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ン」、分散型の自己制御システム、
プロセスを可能にする
「サイ
バー・フィジカル・システム」などの新たな概念を導入します。

以下のような複数の破壊的テクノロジーがコンピューター・キ
ャパシティの分野でこの転換を可能にしています。
クラウド、
ビッグデータ、
ブロックチェーンの出現。IoTとの接
続。
機械学習や人工知能での高度な分析。
モバイルやウェアラ
ブル・テクノロジーによる人間と機械の対話。
拡張現実と仮想
現実、ないしはコグニティブHMI。
高度なロボティクスや3Dプリ
ンティングによるデジタルから物理への変換など。

Hubert Lalanne

IBM Distinguished Engineer
Industrial Sector Technical Leader for Europe
Member, IBM Academy of Technology
インダストリー4.0とCognitive Manufacturing: アーキテクチ
ャー・パターン、
ユースケースとIBMのソリューション初版の序文
を書けることをたいへんうれしく思っています。

インダストリー4.0とは第四次産業革命を意味します。
別の見方で
は、
すでに他の多くの業界に影響を及ぼしているグローバルなデ
ジタル革命による産業界の変革と考えられます。

McKinseyの2015年の調査によると(Industry 4.0: How to
navigate digitization of the manufacturing sector)、これまでの
産業革命ではその価値の大部分を生み出したのは製造設備の改
良でした。
今回の革命が約束しているのは、産業界に主要機械の
改良とは関係のない破壊的なテクノロジーを導入することで生産
性を向上し、新たなビジネス・モデルを可能にすることです。
「デジタル・スレッド」の端から端までを最適化することに価値が
あります。
つまり、情報を活用し、機能、
サイト、企業間のインターフ
ェイスで生じる情報ロスによる非効率をなくすことなのです。
これを実現するために、
デジタル技術のサイバー世界と工業技術
の物理的な世界を合体させて、
さまざまなソースや企業のデータ
を統合し、分析し、
バリュー・チェーン全体で成果を共有し、物理的
な製造設備を確実に統合しなければなりません。

インダストリー4.0は、初期製品デザインから生産終了、
リサイクリ
ングまで効率的な情報を保証する
「デジタル・スレッド」、散在する
データ要素を一貫性を保った無形資産に変換する
「デジタル・ツイ

John Cohn

IBM Fellow, IBM Research
Serge Bonnaud、Christophe Didier、Arndt Kohler共著のイン
ダストリー4.0を読まれることを強くお勧めします。
私が読んだ中
ではインダストリー4.0を最も簡潔に、
そして包括的に説明してい
ます。
読者は概念から実装まですぐに理解できますし、
このジャー
ニーの進め方についての実際的な助言もあります。

ユースケースはきわめて充実していて、製造機器やPLCが置かれ
た工場の現場から、
ビジネスに影響を与えるクラウドでの高度な
ソリューションを利用した分析にまで読者をいざないます。
すぐれ
た洞察がいくつもはっきり記述されていて、顧客事例で例示され
ています。
いい本です。Serge、Christophe、Arndt、
これを書き
上げたことをお祝いします!
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はじめに

生産システムの生産性を向上することが、
すべての産業革命の核
心でした。
第四次産業革命は生産システム、管理システム両方の生
産性向上をもたらします。
ビジネス上の視点では、第四次産業革命のゴールは大量生産の
コストでパーソナライズされた製品を製造できるようにすることで
す。
このゴールに到達するためには、生産ツールを再考し、工場の
自動化、生産性向上を押し進める必要がありますが、
サプライ・チ
ェーンやエンジニアリング、セールス・アンド・オペレーションのコラ
ボレーションも改善する必要があります。
IBMの視点では、今現在、第四次産業革命ないしはコグニティブ・
マニュファクチュアリングの時代にすでに突入しています。
これは
以前のものとはまるで違うものです。

生産プロセスのデジタル変革はこれまでは不可能だったレベルの
生産性と専門化を達成する新たなチャンスを生み出しています。

1800

機械化、水力、
蒸気

インダストリー4.0、
そしてその先への道を真に可能にするために
は、製造業は情報テクノロジー(IT)ベースのデジタル工場の概念
に、
そしてコグニティブ・マニュファクチュアリングへと進化しなけれ
ばなりません。
製造業は工場内のコグニティブ機能を、
とくに製造
品質に対するインサイトと製造最適化という2つの重要な問題で
可能にしなければなりません。
製造品質に対するインサイトと製造最適化による製造業の変革、
改善はIIoTプラットフォームによって実現されます。
このホワイト
ペーパーではIIoTプラットフォームの原則を説明し、
ユースケース
を調査します。

IIoTプラットフォームの概念
工場現場での製造の多様性

多くの工場では、雑多な機器、
レイアウト、
プロセスがあり、導入後
の年数や世代などが異なるレガシーな装置、センサー、
システム、
アプリケーションなどが存在します。

産業革命年表

第一次

従来のコンピューティングでは殺到するデータや複雑な分析に合
わせてスケーリングするのは困難です。
工場の現場レベルの情報
を処理、分析、最適化するためにはコグニティブ・コンピューティン
グが必要です。

第2次
1900

大量生産、組み立てライ
ン、電気

第3次
2000

コンピューターとオート
メーション

第4次
現在

サイバー物理
システム

図 1: 産業革命年表

データと、
そしてもっと重要な分析が、機械、
プロセス、製品、運用
に対する見方を変化させています。
分析をビッグデータ手法と組み
合わせることで、
データのパターンを突き止め、機器の振る舞いモ
デルを発見し、故障や製品品質問題を予測できます。

インダストリー4.0テクノロジーが可能とした、予知保全、品質予測
として知られるこうした機能は、企業戦略にとって重要な位置を占
めます。
多くの工場、装置がIoTを用いて、
コネクテッド・デバイスに
なっていくと、
データが蓄積されていきます。

さらにその多くは機械、機器ラインやロボット・テクノロジーごとに
別々の運用技術(OT)プロバイダーを頼りにしています。
工場は、主
にITネットワークに接続されているとは限らないOT機械、機器ラ
イン、
ロボットなどから構成されています。
プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)、監視制御システ
ム(SCADA)、製造実行システム(MES)が生産の流れを調整してい
て、達成しなけれはならないパフォーマンス・レベルに寄与してき
た実績があります。

製造レベルで目に見えているトレンドは、現場をどんどんITベース
のものに変えています。OTとITの合体は現実のものなのです。
これによって、装置、
エッジ、現場、
クラウドなど複数の次元にまた
がるグローバルな共通アーキテクチャーを生み出すチャンスが生
まれています。
こうした文脈でIIoTプラットフォームは製造業の新たな革新的概
念として、
つい最近生まれたものです。IIoTプラットフォームは分
析、
ビッグデータ、業界特有のコンテンツ、
そして直近ではコグニ
ティブ、AIから出現した分野などのテクノロジーに支えられてい
ます。
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IIoTプラットフォームは中枢システムとして動作して、
データを収集
し、分析を提供し、社内の事業部、
パートナー、製造オペレーターに
新サービスを公開します。
IIoTプラットフォームはオペレーターや製品、装置と直接接続され
ることはなく、接続レイヤーやプラント・サービス・バス(PSB)を経由
します。
この点についての議論は本ホワイトペーパーで後ほど取り
上げます。

システム・コンテキスト・ダイアグラム

次のシステム・コンテキスト・ダイアグラムは、溶接、車体組み立
て、塗装機器ラインなどの自動車の製造プロセスの観点から、
IIoTの依存関係を示しています。
ほとんどの概念は業界によらず、
類似しているので、他の製造プロセスにも容易に適用できます。

保守マネージャー
(予防保守)

製造オペレーター

IIoTエコシステムでの主要な製造担当者。

工場長
保守マネージャーとエンジ
ニア
図 2: IIoTエコシステムでの主要な製造担当者。

ペルソナと弱点

製造では、
グローバルのパフォーマンスと製造品質に寄与する複数
の役割、ないしはプロファイルがあります。
役割はペルソナの概念
とリンクしています。
ペルソナとはシステム(IIoTプラットフォーム)の利害関係者で、KPI
達成を保証する説明責任を負っています。
ペルソナと弱点の表を次
ページに示します。
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技術者 診断、
修理、設置
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ペルソナ
工場長

保守マネージャー
(予防保守)

役割

· 製造プラントや製造関連施設の日
常運用を監督し、統制する。

KPI

抱える問題点

· 熟練した人材の不足

· 従業員、生産、効率を監督して、
プ
ラントをスムーズに、
すばやく、効率
的で安全に操業させる。

·
·
·
·
·

· 設備、
レイアウト、機器の最大効
率、最大出力動作を保証する。

· 予算
· TO-DOの完了

· 保守タスク実施の時間制限

· 稼働時間OEE

· さまざまなシステムがあるために
診断に時間がかかりすぎる

· これにはトータルな予防保守、機
械、電気、
ロボット機器(ソフトウ
ェア・プログラミングも含む)の故
障管理が含まれています。

OEE
予算
安全性
イノベーション
生産性

· コラボレーションによる対話
· ベンダーとの関係

· 頻繁な変更と過酷な計画

· 情報へのユーザーフレンドリーな
アクセス

· コスト圧力(最適なコストパフォ
ーマンス)

