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会社概要と講師略歴

会社概要

会社名 株式会社 FAプロダクツ（英文名：FA Products Inc.）

代表者
代表取締役会長 天野 眞也
代表取締役社長 貴田 義和

事業内容

◼ Smart Energy実現における総合支援
再生エネルギー発電物件紹介・販売
再生エネルギー発電要素部品の販売
省エネソリューション開発

社員数 40名（2019年9月現在）

資本金 8,750万円（2019年7月末現在）

ビジョン

講師略歴 株式会社FAプロダクツ Smart Factory事業部長 谷口 真一

1998年3月 立教大学経済学部 卒業
1998年4月 株式会社キーエンス 入社、コンサルティング営業に従事

営業所責任者、事業部付標準装置メーカー攻略チーム

生産技術、製造技術の現場提案を通じ、業種横断での知見を深める

2011年8月 株式会社FAプロダクツ 創業と同時に参画

IoT、スマートファクトリー、ロボット化プロジェクトに多数参画、Smart Factory事業部長と
して多くの実務に携わりながら、セミナー・講演など啓蒙活動にも精力的に取り組む。

◼ Smart Factory実現における総合支援
SmartFactory化トータルプロデュース
設備稼働監視・故障予知パッケージ販売
生産シミュレーター導入活用サービス



工場の「JIRITSU（自律/自立）化」をプロデュース

FAプロダクツのビジョン：「コネクテッド・インダストリーズを世界へ」

顧客・工場データの活用 Team Cross FA連携企画・プロデュース

（どうやって）コネクテッドインダストリーズを工場領域を軸に実現

（なにを）

コネク
テッド

ソリュー
ション

(どこに)

日本・
アジア
の工場

自律ラインの構築
自立（競争力・価値向上）

工場の自律化と自立化を進める
ソリューションの提供

再生エネルギーの直接・間接提供
省エネソリューションの提供

役員・幹部
工場長

顧客データ

工場データ

生技・生管

設備管理

保全

総務・経理

再生エネルギー比率向上
エネルギー効率のアップ
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全体最適視点でSmart Factory化をトータルプロデュース

SmartFactory化トータルプロデュース

Copyright 2019 FA Products Inc. 5

SmartFactory構想

自動化・ロボット化構想

工場内シミュレーション（現状分析）

物流・作業分析

最適生産ができるSmart工場のグランドデザインの作成
Smart工場の目的を明確化しそれに必要な機能とそれを実現する為のツー
ルの選定やスケジュールを作成し、Smart工場の構想を設計する。

自動化・ロボット化可能な工程を検討し、構想提案を作成
各工程毎に作業分析をおこない、自動化やロボット化の可否や導入コストを
検討し、導入効果があるのであれば簡易自動化構想作成。

生産順、中間在庫、工程タクト、最適人員のモデルを作成
現状の工場内を分析をして、シミュレーションモデルを作成し最適化の分析。

入荷から出荷までの部品・製品の導線や作業分析
各工程毎に作業分析・導線分析を実施し、最新の物流管理手法の検討や
自動倉庫・AGV（無人搬送）・DPS（デジタルピッキング・物流ロボットを検
討する。

通信

通信

社内サーバー/クラウド
共に対応

状態を常時監視

自動化・作業・工場内シミュレーション（最適Sim）

現状分析から新工場・ラインのデジタル設計・シミュレーション
まずはデジタルで設計・シミュレーションを行うことで、実製作のミス等による手
戻りをなくす。

リアル実装・データ収集

シミュレーションによる最適結果をリアル実装
自動化・ロボット化・データ収集・WMS（物流システム）を現場に実装、立
ち上げを行い、実装後もシミュレーションとのPDCAを実施。



Smart Factory化のスモールスタートを支援する現場視点のパッケージ

主要パッケージ製品（IoT導入・活用支援ツール）

生産シミュレーション予知保全パッケージ

FFT変換により周波数を分析、
機械学習で故障予知

遺伝的アルゴリズムを用いて
最適生産計画を算出

稼働監視パッケージ

ローコストに既存設備の稼動監
視・帳票レスを実現

モータ カップリング ギア

負荷

軸受け

振
動

レ
ベ

ル

周波数

信号横取りセンサ

配線工事無しで稼働信号や
生産完了信号を横取り

劣化兆候

故障

機械
学習
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Plant Simulation事例①



Plant Simulation事例②



製造業での活用に特化 超々高速クラウド型データベースパッケージ「FA Cloud」

主要パッケージ製品（製造業向IoTプラットフォーム）

既存設備のデータをクラウドで簡単に見える化
携帯回線もセットにしてパッケージとして提供



社会的に（特に製造業で）「エネルギー消費のスマート化」が求められている

FAプロダクツが「スマートエネルギー事業」にも注力している背景

産業部門≒製造業で
日本国内の全電力の約4割を消費

出典：経済産業省

製造業

ESG投資評価、割賦金負担低減面でも再エネ導入は喫緊の課題

産業別電力消費量比率
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再生可能エネルギーと省エネを最適化し、エネルギー面でも工場をスマート化

