ENABLING THE DIGITAL WORLD

オープンオートメーション
統合型スマートファクトリー

オープンオートメーション
モジュール式。柔軟。
サプライヤーに依存しない。
インダストリー4.0の実現には、
デジタルトランスフォーメーションと自動化が密接に関連しています。
ASMは数十年の経験を有するテクノロジーリーダーとして、
あらゆる電子機器メーカーの利益のために、
これらの分野を最大限に活用する方法を熟知しています。

ASMはオープンオートメーションを活用することで、柔軟性がなく高コストになりがちな製造現場を完全に
自動化する方法に代わるコンセプトを開発しました。
このコンセプトでは、
モジュール式のアプローチを継ぎ目のないマシン間通信と組み合わせ、サードパーティ
製ソリューションや既存のシステムと統合できるため、電子機器メーカーは自社に最適な自動化のレベルと
その導入速度を判断できます。
オープンオートメーションは、工程を実現可能なレベルで経済的に最適化し、品質と効率性を向上させるた
めのツールとして、電子機器メーカーが求める柔軟性を提供します。

投資利益率の最大化
自動化は、
それ自体が目的ではありません。
投資利益率を最大化するという観点で自動化のレベルを考えた場
合、追加で導入した20％のリソースが成果の80％を生み出すという
事実が、
「パレートの法則」
によって見事に証明されています。
さらに追加で1％改善するためには、
それに不釣り合いな量の投資が
必要となり、既に所有している機器が孤立化するといった柔軟性のな
い状態で、完全に自動化されたゼロオペレーターのコンセプトを実現
しようとすることは、意味をなしません。

ユニット当たりの
生産コスト

統合型スマートファクトリーへの
段階的ソリューション
オープンオートメーションでは各機器を既存のラインに後付けし、包
括的なモジュール式ソフトウェアやハードウェアアーキテクチャに統合
できるため、
自動化を柔軟かつ拡張性のある方法で実現することが可
能です。
Alシステムによる自律的なプロセス管理のような将来のテクノロジー
でさえも、
このワークフローに継ぎ目なく統合できるのです。
たとえば、SPI／AOIシステムやクローズドループプロセス、
リモートア
プリケーションを導入して、
自社のSMT生産の自動化を単に検討する
場合でも、

ユニット当たりの
全体コスト

自律的なプロセスの改善

全てのラインにエキスパートシステムソフトウェアが後付け可能

クローズドループプロセスやリモートアプリケーションの使用

検査システム (SPI／AOI) の導入

たとえばASM ProcessExpertを使用することで、測定やアラームの発動からオープンオートメーションによる自律的なプロセス
の最適化に至るまで、段階的な自動化が可能になります。

あるいはプロセスを自動化して自律的なプロセスを改善するために
高度な専門ソフトウェアが必要な場合でも、
それぞれの段階にオープ
ンオートメーションを導入して新たなレベルに引き上げることが可能
になります。
そしてオープンオートメーションは、製造現場の面積生産性のギャッ
プを埋めながら、
これらすべてを実行します。
たとえば、DEK TQ印刷機のような小型で強力なマシンを用いたイ
ンテリジェントソリューションによって、
または基板のIDをスキャンして
その他すべてのライン機器に送る自動ローダー主導のスマートなマ
シン間通信によって搬送システムを排除することで、生産ラインのスペ
ースを削減し、AIV(自律型インテリジェント搬送車) に対する大きなス
ペース要件を相殺できます。

何が起こるか事前に察知
SMTラインで起こるすべての変化には、因果関係があります。

同じことが自動化にも言えます。
シミュレーションを行うことで、仮想世界で変化を起こし、
その影響を分析してから実際に投資することが可能になります。
ASMは、組み込み可能なソフトウェアの改善を顧客のために継続的
に実施し、やり直しを必要としない「最初から最適な」
コンセプトの開
発を十分にサポートできる、強力なテクノロジーパートナーです。