· 人材管理と予算/コスト報告書作
成も含まれます。

保守エンジニア
(運用保守)

· 保守組織体系の最適化を保証し
ます。
· 機器の繰り返し故障を分析しま
す。

· 予算

· 保守コストを見積もり、代替手段
を評価します。

· 新製造機器の設置を支援する。

· 日常的に機器、機械を検査し、
テス
トする。

· 警告や運用メッセージに対応し、標
準運用手順(SOP)や保守プロトコ
ルに従って調整手順や修理を行う。

· 活動時間
· 法令順守
· 安全性

· 作業指示の実行前に、製造機器と
材料を準備する。

· 機器を安全、効率的に操作して、製
品を製造する。

· プレッシャーやストレスがかかるこ
とが多い(早く作業しろ、品質を改
善しろ)
· 診断段階で支援がない

· 複雑で理解できない文書

· 専門知識が共有されていない

· 社内、社外のプロトコル、手順に従
って日常チェック、必要な修理の両
方を行うための明確な文書。

製造オペレーター

· 管理と分析のためにダウンタイム
が長くなる

· サポート情報を見つける処理に時
間がかかる

· 機器交換の必要性を査定して、
期日到来時には交換プログラム
を確立します。

技術者

· 予備部品がない

· 品質とパフォーマンス・レベル
· 安全性

· プレッシャーやストレスがかかるこ
とが多い(早く作業しろ、品質を改
善しろ)
· 知識の欠如

· インシデント発生時のサポート欠
如
· 報告する情報の欠如

IBM Global Markets
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現在の製造アーキテクチャー

次の図は製造現場の活動を体系化している現行の方法を示しま
す。
論理的なアーキテクチャーの観点から主要なレンガを重ねて
あります。

MES、PLC、SCADAによる統合的な工場の見える化
外部クラウド
(その他…)

エンタープライズ/本部レベル

アプリケーション

エンタープライズIT (内部クラウド)
サプライ・
チェーン管理

アプリケーション
統合レイヤー

スマート・ スマート・
センサー センサー

資産管理
リモート・アクセス・サービス

外部サードパーティー
・ベンダーのサポート

保守管理

プラント1

統合レイヤー

PLM

プラント2

リアルタイム
データ可視化

リアルタイム
データ可視化

MES

MES

SCADA

SCADA
PLC 1

PLC 1

PLC 2

PLC 2

PLC 1

プレス

図 3: MES、PLC、SCADAに基づいた工場の単純化

スマート・ スマート・
センサー
センサー

ERP、生産スケジュー
リング最適化

PLC 1

溶接

塗装

プレス

溶接

塗装
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それぞれのプラントには別々のOTプロバイダーによる製造ライ
ン、組み立てラインがあります。
ラインは一連のステーションで構成
されていて、
そのそれぞれはロボット、機器や機械のつらなりで構
成されています。
オペレーターは、通常は伝統的な文書フォーマッ
トの指示書によって明確化された、事前定義済のタスクを順次実
行します。

プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)、
またはプログラマ
ブル・コントローラーは産業用デジタル・コンピューターで、耐久性
が高く、組み立てライン、
ロボット機器、
その他信頼性の高い制御や
プログラミングのしやすさ、
プロセス故障診断が必要な工程などの
製造プロセス制御用に適しています。

監視制御システム(SCADA)は産業用制御システム(ICS)のことで、
水・廃棄物処理、通信、
エネルギー、輸送、原油ガス精製などの産業
で機器や工業プラントを追跡します。SCADAはコンピューター・シ
ステムでリアルタイム・データを収集、分析して、
オペレーターに提
供します。
さらに機器の制御にも使える場合があります。SCADA
は状況が危険なシナリオに入ったときは警告音を出して、通知し
ます。
製造実行システム(MES)は製造に利用されるコンピューター・シス
テムで、原料から最終製品までの変換を追跡し、記録します。MES
は製造の意志決定権者に情報を提供して、
どうすればプラント現
場の生産高を最適化できるか、理解を助けます。
MESの中には、
リアルタイムで製造プロセスの複数要素(入力、
担当者、機械、
サポート・サービスなど)を制御できるものもありま
す。
著名なMESはDassault Systems、SAP、Siemens、ABBなど
の企業が提供しています。

リアルタイム・データ可視化は運用に関連したあらゆる人、
システ
ム向けに、生データや遠隔測定データを収集し、
データに事前処理
を施し、複数のソースから得た大量の時系列データをグラフィカル
で直感的な全体像に可視化します。
データ可視化を実行するコンポーネントは多くのインターフェイス
と接続して、複数のフォーマットやプロトコルのデータを収集でき
ます。PLC、SCADA、ゲートウェイ、機器、センサーなどの複数の
システムを含め、時系列ベースのこともイベントベースのこともあ
ります。
SCADAやMES同様に、
リアルタイム・データ可視化コンポーネン
トはオペレーターが対応型から予測型の意志決定に変化するの
を支援します。
この分野で有名なコンポーネントは、OSIsoftや
Wonderwareなどの企業が提供しています。

資産管理は、企業の資産利用状況を追跡する活動と、
これらの資
産を効果的に利用して価値を得ることで構成されています。
資産
管理は特定の資産のROIだけでなく、他のチャンスの活用を分析
し、戦略的に調整するのに必要な作業の明確化、優先順位付けを
支援します。

保守管理はインテリジェントなコンピューター・ソフトウェアを利用
して、
ビジネス・リソース(労働力、原料、装置など)をうまく追跡する
ものです。
コンピューター保守管理システム(CMMS)を保守管理に
利用することで、企業の機器は最高の稼働状態に保たれるので、予
想外の修理やダウンタイムを防げます。
保守管理と資産管理は技術的には異なったものですが、相互に関
連していて、協調しています。
保守管理は保守対象の機器の物理的
パフォーマンスや動作を効率的に導きますが、資産管理は資産自
体が動作するのに必要な作業データすべての分析に役立ちます。

製造にIoTを用いた価値段階の論理的
手順

IIoTプラットフォームによる製造のデジタル化は、四つの論理的な
段階で適切な時期に順序立てたロードマップで価値が保証される
と想定しています。
•

•

•

•

データ収集: データはエンタープライズ資産管理(EAM)、
エンタ
ープライズ・リソース・プランニング(ERP)、MESなどのシステム
から収集します。
(このホワイトペーパーでは次の章以降でEAM
を詳細に論じます。
)機器/ロボット/センサーから直接届くものも
あります。
パターンの可視化: これはダッシュボード、UI、
その他のデータ
表示で行われます。

分析主導のインサイト開発: これには予測分析、規定的分析、業
界特有の分析モデルなどを含みます。
コグニティブ: これにはイメージ、
ビデオ、
オーディオなどの非構
造化情報を処理する新たな方法だけでなく、機械学習アルゴリ
ズムも含まれています。
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The four-step road map

データの収集

• 機器/資産の稼働を
計装/データ収集
• すでに存在する
データの収集

パターンの
可視化

• パターン理解の開始

4段階のロードマップから予期されるメリットは以下の通りです:

•

生産性の向上: このアプローチはより高いスループットと効率
につながり、付加価値につながらない活動を抹消します。

故障防止: このロードマップはより高い総合設備効率(OEE)に
つながり、
リワーク、
スクラップ、停止、低い製品品質を避けら
れます。
柔軟性: その他のメリットとしては、複雑さの隠蔽、構成、再構
成労力の削減、
「プラグ・アンド・プロデュース
（設置したらすぐ
生産にかかれる)」機能、
テクノロジー・ギャップの回避などが
あります。

コグニティブ
の導入

• コグニティブな機械学
習でモデルを洗練

• その他のコグニティブ
機能を利用して取り組
みを改善

• ビジネス・プロセスの
合理化

• Bluemix®による構築

図 4: 4段階のロードマップ

•

• データからインサイト
を取得して、モデル
を生み出して、推奨
を予測

• 意思決定を支援する
ダッシュボード上
にデータを可視化

前提条件の整理

•

分析、
デジタル
化への前進

バリュー

ビジョン

現行の製造アーキテクチャーを三層の階
層アプローチで拡張

工業的生産とインダストリー4.0では、ベストプラクティスは三層
の分散アーキテクチャーの採用です。
よいアーキテクチャー・モデルは、
それぞれの製造サイトの自立
性と自給自足の要件や異なるレベル(エッジ、
プラント、
エンター
プライズ)での負荷バランスを考慮します。

ソリューションとしてよいアーキテクチャー・モデルを得るには、
垂直、水平双方の統合問題を解決することが重要です。
図5に製造という文脈で一般的に発生する統合問題を示してい
ます。

機器のレベルでは、情報がさまざまな業界特有のプロトコル
(運用計画管理プログラム(OPC)、OPC統合アーキテクチャー
(OPC-UA)、Skid、Bacnet、Profibus、Ethernet-IP)によって
管理レイヤーでサイロ化されます。
ファイル・システムや生産デー
タベースに閉じ込められていることもあります。
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IBMソリューションによる工場の機能拡張:
アーキテクチャー概要
外部クラウド
(その他…)

エンタープライズ/本部レベル
エンタープライズIT (内部クラウド)

保全管理

ERP、生産スケジ
ューリング最適化

モバイル・アプリ

VPN

アプリケーション
(データ・レイク...)