製造業で再生可能エネルギーの活用は喫緊の課題

自家消費用発電・蓄電システムの提供

再生エネルギー発電所の斡旋、販売

工場全体の省エネ提案

太陽光発電用機器の提案・販売

Copyright 2019 FA Products Inc. 11
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業界初！コンセプト・工程設計から実装・保守まで提供できる「ファクトリービルダー」

Team Cross FA発足

Copyright 2019 FA Products Inc.



TEAM CROSS FAが提供するソリューション領域

Smart CockpitReal Factory

Smart Energy

Digital Factory
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幹事会社5社を核に大手パートナーや公的機関と連携

Team Cross FA全体像

Copyright 2019 FA Products Inc.
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幹事会社は全体最適された工場から物流システムを得意とするスペシャリスト集団

Team Cross FA幹事会社

Copyright 2019 FA Products Inc.

（株）FAプロダクツ
業界屈指の生産シミュレーション技術を
持ち、パッケージ企画・プロモーション・プ
ロデュースを担うプロフェッショナル集団

ロボコム（株）
日本唯一の自動化・ロボット化構想設
計専門企業

オフィス エフエイ・コムグループ
世界屈指の、制御技術とＩＴ技術を
兼ね備えたFA・ロボットシステムインテグ
レーター、WMSの開発提供や３PL事
業も行う

日本サポートシステム（株）
設計から加工、製作までをワンストップ
かつ短納期で実現する、FA・ロボットシ
ステムインテグレーター

ロボコム・アンド・エフエイコム（株）
日本の生産技術を世界に展開、金属
加工やロボットシステムパッケージの量産
も担うコントロールセンター

企画・プロデュース 開発・エンジニアリング

構想設計 海外・量産 加工・組み立て



Team Cross FA 公式パートナー様
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Team Cross FAの特長①分野毎のベンダーが集結し、業界屈指の経験と実績

18

自動車 化学 素材

食品・薬品 電機・電子 デバイス

プロセス 加工 組立

検査 梱包 物流

様々な

業種・工程
の実践事例

分析 課題抽出 提案

企画 推進 実行

全体最適の

提案・実行

ロボット・AGV 画像処理 測定器

アクチュエータ 制御機器 素材

シミュレーション CAD・CAM AI・BI

クラウド データベース 解析アプリ

最新

機器・ツール
の導入事例

Smart Factory構築に必要な業界屈指の経験と実績を保持



Team Cross FAの特長②メーカーの色がないマルチベンダー集団
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特定メーカーに依存せず、最適な組み合わせでSmart Factory化を実現

ロボット
ソフトウェア

クラウド/オンプレ

ERP
MES
AI
BI

・・・etc.

専用機
制御機器
AGV
センサ
アクチュエータ

Smart Factory



Team Cross FAの特長③一気通貫でSmart Factoryを構築

20

一般的なSmart Factoryプロジェクトの体制

依頼主

ITベンダーコンサル

専用機メーカー
機器メーカー

設備ベンダーA

設備ベンダーB

依頼主

相談先
=Team Cross FA

コンサル/ITベンダー/専用機メーカー/設備ベンダー

理想的なSmart Factoryプロジェクトの体制

一気通貫ステップにより複数企業に相談



21

Smart Factory Conductor LABO（スマラボ）

ロボット+IoTの体験型展示場「スマラボ」を共同運営

Copyright 2019 FA Products Inc.

