
オートメーションでモノづくりを革新し、
世界中の人々を豊かにする

事業ビジョン

　制御機器事業は、オムロンが歴史的に育んできたオートメーションを事業の
中心におき、モノづくりを革新することで、世界の製造業の生産性向上に貢献
してきました。そして現在、モノづくり現場のオートメーション化は、ますます
加速しています。独自のコンセプト「　　　　　　  」を掲げ、業界随一の幅広
い制御機器を軸に、技術とソリューションでお客様のモノづくり現場にイノ
ベーションを起こし、世界中の人々を豊かにする世界を目指します。

　モノづくり現場は、大きな変革期を迎えています。それは、「作るモノ・作り方」「作る場所」「作るヒト」といったニーズの
変化です。「作るモノ・作り方」では、CASE*1や5Gに代表される業界の変化に伴う製品の高度化、小型化、高品質化、そして
消費者ニーズの多様化による多品種少量生産などのモノづくりへの対応が急務です。「作る場所」では、米中貿易摩擦を
起因に、地産地消の流れが加速し、世界中に分散した生産現場における同一品質のモノづくりや、生産設備の急峻な立ち
上げが求められています。「作るヒト」では、人件費の高騰や少子高齢化から製造現場で働く人、特に熟練技能者の不足が
深刻です。このようなニーズの変化は、時代の流れと共に急速に拡大しています。
　一方、AI、IoT、ロボティクスに代表される技術革新、シーズの変化も加速しています。これらの技術の急速な変化は、
モノづくり現場におけるニーズの変化を解決するうえでの大きな追い風となります。

　2016年、モノづくり現場が直面する課題をイノベーションで解決するべく、IABの価値創造コンセプト「 」
を打ち出しました。 の「i」は、「innovation（革新）」。それは、製造現場の自動化を革新する「3つの“i”」の
イノベーションで構成されています。３つの“i”とは、「integrated（制御進化）」、「intelligent（知能化）」、「interactive

（ヒトと機械の協調）」です。これは、ニーズの変化とシーズの変化とオムロンの独自性を掛け合わせたものです。「制御進化」
とは、IABが所有する業界随一の幅広い制御機器とソフトウェアの“擦り合わせ”による超高速・超高精度な機械制御を

執行役員副社長
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー社長

宮永 裕

制御機器事業（IAB）

モノづくり現場に共通する課題

「　　　　　　　  」の誕生

*1 CASE：Connected（つながる車）、Autonomous（自動運転）、Shared（共有）、Electric（電動化）
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実現するものです。「知能化」は、製造現場のあらゆる制御機器をAI、IoT化することで機械自らが学習し、進化すること
で止まらないライン、不良品をつくらない高品質なモノづくりを、そして「ヒトと機械の協調」は、機械が自律的に動き、
ヒトと一緒に働くことで、ヒトと機械がそれぞれの持ち味を引き出し、相互に協力し合うという新たなモノづくり現場
の実現を目指すものです。

※ アイシン・エィ・ダブリュ社のスマート工場の
詳細記事は、こちらをご覧ください

　　　　　　    を“リアル”に実現、アイシン・エィ・ダブリュ社のスマート工場

　世界有数の自動車部品メーカー、アイシン・エィ・ 
ダブリュ株式会社の岡崎工場は、オムロンとの共創
で、まさに が実現されたスマート工場
です。電子制御ユニット（ECU）の組立てを行うため
の天井から吊り下げられたロボット、高度な基板検査
装置、部品を自動的に搬送するモバイルロボットと、
製造現場の革新がリアルに実現された姿がそこに
あります。

従来は10人がかりで行っていた、各装置への部品の設置と工程間
移動を完全自働化した天井吊り下げ型のロボット

Before After
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ntegrated
制御進化

nteractive
ヒトと機械の新しい協調

「現場と事務所の融合」
設備技術と

管理技術の融合

「官能検査」
人の感性の再現

ntelligent
知能化

「モバイルロボット」
コンベアレス生産

「機械化するセルライン」
ヒトとロボットとの協調

「知能化するセルライン」
データ収集、蓄積、分析

「設備のイベントゼロ」
予兆管理

「知能化機械」
学習、進化する機械

「匠の技」
高速、高精度加工
革新的機械制御
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“　　　　　　　”で、自動車業界の社会的課題を解決

　自動車業界では、自動運転車の開発が活況の中、その心臓部にあたる電子制御基
板の高精度かつ効率的な全数検査がますます切実な課題となってきました。なぜな
ら、安全な自動運転を担保する最も重要な生産工程が、高度な電子部品等が実装さ
れた電子制御基板の検査だからです。電子制御基板は、自動車のブレーキやエンジ
ンの制御という人命に関わる所にも使用されており、商品不良は一切許されないか
らです。この課題を解決したのが、オムロンの「Ｘ線検査装置」です。X線の技術を活
用し、ヒトの目に見えない基板実装の不具合を発見する画像検査装置です。オムロン
の独自性は、そのスピードと精度。立体画像を連続撮影しながら止めることなく、 
従来の2.3倍という圧倒的なスピードで検査することを可能にしました。