20.8 m

ユニット当たりの
マシンコスト

最低コスト

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

17.0 m

ユニット当たりの
人件費

自動化の最適なレベル

自動化のレベル

ある時点を超えると、
より高度な自動化によってユニット
当たりの労働コストが下がったとしても、
ユニット全体の
コストは上昇します。
出典： wiwiweb.de
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マシン間通信の統合と進化によってコンベヤユニットやバーコードリーダーが不要となったため、
ラインの長さが大
幅に短縮され、貴重な現場スペースを有効活用できるようになりました。
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オープンオートメーション
ライン全体に対応
SMTラインにはどのような自動化の可能性があり、投資利益率の観点から見て、
それらの導入にどのような意味があるのでしょうか？
当社は、保管や材料管理から基板の搬入や印刷および実装、完成品の搬出に至るまで、
各マシン及び各工程の詳細を段階ごとに分析しました。
さまざまなメーカーの機器や部品、ITシステムを統合するために不可欠な前提条件には、
オープンインターフェースの利用可能性が含まれます。

材料のハンドリング
ASM マテリアルタワーと ASM Factory Automation
ラインの横で中間保管倉庫として使用する場合でも、
メインの保管システムとして使用する場合でも、
ASM マテリアルタワーは工場の材料管理フロープロセスを自
動化します。

基板の搬入／搬出、印刷機をセットアップするための材料供給、段取りテーブルの切り替え、
実装機の廃棄物除去といった単純作業は、AIVが対応する場面がますます増えています。
これらはASM Factory Automationと統合できるため、AIVを追加したり、
AIVを別のモデルと交換したりすることも簡単になります。

基板の搬入／搬出を自動化
オープンなインターフェースやプロトコルにより、人間によるオペ
レーションではなく自動化されたAIVや基板搬送装置を使用して、
ライン上の基板を搬入／搬出できるようになります。
ラインは上位システムからローダーに提供されるデジタルの製品
タイプIDに基づき、新しい製品が投入されるとすぐにコンベヤの
幅を自動調整します。
これ以降、マシン間通信を拡張するための標準プロトコルである
PC-Hermesが、製品タイプIDとその他の工程関連情報をライン
上の全機械に送信します。
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製品の変更および
印刷プロセスの最適化
DEK TQとASM Factory Automation
DEK TQは、オペレーターの介入なしで8時間以上稼働します。
AIV(自律型インテリジェント搬送車)は、印刷機の設定が変わると

材料を供給します。

ASM ProcessLens

最初の基板が印刷機から搬出されると、
すぐにDEK TQが
ASM ProcessLensのSPIシステムと通信して印刷品質に関するフ
ィードバックを入手。必要に応じて自動でオフセットを修正し、
最適なクリーニングサイクルを決定し、最終的に印刷機のパラメータ
を最適化して、安定した印刷プロセスを実現します。
これらがすべて、最新世代のDEK TQと最新バージョンの
ASM Process lensによって可能となるのです。

セットアップ変更と廃棄物除去

ライン最終工程品質検査

SIPLACE SXとASM Factory Automation
ライン上のセットアップ変更を行う場合、AIVがセットアップ準備エリアか
ら段取りテーブルをピックアップし、SIPLACE SXまで移動して古い段取
りテーブルと交換してから、古い段取りテーブルをセットアップ準備エリ
アに戻します。
AIVとハイエンドのSIPLACE SX実装機との継ぎ目のない通信により、
製品の段取りを完全自動でわずか数秒間に行うことが可能となります。

ミスは避けられません。
重要なのは、
ミスとその原因を素早く解明し、再発を
防止することです。
そのため、各基板はラインの最終工程で自動光学検
査装置(AOI) を通過します。

ASMの自動廃棄物処理システム
実装機に簡単に取り付け可能で、AIVを利用して廃棄物の除去と処理を
自動で行います。

ASM Process Engine
IPC-CFXをベースに新開発したインターフェースに
より、ASM Process Engineは検査データを処理し、
ライン全体から得られた他のプロセスデータと関連
付けることができます。
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あらゆるレベルで
接続を最適化