2018年5月16日開所
400社3000名様以上が来場

「スマラボ」で検索



「日本ロボット工業会」をはじめ、各種団体とも連携し、業界活性化に尽力

関連省庁・団体とも緊密に連携してものづくりを支援

他多くの公的機関、団体、企業と連携

栃木県山形県 福島県 茨城県 東京都

Copyright 2019 FA Products Inc. 23
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データが常時収集、解析され自律的制御を実現した最適化された工場

そもそもスマートファクトリーとは？

生産ロスゼロ

不良品ゼロ

納期遅延ゼロ

事故ゼロ

生産ライン停止ゼロ

加工機 組立機 検査機

生産情報、加工情報

パラメータ変更
保全時期通知

生産情報

自動段取

検査情報

前工程への
フィードバック

AI

最適化により実現できること
本社での統合管理

QCDS＋「止まらない生産」
を実現した「5ZERO」を実現



理想はわかった、でも成功事例が少ないのはなぜ？

スマートファクトリー化が進まない理由
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進まない理由（業界・企業規模共通）

Copyright 2019 FA Products Inc.

①費用対効果の算出が困難

自動化に比べ、IoT化しただけだと効果の金額
換算ができず、費用対効果の算出ができない

②最適な投資金額がわからない

要件定義が難しく、見積もりがバラバラで最適な
投資金額がわからない

③プロジェクト遂行人材の不足

現場の知見とITの知見の両方が必要だが、その
様な人材がいない

④現場の反対

今までのやり方を変えたくない現場が反対して協
力してくれない

担当 現場の知見 ITの知見

生産技術 ○ ×

情シス × ○

ベンダー △ △
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導入ニーズは高いが、適切な相談先が存在しない

進まない理由（中小企業・社内エンジニアが在籍しない企業）

Copyright 2019 FA Products Inc.

スマートファクトリー化
したいユーザー

スマートファクトリー化やIoT導入を
進めたいのですがどうすればいいですか？

疲弊している現場

ソフト
メーカー

電気工事
会社

専門商社 専門装置
メーカー

どこからも満足のいく回答がもらえない、自社では仕様書をかけない⇒相談先がない

弊社では直接提案ができないので、
機器メーカーに確認しますね

機器
メーカー

システム
ベンダー

弊社では機器の提案だけなので、
システムベンダーを紹介しますね

データを集めて頂ければ
提案しますよ



では、どうすればスマートファクトリー化がすすむのだろうか？

進まない理由



スモールスタートが切りやすい管理項目からまずはスタートを切る

鍵はスモールスタート

スマートファクトリー事業ブランド：Smart Factory Conductor

クイック
ウィン

拡張

Smart
Factory

スモール
スタート



管理項目により「難易度」「効果の出しやすさ」が大きく異なる

スモールスタートが切りやすい管理項目とは

製造現場での主な管理項目

生産・稼働管理

品質管理

在庫管理

保守管理

目的：生産数、稼働時間、稼働状況など生産状況の監視と最適化
手法：稼動監視データを取得し、生産工程を改善
特長：データ取得がしやすく、効果も出しやすい

目的：生産条件、検査データなどから不良品が出ないように最適化
手法：関連データを明らかにして、取得、解析
特長：必要データが不明瞭で、データ解析ノウハウも必要

目的：受注数、生産数、中間在庫数の管理と最適化
手法：リアルタイムの各データ管理、フィードバック
特長：受発注、物流、生産体制など仕組みから変える必要がある

目的：「止めずに」「最低限の時間とコスト」になるよう保守を最適化
手法：保守タイミングや経験則を数値化して管理
特長：データが取れたり、予兆が数値化できれば管理しやすい



「安い」「早い」「簡単」に導入できるツールでスモールスタート！

ではスマートファクトリー化の第一ステップ「IoT化」はどのように進めるのがよいか？

早い

簡単（運用）安い

簡単（拡張）

既存設備を改造せず早くはじめられる

初期投資がコンパクトで低コスト 生産現場の作業負担が増えない

導入後自社運用ができ、拡張も簡単
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*OEE : Overall Equipment Effectiveness（設備総合効率）