の誕生以来、数多くの革新的制御アプリケーションを増産
　オムロンは、20万種にも及ぶ幅広い制御機器を所有する業界随一の企業です。この圧倒的な商品群とソフトウェアを高
度に摺合わせ、極めてスムーズで、高精度かつ高速な制御を実現してきました。具体的には、製品の搬送時に発生する「揺れ」

「ずれ」「こぼれ」をソフトウェアで解決する制振制御技術や、高速に動く異なる機器の動きをピタリと合わせる高速同期制御
などです。ますます高まるモノづくり現場の課題を解決する革新的な制御アプリケーションの拡充に取り組んでいます。

integrated（制御進化）

　民生品に使われているごく小さい部品が車にも搭載されていく、という大変革の兆しを
我々は2007年に掴んでいました。 の制御技術によって量産に耐える検査
スピードをもち、3D-CT技術*2を搭載した自動検査装置を開発しました。これからも「車の安
心・安全を我々が創る」いう使命感をもって、高品質な検査装置を提供していきます。

企画担当：検査システム事業部　プロダクトマネージャー　藤田 有人

　X線検査装置の開発の歴史は、『お客様のためになるものを創る』ということに徹底的にこだ
わった、お客様との密着による共創の連続でした。性能を落とさずスピードを速め、品質やメンテ
ナンス性を格段に向上させた設計刷新で画期的なX線検査装置を誕生させました。

開発担当：検査システム事業部　開発部　七呂 真

　業界最高のX線検査装置をいち早く最適品質・コスト・納期で安定供給し、世の中の安全・安心
づくりに貢献したい。その想いで商品企画段階から生産・開発・企画が一体となり、急速な受注増
にも対応できるモノづくり体制を実現することができました。重要な検査工程を担う責任と誇り
を持ち、さらなる社会的課題の解決、顧客価値創造に向け邁進していきます。

生産担当：綾部工場　藤原 秀介

【社員コメント】

　　　　　　　  の進化

X線検査装置で撮影した電子制
御基板の立体検査画像

X線検査装置

*2  3D-CT技術：X線を用いて、ヒトの目に見えない構造物内部の連続的な断面の画像を撮影し、コンピューター処理することで、3次元の立体的
な画像を得る技術。医療機関などで利用されているCTスキャンに同様の技術が使われている。
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3つの“i”を強化する2018年度の取り組み
台湾・協調ロボットメーカー

「テックマン・ロボット社」と提携（2018年5月）
　「テックマン・ロボット社」は、製造現場において、人と一緒に作業できるアーム型
協調ロボットの世界的なリーディングカンパニーです。同社とオムロンは、成長著し
い協調ロボット分野において、戦略的提携を締結しました。人と機械が協調する革
新的なモノづくり現場の実現に向け、次世代型の協調ロボットの共同開発に取り組
んでいます。 アーム型協調ロボット

組み込み型AI開発ベンチャー
「エイシング社」と提携（2018年11月）
　エイシング社は、少ない学習数でも予測精度が高く、高速処理が可能なAIアル
ゴリズムを保有する世界有数のAIベンチャーです。同社との提携により制御機器
用AIエンジンを共同開発しました。センシングしたデータの収集から機械制御
へのフィードバックまでを瞬時に行うことが求められる未来型のモノづくり現場に
おいて、同社とともに製品不良の発生を予防するスマートな製造ラインの実現を
目指します。

オムロンの主戦場は、リアルな現場のオートメーション
　オムロンが拘るのは、リアルな現場のオートメーションによるモノづくり革新です。オムロンの20万種にも及ぶ制御機器を
ネットワークに接続し、生産ラインや装置の状態をリアルタイムに収集します。2017年4月、業界初のAI搭載マシンオート
メーションコントローラー（AIコントローラー）を開発、2018年10月には、AIコントローラー用「AI予知保全ライブラリ」を発売
しました。大量の現場データをAIコントローラーにより収集、分析し、そして制御するといった“学習する設備”が可能となり、