クラウド間通信
VLAN + IP L3分離
開発者

プラント
ローカル・
データ・ヒ
ストリアン

リアルタイムデー
タ可視化
WS, SOAP,
REST,
HTTP(S), MQ

MESと保守ア
プリ

デバイス管理の協調
(IoTエッジ・ゲー
トウェイ)

JDBC, ODBC

MQ TT

Plant service bus
Components IBM can
provide or integrate

アプリケーション

スマート・ スマート・
センサー センサー

VPN

アプリケーション

スマート・ スマート・
センサー
センサー

資産管理

Rest
API

MQ TT

HTTPS

IoTゲートウェイ
SCADA

PLC 1

PLC 2

プレス

溶接

図 5: IBMソリューションによる工場の拡張: アーキテクチャー概要

MQ TT/
TLS

エッジ

IoTゲートウェイ
(パートナー)

塗装

SCADA

PLC 2

組み立て

IBMクラウド

API管理
Rest
API

Watson IOT Platform

HTTP/
HTTPS

IoT製造スイー
トのアプリケーション

OPC-UA
MES

エッジ

セキュアなDMZ

外部サードパーティー
・ベンダーのサポート

DMZまたはリモート・アクセス・サービス

統合データ・
ヒストリアン

PLM
API管理

OT/ITのサイバーセキュリ
ティー 設置 セキュリティー
・オペレーション・センター

サプライ・
チェーン管理

IT/OT SOC

Proxy
HTTPS
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ほとんどの場合、新たな計測が必要になります(ロボットの音波セ
ンサー、機器のRFIDタグなど)。この統合問題を解決するためのベ
ストプラクティスは別々のプロバイダーのエッジ/ゲートウェイ機器
を統合テクノロジーで組み合わせることです。
次で説明する維持されたアーキテクチャー・パターンは3レベルに
基づいたソリューションを提案します:
•
•
•

エッジ・レベル
プラント、工場、現場レベル
エンタープライズまたはバックエンド・レベル

工場レベルでは、
それぞれのプラントにサービス・バス、
たいていは
プラント・サービス・バス(PSB)と呼ばれるものを実装して、
ローカ
ルの活動や物理環境(PLC、SCADA、Skid、OPC、
エッジ)との接
続を管理するやり方になります。

サービス・バスに加えて、
エッジ・レベルで内蔵分析ソフトウェア・テ
クノロジーをデプロイすることをお勧めします。
物理的なエッ
ジは箱(ゲートウェイ、
ハブ、接続箱など)で、
これによってOTネット
ワークをITネットワークに接続できて、PLC/SCADAが発する信号
やイベントをITネットワークで見えるセキュアなデジタル・データ
に変換します。

エンタープライズ・レベルでは、
エンタープライズないしは業界特有
のアプリケーションがさまざまなニーズ(資産管理、保守管理、総合
設備効率管理や予測保守など)に合わせて展開されています。
アプ
リケーションによってはソリューションの一部を現場レベルにイン
ストールする必要があります。
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こうしたアプリケーションをサポートするインフラストラクチャーは
ハイブリッド・モデルでさまざまなクラウド・モデルとローカルITの
組み合わせでサポートする必要があるかもしれません。
ハイブリッ
ド化のレベルはプロジェクトの最初期段階で決定しなければなり
ません。

ハイブリッド化のレベルは、
エンタープライズの制約、管理、運用上
の考慮、
レイテンシーとパフォーマンスの要件、
データ・プライバシ
ーの制約、もちろんのことコスト(データ維持コスト)などのトレード
オフとバランスだと広く信じられています。

全面的な拡張三層アーキテクチャー

製造現場にミドルウェアが展開されて、技術的な要素が考慮済に
なってからが、
ソリューションのビジネス部分に集中するいいチャン
スになります。
ビジネス・コンポーネントは、生産性の改善、稼働時間の増加、
ダウンタイム削減、現場の機器をダイナミックに再構成できる柔軟
性の強化に寄与する特定のアプリケーションを通じて具体化され
ます。

IBMのEAMソリューション・スイートは、生産活動を最適化して、
製造品質を改善するためのインサイトを製造業のビジネスに提供
します。
これらのソリューションのゴールは、分析、IoT、AIの力を
生産活動に付加して、
リスクを減らし、
コストを削減し、効率を改善
することです。
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˚ 品質欠陥や機器の誤動作をより効率的、効果的に認識、検
出するために、IBMは音響データを機械学習、AIテクノロ
ジーと組み合わせました。IBM Acoustic Insightsと呼ば
れるソリューションで、AIアルゴリズムをリアルタイム音響
認識と機器劣化の早期発見に用いています。

– 生産最適化: 高度な分析とAIの利用で生産プロセス最適化を
支援します。IoTによって工場の計測化が進むと、利用可能な
データが激増します。
デジタル工場では、
オペレーターはデー
タ・インサイトを用いて、潜在的な生産ロスを突き止めて、品
質、
コスト、生産量のバランスを保つように行動できます。
詳細情報についてはこちらをご覧ください。
• Coreエンタープライズ資産管理(EAM)
•

Core EAMとはソフトウェア、
システム、
サービスを組み
合わせて、組織が事業部や地理的配置を超えて、物理
的、技術的なリソースや人的リソースを制御、最適化す
るものです。
当社はこれらの機能をまとめてMaximoと
呼ばれるソリューションで提供します。

IBMのEAMソリューションの詳細情報についてはこちら
をご覧ください。

• 資産パフォーマンス管理
•

このスイートは補完的な2つの分野に対応していて、IBMはそれ
ぞれの分野にソリューションを提供しています:

– 製造品質に対するインサイト: IBMのソリューションは、
どんな
に小さな欠陥でもすばやく、正確に見つけることで製造品質を
改善できます。
手作業による検査への依存も減らせるので、品
質不良をすばやく突き止めて、
リアルタイムで対応できます。
詳細情報についてはこちらをご覧ください。

製品とプロセスの品質を改善するため、
そして同時に品質問題
をすばやく発見し、
コストのかさむ誤った警報を減らすため
に、IBMはきわめて少ないデータ・ポイントを利用して、
すばや
く行動できるように信頼できる警報を提供します。IBM
Prescriptive Quality on Cloudと呼ばれるソリューションは、規
定分析を利用して、製造プロセス、原料、部品、製品の品質を改
善します。

˚ IBMはAIのパワーを検査ラインに導入して、目に見える欠
陥を速く正確に見つけて、故障点を明確化するので、継続的
な改善が可能です。IBM Visual Insightsと呼ばれるソリ
ューションで、機械学習、
エッジ処理、
イメージ・キャプチ
ャー、人間の専門知識を活用して、目視検査を変革して、製
造コストを削減します。

資産パフォーマンス管理は機器運用の改善に重要な
役割を果たします。
この分野では、IBMは以下のソリ
ューションを提供します:
•

IBM Maximo® APM – Asset Health Insights

•

IBM Maximo APM – Predictive
Maintenance Insights

•

IBM Maximo APM – Equipment
Maintenance Assistant

IBMの資産パフォーマンス管理ソリューションの詳細情報
についてはこちらをご覧ください。

• MRO在庫最適化
•

MRO在庫の最適化は、在庫関連のコストを大幅に削
減し、資産ダウンタイムの短縮に役立ちます。IBMの
MROソリューションはIBM Maximo MRO Inventory
Optimizationと呼ばれます。

詳細情報についてはこちらをご覧ください。

それ以外の考慮事項とそれぞれのレンガ
ごとの助言

当社の経験、研究に基づいて、
それ以外の見方とベスト・プラクテ
ィスをご紹介します:

• プラント・サービス・バス(PSB): PSBはきわめて重要な構造ブ
ロックで、
プラント内だけでなく、
エンタープライズとプラント間
でもフローを監視し、調整し、管理します。
これは通常、
プロセス
と人間だけでなく、
プラントとエンタープライズシステム間のク
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ロスプラント統合レイヤーの重要なコンポーネントであり、情報
のルーティング、変換、調停、構成、
およびワークフローを提供し
ます。
効率的なPSBはOT/ITアダプターとゲートウェイ機能を提
供して、機能、統合ロジック、集計、外出ししたルールベースの構
成を使ったマッピングを実装しています。

IBM PSB (IBM Integration Bus and Manufacturing Pack)を利
用すると、
リアルタイムのデータ・フィルタリング、計算、集計、圧
縮、後続処理の準備が可能です。PSBはプロジェクトの最初期
段階で展開しなければなりません。
つまりデータ可視化、分析、
コグニティブ・アプリケーションを展開するための強力な前提条
件として考慮しなければなりません。

• エンタープライズ・サービス・バス(ESB): プラントと本部のIT間
での製造フローを制御するために、多くの場合にESBは自動的
に適用されます。
機能の観点では、ESBにはPSBと同じ役割が
あり、同種のソリューションがサポートしていることがあります。
• IoTプラットフォーム: IBM Cloud™ にホストされているIoTプラ
ットフォームは低コストでデータ・レイクの作成、新しい産業ダッ
シュボードの作成、
クライアント分析モデルの統合、APIライフ
サイクルの管理、外部パートナーへのデータ公開が可能です。
プ
ラットフォームには、
データ・レイク、
バックエンド・アプリ、
パート
ナー、他社クラウド・プロバイダー(Azure等)などいろいろなデー
タ・ソースからデータを供給できます。