稼働監視

スターターBOX

ベーシック

詳細構成

標準価格 198,000円
※2台目以降はBOX無しとなります。

※センサ3つで生産カウント、運転/停止、異常停止と停止要因を分析可能

標準価格 500,000円

※複数PLCの統合監視（生産進捗・OEE）と自動帳票化

稼働監視パッケージラインアップ

稼働監視に活用できるパッケージをご紹介させていただきます

■円グラフ

■パレート図



MQTT、OPC UA、MySQL、
FTP（CSVファイル）など

稼働監視ベーシックパッケージを導入した場合

稼働監視パッケージ導入事例

総合設備効率（OEE）演算
生産進捗表示
設備集中監視
データプロトコル変換

稼働監視ベーシック
パッケージ 事務系Ethernet

HUB

HUB

HMI機能付き
IoT Server

Excel
for OPC-Client

自動帳票化

現場系
Ethernet

＊Excel for OPC-Clientを稼働させる
PCは、パッケージに含まれません。

＊

システム構成例

加工機

組立機

検査機

稼働監視
スターターBOX



MQTT、OPC UA、MySQL、
FTP（CSVファイル）など

稼働監視ベーシックパッケージを導入した場合

稼働監視パッケージ導入事例

総合設備効率（OEE）演算
生産進捗表示
設備集中監視
データプロトコル変換

稼働監視ベーシック
パッケージ 事務系Ethernet

HUB

HUB

HMI機能付き
IoT Server

Excel
for OPC-Client

自動帳票化

現場系
Ethernet

＊Excel for OPC-Clientを稼働させる
PCは、パッケージに含まれません。

＊

システム構成例

PLC等があれば直接通信で、
稼働状況、エラー状態などを取得

通信機能が無い装置からは、
信号横取りセンサなどで稼働状態、

生産数を取得

加工機

組立機

停止要因はHMI（タッチパネル）で、
作業者がタッチするだけで選択＆記録

検査機
PLC、バーコードリーダー、
温度調節器など通信機能
を持つ300機種以上の機
器とダイレクトに通信可能



信号横取りセンサの活用で、古い設備の稼働状況も改造なしで対応

稼働監視パッケージ導入事例



ガントチャートによる設備運転状態や、設備総合効率（OEE）を表示

稼働監視パッケージ導入事例

設備運転状態をガントチャートで表示，
異常発生の状況を視覚的に確認

時系列データもCSV方式
で外部出力可能



エクセルによる自動帳票化や停止要因のタッチパネル入力も実現

稼働監視パッケージ導入事例

進捗画面 ロス詳細画面

停止要因入力画面

編集ソフトはライセンスフリー、標準的画面は
インストールしてお届け、導入後も
汎用タッチパネル同様に自由に編集が可能

自動帳票

OEE

表示した内容は、既存の日報・
帳票のフォーマットを活用して、
任意のセルに任意のタイミング
でエクセルに自動取込



稼働監視ベーシックパッケージを導入した結果

稼働監視パッケージ導入事例

１．装置の稼働状況が分かる

２．装置が停止している要因が分かる

改善ポイントが掴める

３．帳票の自動化ができる



改善ポイントがつかめた効果は ・ ・ ・

稼働監視パッケージ導入事例



食品工場で稼働監視ベーシックパッケージを導入した効果（例）

稼働監視パッケージ導入事例

製品Ａ→Cの段取り換えでロスが大きいことが判明

段取り方法を詳しく確認したら、改善ポイントがわかった

専用冶具を作る事で、段取り時間を大幅短縮

効果
■ 金額換算：200万円/月
■ 包装工程の段取り時間10％削減
■ 包装工程の生産数20%アップ
■ 自動帳票化により、20時間/月の工数削減

ここはアナログで
調査、改善が必要
ここはアナログで

調査、改善が必要

他にも
・オペレータの意識改善につながった
・改善したいポイントなど現場からも意見が多く出るようになった
・優先順位をつけて今後の拡張、展開が出来ることがわかった

費用対効果が明確に！
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トラブルや故障は、生産や品質に影響を与える

生産性や品質確保は装置・設備の安定稼働で決まる

プロセスライン

装置・設備

製品

装置・設備の安定稼働には「保全」が必要不可欠！！

プロセスラインや装置・設備は複雑化しており、生産設備のトラブルや故障が生産や品質に
与える影響は、従来よりも比較にならないほど大きくなっています。

装置・設備の安定稼働が必要不可欠

安定稼働を維持する「保全」が重要



これまでの設備故障に対する取り組み

設備停止時間の最小化は、昔から大きな課題！さまざまな保全方式

保全方式

事後保全 予防保全

時間基準
予防保全(計画保全)

状態基準
予防保全(予知保全)

・機器が故障してからメンテする
・故障するまで使用するため、
費用負担が少ない
・設備としては完全に停止してしまう

・機器が故障する前に計
画を立ててメンテする

・故障停止を防げる可能
性は高い

・機器の状態を見てメンテする
・故障停止を防ぐ可能性が極
めて高い
・適正な保守ができる

計画事後保全 緊急事後保全

豊田利夫（1992）『予知保全[CBM]の進め方」』日本プラントメンテナンス協会



これまでの設備故障に対する取り組み

保全方式の適材適所とメリット・デメリット

機器の劣化形態 劣化イメージ 事後保全 計画保全 予知保全

故障率増加型
(故障率が時間
と共に増加)