ASM Works
ASMは、ASM Worksによってライン全体に向けたスマートなソフトウェア環境が構築
できるソリューションを提供します。
このソリューションは、企業独自の製造実行システム
やサードパーティ製ソフトウェアへの接続を可能にします。
全システムの一貫したネットワーク接続によって効率的な製造現場管理を実現するため
に中心的な役割を果たすのは、強力なASM Worksコアパッケージです。
これによって
統合型スマートファクトリーの基礎を構築し、
さまざまなアップグレードモジュールで拡
張することで、工程を最適化および統合する段階的な自動化アプローチが実現します。

オープンオートメーションは、
サードパーティ製の機器や部品を統合してライン全体を柔軟に
自動化するだけでなく、生産の全エリアでインテリジェントなソフトウェア環境として構築されます。

水平接続および
垂直接続

ASM Material Manager –

標準化されたオープンインターフェースとインテリジ
ェントなASMソフトウェアソリューションの数々によ
り、機械レベルから製造現場レベルや複数現場間で
の通信に至るまで、
データの継ぎ目のない交換が可
能となります。
オープンオートメーションでは、SMTラ
イン全体に対し、Hermesの標準プロトコルやIPCCFXによる継ぎ目のないマシン間およびマシンと人
との通信といったオープンインターフェースを採用し
ています。

SMT材料管理専用の包括的なソ
フトウェアソリューション。材料不
足や材料関連の原因によるライ
ン停止を回避するほか、
万が一に備えた非常用在庫が不
要になり、紙ベースのリストによ
るチェック作業や材料を探す時
間が省けます。

クラウドサービス

マルチファクトリーレベル

IIoT アプリケーションとサービス、IIoTポータル

データ分析、ビジネスインテリジェンス、クラウドベース…

ファクトリーレベル

材料および工程フロー、MES

計画、物流、メンテナンス、視覚化、デジタルツイン…

ラインレベル / 装置とホスト間の接続性

包括的な統合

トレーサビリティ、セットアップ、切り替え、モニタリング、最適化…

装置レベル / 装置間通信

スマート機器、自動化

自動生産切り替え、工程フロー制御…

AIV(自律型インテリジェント搬送車)

測定

車両管理マネージャー

保管 ERP(企業資源計画) …

ASM Factory Automation
新しいASM Factory Automationのソフトウェアモジ
ワークフ
ュールを活用してAIVを配備および制御し、
ローのスケジュールを最適化することが可能です。

ASM Factory Automation

手動での介入が必要な場合は、ASMコマンドセンタ
ーへリンクすることで、
オペレーターのスマート機器
に通知と詳細な指示が届きます。

ASM Command Center –

ASM 従来のオペレーターモデルを刷新する
革新的なソフトウェア。

ASM Factory Automationは継ぎ目のない垂直デー
タ通信および、製造現場レベルやERPおよびMES
(製造実行システム)の間の調整、
さらには将来に向
けて重要な役割を果たします。

オペレーターのラインへの柔軟な割り当て
によって、効率的なオペレータープールを実
現します。

ASM Performance Monitor –

統合型スマートファクトリー

自動通知とレポート機能によって、製
造現場のマルチラインKPIのスマート
なモニタリングを可能にします。

統合型スマートファクトリーに
全ての資源の同期化

ASM Process Engine –

世界初の自己学習エキスパートシステ
ムで、生産プロセスを完全自動または
半自動で最適化します。

6

装置

人

材料

工程
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ASMリモートデモ
オープンオートメーションのより詳細な情報をご希望ですか？
当社のリモートデモをお試しください。
当社の説明員が貴社のご希望と条件に合う製品紹介をウェビナー形式で実施いたします。

ASMリモートデモ

今すぐ登録！

ASM説明員による製品紹介：オンライン、無料、カスタム対応

より効率よく、
より良い成果を挙げましょう！
SMT生産の生産性を上げ、

ASM
Website
www.asm-smt.com

ASM
LinkedIn
www.linkedin.com/
company/asm-assemblysystems

ASM
Facebook
www.facebook.com/
ASMAssemblySystems

www.asm-smt.com/en/
competence-network/
asm-remote-demo

ASM
YouTube
www.youtube.com/c/
ASMSMTSolutions
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