• エッジ分析: プロセスのパフォーマンスが影響を受けるサービス
をエッジに展開し、
クラウド内のイベントを評価し、
エッジ/ワー
クセルにアクションを返すことが重要になる場合があります。
実
稼働セルから非常に高い頻度でイベントが流れる場合、
エッジ
展開分析スコアリングサービスを使用します。
インターセプトを
開始し、回線から潜在的な欠陥を削除するには、異常を迅速に
評価することが重要です。
また、特に高速でコンポーネントを検
査する場合（たとえば、欠陥の特定がタイムクリティカルな場
合）、視覚画像のスコアリングと分類にエッジサービスを使用し
ます。
また、小さなイベントに統合できる大量のテレメトリデータ
を集約またはフィルタリングする際に、
エッジサービスを使用す
ることも検討します。
これによってネットワーク負荷を減らし、大
量データを送信するコストを削減できます。
エッジ機能を用いる
典型的な業務アプリケーションは、品質検査ソリューションとそ
の分析スコアリング・サービスです。
一般的に、
エッジ展開のコン
ピュート・ノードをどのサービスが一番よくサポートできるのか、
その確立に思考を集中しなければなりません。
エッジ分析を実
装するための潜在的なテクノロジー(SDKと実行エンジン)は市
場にいくつか存在しています。
• ローカルMES (製造実行システム): 多くの場合、
このコンポーネ
ントはすでに生産スケジューリングと最適化用に設置が進んで
います。
統合プロジェクトでは作業仮説とされることが多く、最
終的なソリューションの一部になっていなければいけませ
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ん。MESやプラント保守アプリケーションはPSBとつながれる可
能性があります。
データ・フロー変換とプロトコル相互接続を管
理することで、PSBは全体的なアーキテクチャーの連結レベル
を下げるために役に立ちます。
一般には、本部ITレベルにMES
が1インスタンス存在します。これがすべてのプラントのバッチ・
コマンドのスケジュールを準備します。
接続レイヤーを展開し
て、
エンタープライズ・レベルやプラント・レベル間でのフローの
連結、管理、
モニターを減らすニーズを強化できるので、工場現
場レベルやその他のレベルでも同じかもしれません。

• インダストリー・アプリケーション(IBM Visual Inspection、
IBM Acoustic Insights、AIアシスタントなど): これらはIBM
の製造業向けのIoT、Watson™ AIソリューションに含まれるイ
ンダストリー・アプリケーションの例です。
これらのアプリケーシ
ョンについてはこのホワイトペーパーのインダストリー4.0セキ
ュリティーの章で説明します。

• 総合設備効率(OEE): このコンポーネントはきわめて重要です。
機械のコントローラー、センサー、取引システムで生成された
データを分析することで生産性の制約に取り組んで、OEE損失
に寄与する要素の現状や予測を可視化します。
機器故障、
プロ
セス故障、
ラインのスローダウンの統計的な可能性を予測しま
す。
さらに、
こうした潜在的な故障のプラントやラインOEEへの影
響を定量化して、根本原因を突き止めて、最適な保守計画を提
示します。

OEE定義:可用性、品質、
パフォーマンスの制約。
ダウンタイム・ロス

総合設備効率(OEE)
の正味ロス

品質ロス

目標製
品数

パフォーマンス・ロス
実際製
品数

OEEロスに寄与する可用性、品質、
パフォーマンスの制約、結果として
潜在能力に比べて低くなるスループット

図 6: OEE定義: 可用性、品質、
パフォーマンスの制約。

• パートナーのIoTプロジェクト: 製造生産システムをよりオープ
ンにして、
データ/サービスをパートナーのエコシステムに安全
に接続すること、
これは一般的なトレンドです。
それぞれのメー
カーが多くのパートナーと協力していることを考慮すると、ベス
ト・プラクティスはAPIインターフェイスのポートフォリオを利用
することです。
一般的に、APIは、別々のポリシー・ルールと関連
するサービスレベル・アグリーメント(SLA)を管理している特定ア
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プリケーションに監視されています。
セキュリティーとフロー・モ
ニタリングを強化するために、APIの公開はESBまたはPSBレ
ベルで行われます。

情報へのアクセスを促進することでクライアント・ベースを広げ
られるので、
データやプロセスの現金化にもつながります。

• API管理(内部): このアプリケーションの展開に続く、進化と付
加価値のコンポーネントは、
エンドツーエンドのAPIライフサイ
クル・ソリューションに関連しています。APIの自動作成が可能
になり、SOEの発見を単純化し、強力な組み込みセキュリティと
ガバナンスの元で社内やサードパーティの開発者にセルフサー
ビス・アクセスを提供します。

エッジ分析:

多くのお客様が、ゲートウェイ、
ネットワーク、
およびデバイス空間
で全く依存しないIIoT戦略を選択することが増えています。
すべて
の重要プレーヤーと手を組んで、相互運用性を保証し、選択肢と
将来的な柔軟性を最大化することが重要です。
相互運用性と柔軟
性というこれらのゴールには、
このホワイトペーパーで説明する
グローバルなアーキテクチャー・モデルを通してしか到達できませ
ん。APIとマイクロサービスアプローチにより、
エッジ、製造現場、
エンタープライズレベルをラップするサービス指向のアプローチを
お勧めします。
それぞれのレイヤーは明確で，文書化され、
インスタ
ンス化可能で、運用できる単一インターフェイス(API)で公開可能
でなければいけません。IBMはアダプターおよび物理エッジを主
要マーケットにはしていませんが、IBMにはIoTとインダストリー
4.0を協業している多くのパートナーが存在します。
それはABB、
KUKA、Enocean、Intel、Cisco、Schneider、Hilscher、
Festo、Minitec、TE、Softing、PRO ALPHA Sigfoxなどです。

• API管理(外部): もうひとつの拡張は当然ながら、社内システム
向けのAPIと同じ範囲のAPIの外部パートナーへの公開です。

IBMのエッジ分析とコンピューティングにおける連携
エッジでコグニティブIoTを有効化

エッジ・レベルで
何をするか?

エッジ分析の有効化 - クラウドへのルート

エッジ・ノード

IoTデバイス
データ

処理

フォグ・ノード
データ

処理

クラウド
データ

処理

• データを事前処理してネットワークの混雑を避ける。
.
• 視覚イメージ、
サウンドにスコアを付けて分類する。
• ローカルのビジネス・ロジック(集計、
フィルタリング、
フレーム・フィリング、
フレーム・タイミング、
単一計算...)を実施する。
• 欠陥判定は時間が限られるので、
コンポーネントを高速検査する。
• 遠隔測定の大量データを集計またはフィルタリングする。
図 7: エッジ分析とコンピューティングでのIBMパートナー。

IBM Global Markets
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IBMエッジ分析ソリューションの内部

IoTゲートウェイ
パートナー
IBMのEAM
ソリューション

® Agentを当社のパートナー企業が作ったIoTゲートウェイ・デバイスで実行する。
• IBM Edge™ Analytics

• IBMはCiscoやその他のゲートウェイ・プロバイダーとパートナーになっています。
図 8: IBMエッジ分析ソリューションの内部

Cisco: IBMとCisco Systemsは7年以上にわたって、ビジネス変
革、
ソリューション、
サービスを重視して、複数分野に特化した関係
を築いています。CiscoとIBMはWatson IoTテクノロジーを使用
して、
ネットワークエッジまたはクラウドでIoT分析へのハイブリッ
ドアプローチを可能にするエンドツーエンドプラットフォームを提
供できます。
この共通ソリューションによって、
データ収集点でビジ
ネス・パフォーマンスを分析することが可能になったので、環境、
資産、人材が自分たちのミッションに対して実行している様子を緊
密にモニター、制御できます。
当社のテクノロジーは定義されたビ
ジネス・ルールに基づいて分析評価を行って、修正行動を推奨しま
す。
エッジ・レベルの分析はクラウドのパフォーマンス・モデルの完
成、継続的な学習と運用条件モデルの改善に利用されています。
ネットワーク・エッジでの分析はクラウドに上げるデータ量を減ら
し、送信キャパシティーを解放し、遠隔モニタリングの通信コストを
下げます。
KUKA Robotic: IBMとKUKAはパートナーとしてアダプティブ・ロ
ボティクスで製造運用とプロセスを改善しています。

詳細情報については こちらをご覧ください。

Apache Edgent: Apache Edgentはプログラミング・モデルとマイ
クロカーネル形式のランタイムで、ゲートウェイやフットプリントの
小さなエッジ・デバイスに組み込めるので、
あらゆる種類の機器、
デバイス、センサーから届くデータの継続的なストリームに対して
ローカルでのアルタイム分析が可能です。
これはエッジ分析を活用
するオープンソース・テクノロジーの事例です。
Sierra Wireless Legato® Platform: このプラットフォームはLinux
ベースのOSディストリビューション、ボード・サポート・パッケージ
(BSP)、
カスタマイズされた開発ツール、
プラットフォーム・サービス
で提供される強固なAPIを組み合わせたもので、IoTデバイス上
でのソフトウェア開発を可能にします。
詳細情報についてはこちらをご覧ください。