× ○ △

故障率一定型
(故障率が時間
に無関係に一定)

△ × ○

故障率減少型
(故障率が時間
と共に減少)

× × ○

故障まで費
用負担なし

費用・保全
計画が立て
やすい

適正な保守・費用
を立てやすく、安
全を確保できる

突然の故障
発生する可
能性有り

過剰保守の
可能性有り

予兆が掴めるか
が分からない

故
障
率

時間

故
障
率

時間

故
障
率

時間

メリット

デメリット
装置・設備の安定稼働には
「予知保全」が最適！

豊田利夫（1992）『予知保全[CBM]の進め方」』日本プラントメンテナンス協会

×：適していない、△：適している、○：最も適している



これまでの設備故障に対する取り組み

そもそも予知保全って？ ― 昔から現在に伝わる確かな技術

英国標準では、予知保全方式を次のように定義しています。

「モニターされたパラメータの変化として検出される機械内部の主要な劣化に対して実施される予防保全」

(Maintenance carried out in response to a sinificant deterioration in machine as machine as indicated by a change in a monitored parameter of the 

machine condition)

科学的な観測結果(事実)に基づき保全を行う！
豊田利夫（1992）『予知保全[CBM]の進め方」』日本プラントメンテナンス協会

１．定期的に状態観測(診断)を実施し、その結果に基づいて保全の必要性や
時期を決める

２.定期的に実施されるのは状態観測(診断)であり、保全は診断結果が
その必要性を示したときに随時行われる

３．定期的な状態観測により劣化が生じていないと判断された設備は、
運転がそのまま継続される

４．設備を統計対象としない。すなわち、設備を個々に観測して決定論的に
その信頼性を判断する

予知保全の主な考え方



これまでの設備故障に対する取り組み

どのような診断技術が実用的か？― 従来行われてきたのは振動法

豊田利夫（1992）『予知保全[CBM]の進め方」』日本プラントメンテナンス協会

振動法 油分析法 その他

ころがり軸受け 50 10 9

すべり軸受 12 9 9

歯車 44 9 9

軸継ぎ手 20 ー 3

軸ロータ 32 ー 3

圧縮駆動系 11 ー 7

ポンプ・ファン・
コンプレッサー

20 ー 6

その他 6 8 18

合計 195 36 64

多くの機器で使用しやすいのが「振動計測」での予知保全！

鉄鋼業で実用中の設備診断技術 （件数）



今までの振動計測からのアプローチ方法

振動波形を見て振幅で確認 振動波形をFFT解析し周波数成分で確認

・外乱振動と対象機器の区別がつかない
・正常時と異常時の判断が困難
・正常時と異常時を数値化できない
⇒最大振幅だけでは判断できない

これまでの設備故障に対する取り組み

・正常時と異常時の重ね合わせで判断
・正常時と異常時を数値化できない
⇒人の目によるところが大きい
⇒FFT解析だけでは判断できない

人の判断に寄るところが大きく、「予知保全」が進まない！



これからの設備故障に対する取り組み

AIを利用した予知保全

人工知能

機械学習

深層学習

教師あり学習

教師なし学習

強化学習

特化型人工知能

汎用人工知能

Artificial Intelligenceの略です。総合的な概念と技術であり、定義なし
特化型と汎用人工知能の二種類ある

AIを支える手法のひとつ

機械学習は、大量のデータから規則性や関連性を見つけ出し、
判断や予測を行う

問題となるデータと問題の正解データをセットで
与える学習方法

正解データを必要としない学習方法

与えられた問題に対してAIが試行錯誤を
することにより、問題を解決する行動を学習

個別の領域に特化して能力を発揮
人間以上の能力を持つものもある。
（コンピュータ将棋、チェス、自動運転など）

異なる領域で多様な複雑な問題を解決
汎用人工知能は、人工知能（AI）自身による
自己理解、自律的自己制御が出来るもので
人間が設計した時の想定をも超える働きを
期待することが出来るもの。

より深層まで学習を繰り返すことで機械学習の
精度を高め、複雑な判断ができるが、特徴の
認識がずれた場合、思いもよらぬ方向に学習
することがある



AIを利用した予知保全

一般的なAI活用のステップ

製造現場で「異常データ=設備故障時」のデータを
集めることは困難なため、「教師あり学習」と呼ばれる
AI手法には、なかなか踏み出せない

導入までに非常に時間が掛かり
多額な費用も発生する

・AIでの予知保全では、
数千万円のコストがかかる

・異常と正常のデータが必要

・データ採取に時間が掛かる

AIを利用した製品の一例

これからの設備故障に対する取り組み



もっと簡単に予知保全する方法はないか？

これからの設備故障に対する取り組み
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振動予知保全システム Siluro の御紹介