「止まらない」「不良品をつくらない」生産ラインづくりが実現しています。さらに2018年11月には、世界最速の組み込み型
AIベンチャー「株式会社エイシング（エイシング社）」と提携するなど、オープンイノベーションによる、さらなる技術の開発
にも取り組んでいます。

intelligent（知能化）

ヒトと機械が互いに補完し、協力し合いながら働く
　オムロンは、モノづくり現場で人と機械が共に働き、機械が人の動きや考えを理解しサポートするなど、人と機械が互い
に補完し、協調し合う「製造現場における人と機械の新たな関係」を目指しています。これこそ、未来のモノづくりの姿です。
そのため、2015年に産業用ロボットのアデプト テクノロジー社を買収。現在、フレキシブルな自動搬送を行うモバイルロ
ボットを世界中で発売しています。2018年5月には、モノづくり現場におけるヒトとロボットの協調を進化させるために台
湾の協調型ロボットメーカー「テックマン・ロボット社」と提携しました。アーム型協調ロボットを新たに商品ラインアップに加
えることで、“ヒトと機械が協調する未来型のモノづくり現場”を加速させています。

interactive（ヒトと機械の新たな協調）

エイシング社との提携発表
（左）技術開発本部長 福井と
（右）株式会社エイシング代表取締役 
CEO 出澤氏

※ エイシング社との提携の詳細記事は、
こちらを覧ください。
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　　　　　　　 を届けるビジネスモデル「i-BELT」を2017年に開始しました。同ビジ
ネスは、データを使った保守・メンテナンスや生産ラインの進化を、オムロンのエンジニ
アがお客様のモノづくり現場でお客様と一緒に行う課金型のサービスです。お客様の
現場に密着することで、様々なデータを収集、分析することが可能になり、課題の抽出、
新たなソリューションの提案に繋げることができます。また、現場から得た様々な制御の
ノウハウを新たなビジネスに結び付けています。「i-BELT」を通じ、お客様とより継続的
な関係を構築することで、熟練技能者に依存していた「設備のいつもと違う状態の予兆
管理」や工作機の「切削速度の調節」など“匠の技”を、簡単に再現できるようになりました。

　　　　　　　  を広げ、i-BELTでお客様とつながり続けることでモノづくり現場に革新を起こしつづけます。これを
可能にするのが、世界各地に広がるオートメーションセンタ（ATC）と、そこでお客様に密着するセールスエンジニアで
す。ATCは、セールスエンジニアがお客様のモノづくり現場の課題解決に向けて、実際にお客様が現場で使用される
装置を想定して解決策を検証・実証する場所です。2017年度に世界17か所だったATCは、2018年度35か所に拡大
しました。また、現場に精通したセールスエンジニアは、2016年度比で約20%増員しました。現在、1,000名以上の
セールスエンジニアが、世界中に広がるお客様との共創により製造現場の課題解決に取り組んでいます。

スペイン
（マドリード）

スペイン
（バルセロナ・
マドリード）

イタリア
（ミラノ）

インド
（ムンバイ）

トルコ
（イスタンブール）

インドネシア
（ジャカルタ）

上海（2拠点）

北京

深圳
台湾

韓国
（ソウル・
天安）

日本
（草津・刈谷・関東）

タイ
（バンコク）

ベトナム
（ハノイ・ホーチミン）

メキシコ
（メキシコ）

シカゴ ニューハンプシャー
デトロイト
シンシナティナッシュビル

サンノゼ

シンガポール

ドイツ
（シュツットガルト）

ポーランド
（ティヒ）

ロシア
（モスクワ）

スウェーデン
（マルモ）イギリス

（ミルトン・キーンズ）

ブラジル
（サンパウロ）

カナダ
（トロント・モントリオール）

課金型サービス「i-BELT」も、さらに進化

「オートメーションセンタ」もさらに拡大

お客様の製造設備での
診断サービス

グローバル

35拠点

お客様との共創で、モノづくり現場の課題解決に取り組むセールスエンジニア
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　創業者 立石一真は、「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」と唱えまし
た。オムロンが目指すのは、人と機械の協調による新しい関係です。機械が人の仕事を奪うのではなく、ロボットが人に合
わせて仕事をする世界です。
　現在、必要な時に、必要な場所で、人と共同で作業ができる「モバイルマニピュレーター（MoMa）」 を開発しています。
2019年度導入予定です。MoMaは、人や障害物を検知し、ぶつかることなく自由自在に動くモバイルロボットの上にアー
ム型協調ロボットを設置した、移動型作業ロボットです。モノを画像で認識して掴むことができるため、搬送に加え、部品の
陳列や組み立て作業の自動化が可能です。モノづくり現場で多くのロボットが、ワーカーの如く人と協調して働く、人と機
械が絶妙に調和した夢の世界は、実はもう手に届くところまで来ているのです。
　　　　　　　  で世界中の工場で働く人や消費者を豊かにするモノづくり現場の実現を目指すオムロン。刻一刻と変化
を遂げるモノづくり現場革新のチャレンジに、終わりはありません。　　　　　　 は、更に未来に向けて進化していきます。

“ヒトと機械の新しい協調”の完遂で、　　　　　　    は更に未来へ

モバイルマニュピレーター リレーをソケットに挿入して組み立てる

商品を陳列する

リレー

ソケット
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