IBMのミュンヘンIoT Center: この製造関連業界ラボはProject
Intuミドルウェアと6Dビジュアル・コグニション、
さらには機械
学習、
ディープ・ラーニング、強化学習などを利用してコグニティ
ブ製造ロボティクスを展示しています。
さらにWatson Speech
to Text、Watson Translation、Watson Natural Language
Classifierでコグニティブ・スピーチやロボティクスのコグニティブ
保守も利用しています。

Hilscher (Hilscher netIOT Rules CPSに基づいたデジタル・ツイ
ン): これはサイバー物理システムをIBMのインダストリー4.0アー
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キテクチャーのフレームワーク内で、
ルールベースで統合し、
コラボ
レーションするものです。IBM Visual Insightsを活用して、物理デ
バイスとそのデジタル表現の間で双方向に統合します。
Sigfox: これは世界で第一級のIoTサービス・プロバイダーの1
社で、
グローバルな低電力ワイドエリア・ネットワークを提供しま
す。SigfoxはIoTセンサーとクラウドのセキュアな接続に必要なコ
ストとエネルギー消費を下げました。Sigfoxソリューションでは、
長期的に存在するオブジェクトの情報収集、送信に必要なエネル
ギーは少なくなっています。SigfoxネットワークはIBM Watson
IoT™ Platformと互換性があります。SigfoxとIBMの最近の協力
関係で、資産管理と追跡、
インフラストラクチャーのモニタリングと
保守、設備管理などのさまざまなユースケースの実装に成功しま
した。

ABB: ABBとIBMは戦略的なコラボレーションで、ABBのデジタ
ル製品ABB AbilityTMとIBM Watson IoTのコグニティブ機能をと
もに提供して、製造業AI採用を加速すると発表しました。
詳細情報
についてはこちらをご覧ください。

SmartFactoryKL: IBMとインダストリー4.0テクノロジーの学
習、展示工場、SmartFactoryKLはIBMインダストリー4.0リファレ
ンス・アーキテクチャーの全範囲に対応します。IBMが主に貢献し
たのは、
あらゆる異なる機械、ITシステム、
アプリケーションの柔
軟な統合、IBMのAnalyticsやIoTテクノロジーに基づいた全生産
ラインのデジタル・ツイン実現、Watsonをベースとしたコグニティ
ブ・ファクトリー機能の実演です。
エッジや機器に接続されたPSBは、
エッジとデバイス・レイヤー、
そ
の他の現場コンポーネントの間で通信(プロトコル管理、
フローの
調停、
モニタリングとAPIの公開)を標準化します。PSBを通して、
製造現場では一対一の接続の数を減らし、全体的な連結レベルを
減らせるので、
グローバルなソリューションをさらに進化させ、一貫
性を保たせ、
モジュール化できます。

工場現場のミドルウェア:
プラント・サービス・バス

IBM PSBは工場現場とIT部門の間で工場レベルの統合レイヤー
を実装するのに利用されるソフトウェア・コンポーネントです。
これ

IBM Global Markets

は機械、
システム、
プロセス、人間をつなぐサービス指向のモジュー
ル型、非侵入型の接続を可能にします。
ルーティング、変換、調停、
構成、
イベントに基づいたワークフローを提供します。
デバイス独立のデータ・モデルと工場現場データ・モデルに基づい
た工場内のマイクロサービス基盤も提供します。
• 変換と接続: これは統合ロジック、
システム/マシン上で行われ
る、
システムと機械の分断された統合と統合独自ロジックの緩和
のための古典的なサービス・バス機能のことで、保守、
リリース管

理の標準化を可能にします。PSBはさまざまなOPC標準だけでな
く、Modbusなどもサポートしています。

• 構成管理と組み立ての制御: これは自然言語で定義され、製造
計画(非IT)スタッフが検証し、展開できる規則に基づいた工場現場
での柔軟な構成、統合レイヤーと機械レベルのことです。
変更管理
の合理化も可能で、設置しただけで製造可能にするためのもので
もあります。

PSBレベルで展開された製造ルール・ロジック
ルール
構成管理

工場現場の判断ロジック:
•
•
工場現場の
ワークフロー

ルール
構成管理

•

製品種別、優先順位、(再)順序決定

例外状況に対する反応(品質、連続制御)

工場の予測分析ループによる警告の表示

統合判断ロジック:

• メッセージ内容と業務状況(警告、優先順位、例外)に基づいた
ルーティング

トランスフォーメー
ションと接続性

ルール
構成管理

• ビジネス・コンテキスト・メッセージ検証
•

柔軟なメッセージ・コンテンツ強化

エッジ判断ロジック:
•

構成管理、工場現場のデータ・モデルへの保管エリアのマッピング、

•

動的振る舞い制御(警告、信号転送、製品パラメーターに依存した

OT/ITゲートウェイ

•
図9: PSBレベルで展開された製造ルール・ロジック。
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プラグ・アンド・プロデュース

ドライバー・プログラム)

予測分析イベントに基づいた機械の振る舞い制御
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PSBアーキテクチャー概要
エンタープライズ・
アプリケーション
MQTT
ファイル
MQ
MFT

Webユーザー・インターフェイス
運用モニタリング

IBM統合バス製造業パック

製造統合モニタリング

IBM統合バス

MQTT
サーバー
デバイス

OPC
UA
サーバー
PLC

センサー

デバイス

PLC

OPC
クラシック
サーバー
デバイス

センサー

PI
サーバー

PLC

デバイス

センサー

PLC

センサー

図 10: PSBアーキテクチャー概要。

PSBはユーザーが統合サーバーで実行されるビジネス・ルールを
作成できるようにします(図14)。
ビジネス・ルールは、頻繁に発生す
る判断を自動化する方法を決めるポリシーを現場ユーザーが管理
するために用いる自然な手段を提供します。
複雑なビジネス判断の自動化にはデータ変換、
プロトコル・ルーテ
ィング、
プロトコル変換、
メッセージ検証、質の向上、
ダイナミックな
行動制御など、製造レベルでさまざまな応用があります。

IBM Integration Bus Manufacturing PackはIBM Integration
Bus上に構築されていて、製造業のアプリケーションをサポートし
ます。
IBM Integration Bus Manufacturing Packは以下の機能を提供
します:
•

•

•

開始するにはこちらをクリックしてください。

•

•

OPCサーバーのIBM Integration Busアプリケーションとの統
合。
PIサーバーを利用した、
データ・ソースのIBM Integration Bus
アプリケーションとの統合。
サービスのパブリッシュ/サブスクライブを可能にするために
MQ Telemetry Transport (MQTT)接続プロトコルの利用。
デプロイしたメッセージ・フローのステータスに関する情報の
可視化。

PSBは製造プロセスとシステム接続のデジタル変換を可能にし
て、工場現場システムを30%高速に、25%効率的に提供しま
す。
プロセス自動化を加速し、手作業の95%以上、
カスタム・アプ
リケーションの90%を不要にします。

IBM Global Markets

エンタープライズ・レベル

エンタープライズ・レベル・ソリューションは低レベルが提供するあ
らゆる情報を分析して、可視化、分析のための情報ストレージを提
供します。
エンタープライズ・レベル・ソリューションとして、IBMは
パートナーと協力して、
フィールド・プロトコル、
リアルタイム高精度
室内ローカライゼーション・ソリューション、機械スキャンに対する
高度なタグ機能、強化現実による対話形式の表示を提供します。
IBMの製造業向けEAMソリューション・スイートにはさまざまな機
器や、最終ユーザーにアプリを提供する製造分析ソリューションが
含まれています。
これらは、複数の展開モデルで提供される製造お
よび製造業ユースケースにフォーカスしています。
このスイートはワークフロー、
コンテキスト、環境からのさまざま
な情報を分析して、品質を上げ、運用と意志決定を強化すること
で、工場バリュー・チェーン全体でのコスト削減と運用効率を高め
ます。

インダストリー・アプリケーションは主として製造ディレクター、
工場長、OEEマネージャー、製造オペレーター、現場エンジニア、
技術者向けのものです。

このソリューション・スイートは、製造品質インサイトと製造最適化
を通じ製造の変革を可能にします:

• 製造品質インサイトはIoTとコグニティブ機能を利用して、問題を
検出、通信し、自己診断するので、企業はそのパフォーマンスを最
適化し、不要なダウンタイムを避けられます。
• 製造最適化は、
ワークフロー、
コンテキスト、環境からのさまざま
な情報を分析して、品質を推進し、OEEを改善し、稼働時間を
増加させ、運用と意志決定を強化することで業務の確実性を向
上します。

IBMのエンタープライズ資産管理ソリューション・スイート
資産の最適化

運用の最適化

計画外ダウンタイムの削減

工場KPIの改善

予知保全

品質最適化

• 保守戦略の規定

• スクラップを減らし、歩留りを増やす

• 資産の故障の予測
• 保守スケジュールの最適化

ヘルス・インサイト

• 資産の健康状態とパフォーマンスを分析
• 修理時間の削減

• 資産利用率の増加

図 11: IBMのEAMソリューション・スイート。

• 製品、
プロセスの品質改善

生産最適化

• OEE最適化

• スループット最適化
• 廃棄物をなくす
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IBMのIoT、AIソリューション・スイート
IBM Watson IoT
Platform
IoTデータを接続、
分析