◼ 振動検知の取りこぼしが少ないセンサ

⚫ ６軸センサ（加速度：３軸、ジャイロ：３軸）

を採用することで振動検知の取りこぼしが減少

◼ お客様が判断できるシンプル画面

⚫ センサが検知した生波形をFFT処理した波形を観測

するだけで判断ができる

◼ 直ぐにスタート

⚫ 正常状態のデータを機械学習でモデリング作成

⚫ 「日々の状態」と「機械学習したモデリング」を比較し、
劣化指標としてレポート。

振動予知保全システムのコンセプト

設備の振動に特化した予知保全システム 正常状態から変化していたらメンテナンス



機械部品の予知保全には加速度とジャイロの両方で振動を捉えるのが有効

センサ種別 用途例 メリット デメリット 補足

振動
（加速度）

・エアバック
・カーナビゲーション
・予知保全

・安価
・設備全体の監視が可能

・加速度に現れない
兆候も多い

・適用用途が広い
・直線運動を検出するセンサ

（加わっている力を検出）

ジャイロ
（角速度）

・スマートフォン
・カーナビゲーション

・安価
・設備全体の監視が可能

・角速度に現れない
兆候も多い

・適用用途が広い
・回転運動を検出するセンサ

（１秒間に何回転したかを検出）
・位置情報などに使われている

振動（3軸）とジャイロ（3軸）＝合計6軸だからできること

直線運動の機構 回転運動の機構

振動センサの得意な動き

ジャイロセンサの得意な動き

直線運動方向の挙動を捉える

ガタが発生した時の挙動を捉える

上下、前後、左右方向の挙動を捉える

軸の摩耗、回転方向の挙動を捉える

aZ

aX

aY

gZ

gX

gY

6軸IMUセンサ
（Inertial Measurement Unit）



振動測定⇒FFT解析データ⇒機械学習

振動を測定する！ FFT解析し周波数成分を見る！

異常状態時の判断

機械学習を使用して判断させる！

FFT解析データを活用した機械学習

・正常時と異常時の重ね合わせで判断
・正常時と異常時を数値化できない
⇒人の目によるところが大きい
⇒FFT解析だけでは判断できない



FFT解析データを活用した機械学習

現状の運転状況を正常とし、劣化を見ていく

振動測定しFFT解析データを機械学習

機械学習と劣化指標のイメージ

閾値

劣化値として
数値化

NG

モデル

学習データ
(現状の振動データを正常する)

劣化指標

品質工学に基づき、正常時のデータは集合体を
持ち、異常時のデータは集合体を持たない傾向
を利用し劣化兆候を監視する

20～30個のデータで作成
(次元圧縮アルゴリズムの採用)



正常時だけで、判断していくから早くスタートできる

一般的なAI活用のステップ

振動予知保全システム「Siluro」の機械学習のステップ

製造現場で「異常データ=設備故障時」のデータを
集めることは困難なため、「教師あり学習」と呼ばれる
AI手法には、なかなか踏み出せない

導入までに非常に時間が掛かり
多額な費用も発生する

FFT解析データを活用した機械学習

正常状態のデータだけで運用可能！
現場に短期間で導入可能

スマートフォンの指紋認証登録と考え方は同じ
（同じ指を何度かスキャンして、学習データを作成）

現状の運用状態で振動測定を行い、
最低20～30個のFFT解析データを基準とする



FFT解析データから対象機器の特徴を掴んで、「劣化指標」を作る

FFT解析データを活用した機械学習

以上の設定を行い、学習を実施。
この学習データと日々の計測データを
比較し劣化指標を算出します。

・対象設備は多様なため、劣化指標は 「総合指標」「２つのジャイロ指標」「 ２つの加速度指標」で表現。

・Siluroの機械学習では、正常時の各周波数帯域の振動をバラツキも含めて学習。

MT(総合指標)

MT(総合指標)

台座の共振

ジャイロ

加速度

同じ周波数でピーク

FFT解析データの学習範囲の例(上：ジャイロ、下：加速度) 

