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IoT化を加速させる設備稼動改善ソリューション
Solution for Improving a Machine E� iciency to accelerate IoT
生産性向上を追求してきたムラタ独自のソリューション「m-FLIP」がIndustrial IoT化を
加速させる無線センサと連携スタート！多角的な分析をサポートします。
Murata's unique solution m-FLIP, which has been pursuing productivity improvement, works with wireless sensors to 
accelerate Industrial IoT. Supports a multifaceted analytics

m-FLIPとは、設備稼動分析ソフトウェアと現場経験者によるシステム導入と活用の支援サービスを
パッケージ化したワンストップソリューションです。
‘m-FLIP’ is one stop solution packaging Murata experienced service from installation to utilization with Murata original so�ware of analyzing 
machine operating rate

●既存生産システムへの影響を最小限に抑えたアドオン
タイプのローカルシステム

●レトルト食品等の充填包装工程の詳細ロス分析
使用例

表示する・分析する

m-FLIP UX
ダッシュボード

データ分析支援ツール

ソリューション構成

Example of Use case

Viewing/Analyzing

データ活用 Data utilization

集める・整理する Collecting/Organizing

システム導入 System introduction

Conf iguration of Solution 

ムラタアドバンテージMurata’s Advantage

Add-on type local system minimizes influence on existing 
production systems

●食品業界で評価されるムラタ独自の生産性向上アプローチ
Murata’s unique approach to productivity improvement, which is highly
evaluated in the food industry

Detailed loss analysis of filling and packaging process such as retort foods
●エレクトロニクス製造業が開発した実用的なシステム

Practical systems developed by the electronics manufacturing company

Realizing compact IoT of multi-use

Feature

01
多用なIoT化をコンパクトに実現

Reducing loss with a practical dashboard

Sterilizing

Feature

02
実用的なダッシュボードでロスを徹底削減

Abundant KAIZEN cases and know-how

Feature

03
豊富な改善事例とノウハウ

【印字がずれた場合】

【袋がずれた場合】

正常時 異常時

殺菌
Weighing
計量

Boxing
箱詰め

Sealing
シール

Filling

Filling and packaging machine

Dashboard

Data analysis support tool

設定開発支援
Setup development support Utilization seminar

ITサービス
活用支援セミナー
分析レポーティング

IT Services Analytical reporting

m-FLIP IF
ミドルウエア

無線センサ
（ムラタ製） ゲートウェイ

Middleware

充塡

充塡包装機
Sterilizer machine
殺菌機

Caser
ケーサー

Opening
開封

Printing
印字

Bag
feeding

給袋

印字ミス
Misprinting

印字ミス
Misprinting

エア位置ズレ
Misaligned by the air 密封ダブリ

Doubled sealing

袋のズレ
Misaligned

When the print is
out of alignment

When the bag is displaced

Normal case Abnormal case

工程間アンバランス
Imbalance between processes

一元管理
Centrally
managed

Shaping
整形

Send
送信

Synchronization
同期

Client PC
クライアントPC

On-premises Server
オンプレミスサーバー

タッチパネル タブレット

FA-PC

PLC 1
PLC 2

Panel Screen
ディスプレイ

Made to order dashboardsAny data by variety, lot, work in shi�s

Production data

Touch panel and tablet

Production status

オーダーメイド
ダッシュボード

生産状態

Work order
作業指示

Performance analysis
実績分析

Problem Extraction
課題抽出

任意のデータ　- 品種   - ロット  - シフト

稼働データ

Work data

Sensor dataFood production line

作業データ

Gateway

センサデータ食品製造ライン

Core system
基幹システム

Monthly report
月報レポート

Gantt chart
ガントチャート

Real-time Andon
リアルタイムアンドン

Data Analysis Support Tool

Training on the use of the system

A New Perspective of Analysis

Ideas for KAIZEN activities

データ分析支援ツール

システム活用トレーニング
新たな分析の視点
改善活動のアイデア

Overall equipment e�ciency, 
Planned progress rate,
Non adjusted rate

- 設備総合効率（OEE）
- 計画進捗率
- 直行率　など

Wireless sensor
“Murata”