IBM Maximo
コアのエンタープラ
イズ資産管理

IBM Maximo APM
IBM Maximo
APM – Asset
Health
Insights
IBM Maximo
APM – Predictive
Maintenance
Insights
IBM Maximo
APM – Equipment
Maintenance
Assistant
保守管理と計画、
予測保守、保守技
術者のインサイト
などの資産パフォ
ーマンス管理

IBM Maximo
MRO Inventory
Optimization

IBM Maximo
Production
Optimization

MRO(保守、修理、
運用)在庫管理

生産管理

IBM IoT Platform

図 12: IBMのIoT、AIソリューション・スイート。

IBMのEAMソリューション・スイートはさまざまな分類の分析を活
用します:

• 機械学習(ML)は分析モデルの構築を自動化します。
ニューラ
ル・ネットワークの手法を利用します。
共通アプリケーションには
イメージや音声の認識が含まれています。

• イメージ分析は、画像やビデオの認識でパターン認識とディー
プ・ラーニングに依存しています。
機械でイメージの処理、分析、
理解ができたときは、
イメージやビデオをリアルタイムにキャプ
チャして周辺環境を解釈します。

• 音響分析により、企業は工場と作業の音を使用して、異常や欠陥
を自動的に検出し、製品品質の問題を特定できます。
• テキスト分析は非構造化テキストから高品質の構造化データを
導くものです。
テキスト分析を使う理由は、非構造化データ・ソー
スから製品や装置、製造手順記述に関するさらなるデータを抽
出するためです。

IBMとRed Hat®はインダストリー4.0用のハイブリッド・マルチクラ
ウド・プラットフォームの提供にも活用できます。
IBMのインダストリー4.0は、
エッジ、
プラント/工場、
エンタープラ
イズという3つのレベルを明確に定義して、
その3つすべてに機能
を展開、移動できるようにして、現在の難問や将来のニーズに対応
します。
さらに、現在の機能はおそらくオンサイトへの展開を必要
としていますが、時の経過につれて、
その機能は専用クラウドや汎
用クラウドに進化するものと、
このアーキテクチャーは仮定してい
ます。
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エンタープライズ・レベルでは、
エンタープライズないしは業界特有
のアプリケーションが資産管理、保守管理、OEE制御や予知保全
などのさまざまなニーズに合わせて展開できます。
これらの機能で
はソリューションの一部を現場レベルにインストールする必要があ
るかもしれません。
異なるクラウド・モデルとローカルITをハイブリッド・モデルで組み
合わせて、
エンタープライズ・レベルのアプリケーションのインフラ
ストラクチャーをサポートすることになるかもしれません。
ハイブリ
ッド化のレベルをプロジェクトの初期に決定することが重要です。
IBMとRed Hatは協力して、次世代ハイブリッド・マルチクラウド・
プラットフォームを提供します。
オープン・ハイブリッド・クラウド技
術のパワー、柔軟性とIBMのイノベーション、業界専門知識のス
ケール、深さを組み合わせることで、
インダストリー4.0プロジェク
トを行う企業は両社の最上のツール、人材を活用することができ
ます。

すでに触れましたが、
ハイブリッド化のレベル選択とは、
エンタープ
ライズの制約、管理や運用上の考慮、
レイテンシーとパフォーマン
ス要件、
データ・プライバシー制約のバランスをとることです。
デー
タ維持などの重要項目のコストも考えることになります。

IBMはクラウド展開モデルに関しては柔軟です。
エッジまた
は工場現場(オンプレミス)にインストールされたコンポーネ
ントに加えて、当社のクラウド戦略はRed Hat OpenShift®、
Docker、Kubernetesテクノロジーを活用して、
クライアントと
IBMコンポーネントがあらゆるところに展開できるようにし
ます。IBM Cloudだけではありません。

IBM Cloud Private (ICP)とOpenShiftは、
オンプレミスまたはク
ラウドベースのコンテナ化されたアプリケーションの開発、
デプロ
イ、管理向けのオープンソースのコンテナ・アプリケーション・プラ
ットフォームです。
このコンテナ管理の統合環境にはコンテナ・オー
ケストレーターKubernetesだけでなく、
プライベート・イメージ・リ
ポジトリー、管理コンソール、
モニタリング・フレームワークも含ま
れています。
すでに論じたように、多くの組織のトレンドはハイブリッド・クラウ
ド・アプローチへの移動です。IBM Cloud PrivateとOpenShiftが
そのニーズに応えます。
さらにIBMとRed Hatは力を合わせて、
ア
プリのモダナイゼーションとクラウドネイティブな開発を加速する
ことを発表いたしました。
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三層の図解

IBMのIoTミュンヘン本部に展示されたこの業界ショーケースは
BMW、KUKAと共同で設計されました。
原理は以下の通りです:

工場レベルの図解:
音響分析ユースケース

•

生産ラインの保守はすぐに行わなければならないためコストがか
さみます。
資産の最高パフォーマンスを保つのには保守時期がわ
かることが重要です。
音響分析によって、機器の状態に耳を傾け
て、故障をすばやく検出し、保守を促せます。
それは風車や電車、
リ
フトやエレベーターから、大きな産業機械まで多くの分野の装置産
業に適用されます。
音響分析は工場の機器やデバイスに
「耳を傾け」
て、
「聞いている」
ノイズの異常を検出することで故障していないかどうかを判断し
ます。
このコグニティブ・アコースティックIBMアプリケーション
は、Watson IoT Platform上のサービスとして提供されます。
機
械学習が異常を検出するための音のナレッジ・ベースを構築しま
す。
強化されたモバイル・ソリューションと組み合わせることで、
こ
のサービスの機能を工場現場レベルで利用できます。

エッジ・レベルの図解:
画像検査ユースケース

機械学習は自動車車体のドア・ハンドル組み立てプロセスの画像
検査も可能にします。
現在、
メーカーは複雑な画像検査過程に伴
うリスクの高い難問に直面しています。
それぞれのメーカーで多数
の検査員、
オペレーター、
エンジニアが必要です。
彼らは数百の欠
陥を突き止めるための繰り返しタスクという負荷を抱えています。
これにより、主要なプラントの人件費、検査の正確性と一貫性の問
題、従業員のトレーニングの必要性、
および危険区域での検査の潜
在的な健康問題が生じます。

Watson IoTエッジAIコンピューティング専用の目と耳
専用の目
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3.エッジ・ゲートウェイがWatson
が教育したモデルを利用して品質を
チェックする。
運用データはクラウドには送信されない
Visual Insights @Edge

1.Watson IoTに対す
る、良品、不良品の
外観、音がどんなも
のかの教育

2.Watsonはモデル
をエッジ・ゲー
トウェイに送信

製造/品質テストの組み立てライン

Audio Insights @Edge

図 13: Watson IoTエッジAIコンピューティング専用の目と耳。

Watson IoT

•
•
•

機器ラインからデータを収集して、
リアルタイムのインサイトとス
コアリングを取得する。
精密な予測と初期警告によって問題が発生する前に防止する。
段階的な手順の修理指針でパフォーマンスを改善する。
機器の利用を継続的に最適化するために推論学習システムを
適用する。

目視検査システムは機械学習アルゴリズムに基づいたもので、不
純物/高コントラスト領域、ジオメトリーの検出と確認、異常な材質
感や領域の検出、色/輝度の特徴抽出と確認など、多数の目視検査
パターンを活用して、品質欠陥を判断します。
(このシステムで検出
可能なものの例は、
ブレーキ・キャリバーの欠陥、車体工程や塗装
工程の欠陥ないしは損傷、部品の変形、予備部品のこぶ、
ダッシュ
ボードの引っかき傷などです。
)
IBMソリューション・スイートの目視検査機能は機器ラインやロボ
ティクスに内蔵されています。このショーケースでは、新型BMW
5 Seriesのドア・ハンドルに対して、Watson Visual Recognition
Serviceを利用して製造時の欠陥を検査しています。

ロボティクスの運用上の可用性がきわめて高く、生産に影響しない
ことも確かめたいと思っています。
機器ヘルス・スコアカードによってオペレーターはプロセスを制御
します(ロボットのヘルス・スコアは予測保守統計モデルで計算さ
れます)。
プロセスの最後の段階で、保守技術者がモバイル・アプリで予測保
守警告を受信します。自然言語処理と現場文書に基づいた文脈分
析を利用した会話で、技術者は解決策に導かれます。
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工場現場レベルの図解: Heartbeat Car
Manufacturingユースケース
Heartbeat Car ManufacturingはOEM向けに開発した資産兼IP
の一例です。
これによって複数工場での自動車生産活動をグロー
バルにモニターできます。
アプリケーションは、製造プロセスの状態
に基づいて調整された一群のKPIを元にしています。
数カ国に配置された組み立て製造業のプラントを管理できます
し，セキュリティー・リスク評価、調達の問題やOEEの偏りの典型的
な根本原因なども表示します。
ドリルダウン機能を用いて、
プラン
ト・マネージャーや製造マネージャーは偏りの原因を調べたり、問
題を軽減するための処方箋にアクセスすることができます。