【総合指標(MT)】
FFT解析したジャイロ・加速度の全周波数と
振動実効値、ベースライン割合を総合して
劣化指標を算出。

第1周波数帯 第2周波数帯

ジャイロ RT1G RT2G

加速度 RT1A RT2A

【ジャイロ指標・加速度指標】
「2つの加速度指標」、「2つのジャイロ指標」は、観察す
る周波数の領域を2つ選択し劣化指標を算出。

*左図の場合
・550～800Hzは台座の共振のため除外した
・210Hz付近に共通の強いピークがあるため区切りとした。
・低い周波数はノイズが乗りやすいので10Hz以上とした。

*強度が比較的低い箇所を選択するのがコツ



FAプロダクツが提供する「振動予知保全システムSiluro」

「劣化指標」を用いて、日々の予知保全

日々の振動測定における劣化指標の例

１．機械学習時と同条件での定期的な振動測定を行い、劣化指標で判断する。
２．対象設備は、同種であっても個々に振動測定し機械学習させる。
３.データの蓄積により、故障個所や故障原因が特定しやすくなる。

FAPの予知保全の主な考え

劣化指標

劣
化
値

第2周波数帯のジャイロ成分(RT2G)

第1周波数帯のジャイロ成分(RT1G)

第1周波数帯の加速度成分(RT1A)

第2周波数帯の加速度成分(RT2A)

総合指標(MT)

*必ずしも、すべての指標が高くなるわけでは
ありません



振動予知保全に必要な機器を、オールインワンパッケージで提供します。

パッケージ構成

パッケージ構成 数量 単位 内容

振動予知保全システムSiluro 1 式 1ライセンス

6軸IMUセンサ・ボード 1 式 IMUセンサ・ボード（6軸IMUセンサ＋IMUボード）

ケース＋USBケーブル 1 式 IMUセンサ・ボードを保護するケースです。
2mのUSB Type A-Cケーブルが接続された状態で出荷されます。
レジン埋めによる簡易防水加工は、オプション¥20,000です。

Siluro Box（BH3） 1 台 解析ソフトをインストール済みの産業用Raspberry Pi（BH3）
産業用64GB SDカード付き。最大4台のIMUセンサ・ボードを接続可能。

年間保守ライセンス 1 式 バージョンアップ、問合わせ対応等

納品時導入サポート 1 式 納品時に取り付け方法等サポート致します

注意事項 クライアントPC（汎用PC）は、
お客様にてご準備ください。

USB
Type A-C

ケーブル

IMUセンサ・ボード

振動予知保全システムSiluro

Siluro Box クライアントPC
機械
学習

分析
機能

IMUセンサ
IMUボード

解析ソフト
インストール済み

Ethernet
or

センサ寸法
50×100×18㎜（Bosch用)

*樹脂ボックス含む
Siluro Box寸法
115×115×34㎜



現場との協力体制が効果的な予知保全に繋がる

導入イメージ

ｃ

Ethernet
or

IMUセンサ・ボード

Wi‐Fiアクセスポイント

解析ソフトを
インストール済み

Siluro
Box

AC100-240V
DC 7.5V 3A

Wi-Fi接続

USB
Type A-C

ケーブル

*最大5mまで

対象機器

振動予知保全システムSiluroの導入イメージ

LAN接続

ｃ

・クライアントPC
⇒Siluro Boxへの接続は、

Google Chromもしくは
Internet Exploreからである
ため、どちらかが使用でき、
LANポート付きでネットワークに
繋げることができるPC。

