキュメントの合計です。

バーコード

リーダー
Ethernet

装置１PLC 装置２PLC 装置３PLC

装置１ I/Oユニット

（ワイヤレス子局）

Aライン

Bライン

親局

ワイヤレスゲートウェイ

装置２ I/Oユニット

（ワイヤレス子局）

装置３ I/Oユニット

（ワイヤレス子局）

Ethernet

上位PC

（ビジコンなど）
タブレット

無線LAN

ルーター

有線LAN設置が困難な場合は、

ワイヤレスによるI/O信号の収集が可

能です。

上位PCから生産計

画やレシピ情報を

ダウンロードする

ことができます。

既設PLCからのデータ収集も可能です。

（新規にPLC設置することもできます）

タブレットやスマートフォンを持ち歩いて、現場情

報を監視することができます。

※「Type-L」で、機能の組み合わせ例の「パターン1」を選択した場合の構成例です。

プリンター

稼動管理

サーバー
稼動管理端末

品質管理

お見積りをご希望の場合は、「こんなことがやりたい」，「このシステム更新したい」などのご要望をご連絡ください。

お客様からの要求仕様を実現可能なシステムとしてご提案させていただきます。

〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-6

第一中央ビル2階

TEL 093-512-6360 FAX 093-512-6325 URL www.ohnest.jp

・当社で設計・開発したシステムは、出荷前に必ず品質管理部による品質検査の徹底を行っています。

・品質管理部の検査に合格したシステムしか、出荷することが出来ない仕組みを実施しています。

お客様に安定した製品をお届けするため製品の出荷前に品質管理部による検査を行っています。

・品質管理部の検査は、開発後の製品検査だけでなく、設計段階の図書の品質についても同様に検査を行い

クオリティーの高いドキュメントを提出できるようにしています。

・医薬／製薬工場への納入案件受注時は、供給者監査（ベンダーオーディット）を受け、合格しています。

詳細については、資料番号A002 『品質管理手法』をご参照ください。

バーコード

リーダー
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