コネクテッド・マニュファクチャリング・
ハートビート・アプリケーション
運用パフォーマンス

人材

調達最適化

予測されるリスク

保守と信頼性

セキュリティー

エンタープライズ・レベルの図解: OEEユー
スケースの増加

このアーキテクチャーでは、OEEコンポーネントはプラントが潜在
的なスループットを達成するのを支援します。
このアプリケーション
によって、工場長、工場エンジニア、工場保守エンジニア/スー
パーバイザー、
プロセス・エンジニア、品質エンジニアは、工場の目
標を達成する際の自己の役割を支援してくれる独自の、関連性の
ある、予測的、規定的なインサイトを取得できます。
• 工場長は目標の生産数を満たすように調整します。
失われた生
産性に寄与する要素を可視化する必要がありますし、下流工程
に与える潜在的な影響も評価しなければなりません。

• 保守エンジニアは、保守タスクがタイムリーに実施しながらも、
プラントの稼働を邪魔しないようにしなければなりませ
ん。OEEコンポーネントは機械の問題を予測して、保守タスク
に優先順位を付け、修理に最適なときを推奨してくれるものと
期待されています。
その結果として、保守エンジニアが予定通り
に必要な保守タスクを実施できるように支援します。
• プロセス・エンジニアは異なるプロセスの歩留り、効率、相対的
な変数を気にしています。
とくにOEEコンポーネントのいろい
ろなプロセス、機械のプロセス・パラメーター、
プロセス・サイク
ル・タイム、KPIを重視していますが、
これらは比較、分析でき
ます。

• 品質エンジニアはスクラップやリワークを減らすのが仕事で
す。OEEコンポーネントはプロセスの変動や品質上のミスを早
期に警告して、品質エンジニアが問題に対応して、
スクラップや
リワークを減らすのを助けます。
次ページの図15をご覧ください。

運用パフォーマンス

調達最適化

保守と信頼性

到来するサプライ
ヤーの品質
歩留り

スクラップ / リワーク
最初から適切

品質

スケジュール通りの配送

人材

予測されるリスク

資産稼働率

セキュリティー
デバイス
データ
モバイル
クラウド

LOW
LOW

エネルギー・パワー・ダウン

LOW
健康と安全

IBM Watson IoT

社会の雰囲気

運用リスク

サイバー・セキュリティー

マニュファクチャリング・ハートビート用のIoT

GISC Nice-Paris

図14: Connected manufacturing Heartbeatアプリケーション。
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工場のキーマネジメントにおけるIBMの
エンタープライズ・レベルソリューションの優位点

プラント・マネージャー
OEEの制約を明確化する。

プラント現場の潜在的な制約を発生
前に正確に指摘する。
プロアクティブに行動する。

ME/スーパーバイザー
予測保守と保守タスクの優先順位付
けを推進する。

予測保守警告で
「修理に最適な時期」
の推奨を最適化する。
狙いを定めた
保守でダウンタイム・ゼロを目指す。

行動とパフォーマンスをリンクする

機械、
ライン、
プラント・レベルで計算され
た予測OEEを運用効率改善に向けたあら
ゆる行動とリンクする。

図 15: 工場のキーマネジメントにおけるIBMのエンタープライズ・レベルソリューションの優位点

プロセス・エンジニア
プロセスを最適化する。

プロセスとパフォーマンスのエラーを
突き止める。
プロセスとパフォーマンス
の履歴データを可視化して、根本原因分析
を行う。
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OEEを通して、異なる保守戦略を適用できます。
それぞれの戦略
で、適切な機器に適用したときのメリットは異なっていますし、間違
ったものに適用するとコストが高くなります。
• 反応型の保守は、
すでに壊れてしまった機器の回復に集中し、
故障部品、
コンポーネントを交換、修理して通常の運用状態に
戻します。

• 予防保守は時間経過(特定の日数の経過や利用時間、利用サイ
クル数など)に基づいた検査(テスト、測定、調整、劣化や部品交
換の記録)に集中します。
保守対象の資産の実際の利用率は考
慮しません。

• 状態ベースの保守は資産の実際の状態を用いて、
パフォーマン
スの低下や近づいている故障の兆しを示す何らかの指標に基づ
いてのみ保守を指示します。
状態データは非侵入性の測定、目
視検査、
パフォーマンス・データ、一定間隔ないしは継続的なテ
スト(機械の内部にセンサーがある場合)で収集できます。

• 予知保全は高度なアルゴリズムで機器の利用方法や動作してい
る環境のパターンを探して、センサーから得られたデータを既知
の過去の故障と関連づけます。

予測保守が効果的に働くと、保守は必要なとき、
つまり故障が起き
る直前にのみ実施されます。
資産の危険な状態に関するいくつか
の基準は、保守戦略適用の是非を判断するときに評価しなければ
なりません。
一般に、機器がスムーズな生産プロセスや保守コスト
の最適化に重要であるほど、予測保守によって維持しなければな
らないビジネス・バリューは高くなります。

保守方法の仕様は関連分析モデルを構築してから再評価すべきで
す。
分析結果は特定の資産がどれくらい適切に維持されているの
か、判断する一助になります。
特定機器の分析モデルの評価では以下がわかります:
•

•

•

保守スケジューリングの予測係数を変更したときに直接
的なメリットがない;

モデルが十分に正確で、保守コストと予定外のダウンタ
イムを減らせる(予測係数を利用した保守スケジュールが
正当化できる);
十分なデータがない。

IBM Global Markets

インダストリー4.0セキュリティー

製造におけるセキュリティーは複数の要素に影響を受けます。
一
方では、OTに接続されているITはサイバー攻撃に対抗できるよう
には設計されていないかもしれません。
もう一方では、IIoTプラッ
トフォームに統合されている製造機器はセキュリティー原則に従
った設計になっていないかもしれませんし、セキュリティー制御を
備えていないかもしれません。
製造工程にあるIoT対応のデバイス
はさらに攻撃が行われたときに守られていませんし、
クライアント
のOTインフラストラクチャーでは判断が難しい関連リスクがありま
す。
図16に脅威と潜在的なセキュリティー手法を詳細に示します。

OT環境内のセキュリティー

一般的な工場現場はITとマルチベンダー製造装置が混在してい
ます。ISA95制御階層モデルはシステムの相互依存、
モジュール
型と既製品エレメントの組み合わせを示しています。
データ・セン
サーに比べると、セキュリティー制御が存在せず、ISO 27001に匹
敵する標準はありません。

ISA95制御階層

レベル4

ビジネス・プロセスと
生産スケジューリング

レベル3

運用情報と生産制御

レベル2

モニタリング、監視、警告管理、
オートメーションその他。

レベル1

プロセス制御、直接制御、
システム制御

レベル0
工場現場
図 16: ISA95制御階層。
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脅威の全体像はOT装置、工業ネットワーク、機器を操作する
人、OTに接続されたIT、IoT対応のデバイスで構成されていま
す。
脆弱性管理、
アイデンティティーとアクセス制御、未使用の機
能はセキュリティーを確立して、OTインフラストラクチャーにセキ
ュリティー・インサイトを得るためのユースケースです。
レベル1の
専用セキュリティー・アプライアンスによって工業ネットワークへ
のアクセスが可能になります。
セキュリティー情報とイベント管理
(SIEM)システムが監視を可能にして、成熟度向上を支援します(図
17を参照)。
適用される場合には、IT環境で利用されているさらなるセキュリ
ティー制御も用いられます。
人と機器のアイデンティティーとアク
セス管理、制御レベルの分離、機能運用内の機器ないしはデータ
保護にはサイバー攻撃とリスクの緩和に直面する可能性がありま
す。
いずれにせよ、OTセキュリティーは製造現場部隊とITセキュ
リティー部門の共同作業です。

運用ネットワーク:
産業制御システム
/SCADA、
ヒストリアン、
HMI、PLC
現場レベル:
PLC、
センサー、
アナログ・プロトコル

一次セキュリティー・ターゲット:

IT

OT

データ機密性

信頼性と安全

インダストリー4.0
図 18: IT/OTのインダストリー4.0への進化。

インダストリー4.0はエンドユーザーを機械データと併合して、機械
対機械の通信を可能にするので、
コンポーネントは生産を自律的
に管理できます。

SIEM QRadar for IT/OT
全社IT:
ネットワーク、
ホスト
のセキュリティー・データ

IT/OTのインダストリー4.0への進化

データ・
ソース
業界

プロトコル
を含む

セキュリティー・
インテリジェンス
優先順位付
けされたイ
ンシデント

インシデ
ント対応

図 17: SIEM QRadar for IT/OT。

インダストリー4.0のセキュリティー

次のレベルの産業革命、
つまりインダストリー4.0は、相互運用
性、情報の透明性、技術的支援、自律性、分散判断など別の設計原
理に従っています。
これは柔軟なシステムで、機能はハードウェア
に固定されず、
インフラストラクチャー全体に広がっています。
これ
らの新システムでは、内部通信がアーキテクチャー・レベルをまた
ぐのが観測されます(ISA95制御階層の図16を参照)。