・ネットワーク環境
⇒無線の場合は、Wifi環境が必
要です。

⇒有線の場合LANケーブルにて、
接続する必要があります。

・電源
⇒Siluro BoxはAC100Vを必
要とするため、コンセントが必要です

お客様での準備

⇒劣化兆候を見るには、どうしても
長期間、見ていく必要があります。
便利機能をうまく利用して継続的に
測定していく必要があります。

・やる気！



◼ 外部イベント・トリガ機能

⚫ 外部イベントに同期して振動の計測を開始
する機能を利用できます。
➔ 装置の稼働状態に連動できます。

◼ インターバル測定

⚫ 一定周期での計測が可能です。
➔ 定期観測に有効です。

◼ タイマ測定

⚫ 曜日・時刻指定しての計測が可能です。
➔ 日常監視に有効です。

◼ アラート機能

⚫ 劣化指標を超えた場合、アラート出力・メー
ル発報が可能です。
➔ 予知保全の運用を容易化します。

便利機能の紹介

外部イベント・トリガ

計測指令

観測指令

*ケーブル及び端子台が別途必要となります

*アラート出力にはケーブル及び端子台が別途必要となります。
*メール発報にはネットワーク環境と接続が必要です

Siluro
Box

Siluro
Box

Siluro
Box



運用方法

Step1 設置
観測対象にIMUセンサ・ボードを取り付け。
磁石 or ネジ止め or 接着など。

Step2 分析
観測対象から、加速度とジャイロの振動波形を観測。FFT波形を表示。
正常時のピーク波形を除外し、監視対象周波数帯を2ポイントまで選択。

Step3 学習
観測対象の振動データを20～30個収集。
振動波形を機械学習し、正常状態をモデリング、閾値を設定。

Step4 監視
実運用の振動波形を観測（1回／日など）。
正常状態との差分を、劣化指標として表示。必要に応じて閾値を調整。

Step5 異常
劣化指標の閾値超えを検知。
近々のメンテナンス計画を設定。

かんたん !! シンプル !! な運用



「Siluro Basic」
監視対象：1台～ ¥1,300,000～

振動予知保全の導入ステップ

予知保全パッケージラインナップ

「Siluro Server」
監視対象：20台～ ¥7,500,000～

センサ x 1、SiluroBox x 1
(分析ソフトウェア、Webアプリ含む）

最大4つまでセンサ
接続可能

センサ x 20、中継器 x 20、サーバー x 1
(分析ソフトウェア、他含む）

追加センサ：
¥170,000/個

（＊1）

（＊1）

（＊1）

（＊1）

遠隔・集中管理

「Siluro Piccolo」
¥198,000

センサ x 1、タブレットPC x 1
（Excel+VBAのグラフ表示機能含む）

観測ポイント、設備振動の
傾向が把握出来る聴診器

色んな設備の様々な場所にセンサ
取付け観測

➢対象品の振動データを生波形、FFT波形で
取り付けて、振動を計測できます

➢加速度とジャイロの振動波形を生波形、
FFT波形でタブレットに表示できます

➢FFT処理したcsvファイルを生成します

➢NGデータ不要な機械学習でモデルを作成
日々の状態と比較し劣化指標としてレポート

➢閾値を超えた場合、指定した方法でアラート
発報できます

➢Webアプリで状況確認するので遠隔地でも
確認できます

➢監視対象品の計測データ、劣化指標を
まとめてPCサーバでモニタリングできます

➢PCサーバでストレージのミラーリング等で
データ保護・冗長化できます

➢予知保全できます

遠隔監視

聴診器



事例紹介

では、具体的な予知保全事例をご紹介します



◼ 振動の特徴が最もよく出る取り付け位置を検討

⚫ 両面テープで聴診器的に測定する場合は、取り付けやすい位置。

⚫ 冶具で固定し常時測定する場合は、固定しやすい位置。

⚫ 実際に測定して、試行錯誤が必要。

事例：ドライポンプ（1/4）

効果
✓ 修繕費の最適化による削減
✓ 突発故障による生産影響、品質影響の回避



事例：ドライポンプ（2/4）

学習データを作成後、1日２回程度の振動測定で予知保全を実施

基準値：閾値

異常の出現

故障

故障する3週間～1カ月前に異常を検知

劣
化

指
標

閾値超え



事例：ドライポンプ（3/4）

ジャイロで異常を検知。加速度では、異常を検知できなかった。

故障

基準値：閾値

劣
化

指
標

基準値：閾値

劣
化

指
標

故障
ジャイロ成分

加速度成分

故障する3週間～1カ月前に異常を検知



◼ 総合指標でも異常を検知

事例：ドライポンプ（4/4）

総合指標の利用も可能

故障

基準値：閾値劣
化

指
標

故障する2週間前ぐらいに異常を検知
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パッケージを活用し、最小限の投資でIoTをスタート、止まらない工場を実現！

スモールスタートできるところから初めて、スマートファクトリー化を推進

スマートファクトリー事業ブランド：Smart Factory Conductor

クイック
ウィン

拡張

Smart
Factory

スモール
スタート



はじめてキットのおみやげ付「予知保全セミナー」「稼働監視セミナー」を開催

本日ご紹介の事例を、さらに詳しく知りたい方へ

予知保全セミナー

稼働監視セミナー

いずれも半日の講習で、翌日から現場テストが可能に！
「予知保全 スモールスタートセミナー」で検索！

Siluro Piccolo



株式会社FAプロダクツ
https://fa-products.jp/

ご清聴ありがとうございました！

ロボット×IoTが体感できる展示場「スマラボ

http://smartfactorylabo.com/

コネクテッド・インダストリーズを世界へ
Connected Industries all over the world!

https://fa-products.jp/
http://smartfactorylabo.com/