OT環境とは異なり、
インダストリー4.0はセキュリティ問題を追加
導入します。
まず、セキュリティー操作は、遠くまで及ぶ需要を反映
して、
デバイスからプロセス・ビューに変更する必要がありますし、
アーキテクチャー全体で類似のセキュリティー制御が必要です(た
とえばアイデンティティーとアクセス制御)。
分散された、相互運用
可能なインダストリー4.0アーキテクチャーは接続を追加するの
で、
モニタリング労力も増加します。
既存のレガシー・システム、脆
弱性のあるコンポーネントまたはセキュリティーの弱いプロトコル
はどれもセキュリティー運用を危険にさらします。
一般的に、複数国の施設に分散したインダストリー4.0インフラス
トラクチャーは無数のサイバー攻撃に直面します。
工業制御システ
ム、IoTゲートウェイ、センサー、
アクチュエーターはIBM Security
では現在もっとも危険と判定されています。
生産停止から機器や
スタッフの重大な被害まで、攻撃の影響が大きいとすると、
この問
題に最大限の注意を払う価値があります。

IBM Global Markets

インダストリー4.0インフラストラクチャーのセキュリティーのベス
ト・プラクティスは、ポリシー、組織、
テクノロジーを組み合わせるこ
とです。
精選のベスト・プラクティスを次の表に示します。

インダストリー4.0セキュリティーのベスト・プラクティス
セキュリティー・ポリシー

組織の慣行
レベル4

ビジネス・プロセスと
生産スケジューリング

レベル3

運用情報と生産制御

レベル2

モニタリング、監視、警告管理、
オートメーションその他。

レベル1

プロセス制御、直接制御、
システム制御

レベル0
工場現場

技術上の慣行

図 19: インダストリー4.0セキュリティーのベスト・プラクティス
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ポリシー
• 脅威とリスクの評価: 継続的な努力で製造業に対する
サイバー攻撃と関連リスクを分析する
• セキュア・バイ・デザイン本質的な指針

組織
• ライフサイクル管理: さまざまなサードパーティーから導入
した導入時期の異なる複数のデバイスを管理する
• インシデント対応: 起きるのが避けられないインシデントの
解決に対応する準備をする
• 脆弱性管理: インダストリー4.0インフラストラクチャー全体の
脆弱性を管理し、
それを取り除く
テクノロジー
• 以下のセキュリティー制御はIT分野ではよく知られているが
インダストリー4.0インフラストラクチャーで全体に
利用できるわけではありません
• セキュリティー・モニタリング
• データ・セキュリティー
• インフラストラクチャー・セキュリティー
• アイデンティティー/アクセス管理
• ソフトウェア/構成管理
現在の産業環境でOTセキュリティーに対応する企業はインダスト
リー4.0が必要とするセキュリティーでの経験を活用できるでしょ
う。IBMは、セキュリティーのベスト・プラクティスを開発している
Industry 4.0 Security Workgroupに参加しています。

展開モデル

コンポーネントはエッジ、工場現場、本部IT、IBM Cloudレベル
のどれにでも展開できなければいけません。IBM Cloudに関し
ては、PaaSを提供して、IBM IoT Platform上でアプリを構築、実
行、管理するツールチェーンを開発しています。Cloud Foundryと
Dockerオープンソース・テクノロジー上に構築されていて、
アプリ
をクラウド上ですばやく作成、展開、管理する開発者向けの場所と
して機能します。
根底のインフラストラクチャーの取り扱いは不要
です。
どんなイベントでも、
クラウドのハイブリッド化レベルは機能
要件、非機能要件に基づいて決定する必要があります。
アーキテク
チャーの物理的な展開は常にコスト(ストレージ、ボリューム、SLA
など)と機能のトレードオフです。
IBMはマーケットに認知された主要なインフラストラクチャー・
テクノロジーを活用しているので、
クラウド展開モデルに関して
はきわめて柔軟です。
エッジまたは工場現場(オンプレミス)にイ
ンストールされたコンポーネントに加えて、当社のクラウド戦略

はOpenShift、Docker、Kubernetesテクノロジーを活用して、
クライアントとIBMコンポーネントがあらゆるところに展開でき
るようにします(IBM Cloudだけではありません)。
当社顧客の多
くがハイブリッド・クラウド手法をとるようになってきたので、ICP
(IBM Cloud Private)はDockerとKubernetesを活用しています。

実現方法

デザイン思考とGarage Methodですぐに
開始

IBM Cloud Garage™ Methodは、
エッジからプラント、本部ITまで
のソリューションを営業、開発、運用部門が継続的にデザイン、提
供、検証できるようにするIBMの手法です。
やり方、
アーキテクチャ
ー、
ツールチェーンが、発端からユーザー・フィードバックの捕捉、
そ
れへの対応まで、製品ライフサイクル全体に対応します。

IBM Cloud Garage Methodは業界標準、製造業専用の分析、納品
サービス、
デザイン思考などの資産を組み合わせて、多くのデジタ
ル製造変革に成功してきました。IBM Cloud Garage Methodは最
初の概念実証(PoC)をすばやく提供するためのものです。

最初の実用最小限の製品(MVP)ないしは
パイロットの開発

最初のMVPないしはパイロットは優先順位が一番高いユースケー
スから導かれるものでなければいけませんし、
データ準備活動(す
なわちIT/OT戦略レビュー、
データ・ソース評価、セキュリティー問
題)の結果でなければいけません。
MVPはしっかりしたアーキテクチャー基盤に基づいていなければ
なりません。
このゴールに到達するためにIBMはボトムアップ手法
をお勧めします: ユースケース開発を開始する前に、工場現場とエ
ッジ分析レベルにすべてのミドルウェアをインストール、展開しま
す。
この手順は前提条件と考えなければなりません。

手法はアジャイルを保ち、
インクリメンタルな反復プロセスを用い
なければなりません。
おそらくは生産可視化、
データ・モデリング、
サードパーティー統合などのユースケースから開始することになり
ます。
ロードマップと慎重なプロジェクト計画によって顧客がユー
スケースの順序を決めるのを当社はお手伝いします。MVPまたは
パイロットを実装するために、IBMは顧客に当社のMVP製品手法
の活用を提案します。

IBM Global Markets
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実用最小限の製品手法の概要
バリューとユー
スケースの定義

データ/コンテ
ンツの探索

分析手法の開発
仮説の評価
セマンティックモデル/行動
モデルのデザインと開発
分析ツールと手法の評価

分析アプリケーションの開発

ステージ内
およびステージ
をまたいだ繰
り返し

データ・コンテンツ・
ディスカバリー

3〜4週

管理、ガバナンスの設定
結果の分析と
システムの利用

モデルと表示レイ
アウトの開発
3〜4週

注記：データとモデルの複雑さに基づいたプロジェクト推定。従来の手法では2〜3
年ですが、このアプローチでは3〜6カ月かかります。

パイロット
によるバリュー実証

3〜4週

トップ・ダウン(ビジネ
ス・ユースケース主導)

ボトム・アップ
(データ環境主導)

図 20: 実用最小限の製品手法の概要。

最初のMVPとミドルウェアを配置したら、
それぞれのユースケース
を分析し、以下を評価する労力をかけなければなりません。1)
データフロー変換を設計するのがどれくらい複雑か、2) アルゴリ
ズムのモデリングの複雑さ、3) ダッシュボード開発がどの程度難
しいか。

これらの活動を加速するために、IBMのIoT、Watson AIソリ
ューション・スイートの産業界向けアプリを活用して、適用範囲を
評価して、
どのユースケースを実装するのか、判断することをお勧
めします。
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可能な限り早期に開発プランの詳細を調べるために、非機能要件
分析も最初のMVPの間に行わなければなりません。
エッジ、
プラン
ト、
エンタープライズ・レベル間で異なる展開シナリオに関連する
判断プロセスをサポートするので、
この分析はきわめて重要です。

これに関して、IBMは製造可視化、
データ・モデリング、
サードパー
ティー統合の三つのユースケースが最初のMVPの間にアーキテク
チャーを確立するための主要な入力だと考えます。

これに関して考えなければならないのは:

最終ユーザーの視点から最小限、
このアーキテクチャーでできなけ
ればならないのは:

•

•

•
•

高可用性と回復力のあるアーキテクチャーのレベル、
つながった工場現場で要求されるセキュリティー標準、
プラントや本部レベルで低レイテンシーなプラント・ローカル/製
造分析と強力な機能(データ・レイク)の選択。

ロードマップのデザイン: 展開のプロジェ
クト手法

最初のMVP実装と提供の後、
コア・アーキテクチャー基盤(つまり
スケーラビリティーとパフォーマンス管理の評価)が配置されると
仮定されます。
主要なアーキテクチャーの判断は検証して、文書化
しておかなければなりません。

•

機器とシステムの健康状態をモニターして
データを可視化して、
オペレーターに警告する。

ソリューションの視点から、
できなければならないことは:
•
•

•
•

•

出力デバイスから高品質のデータを取得すること、
パフォーマンスに関して、強固なセンサー、
エッジ機能がある
こと、
フローが確実にPSBを経由するようにすること、
エッジ、
プラント、本部ITの間に標準化したインターフェイスの最
小群を公開すること、
開発を高速化する実行可能なパターンベースの手法で理想的
な運用をすること。
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その後で、次の段階として順次、別のユースケースを実装できま
す。
ロードマップとプロジェクト手法の例を図21に示します。

ロードマップ: 展開のプロジェクト手法を図示
目標となる運用モデル

初期活動

• 影響を受ける製造/プラント
/IT部門へのインタビューと
ワークショップの実施

ジャーニーの実施 - ジョイント・ビジネスとIT活動群を優先順位付けして、最善のビジネス・バリューを実現する

• ユーザー要件の収集

• ビジネス・ユースケースの
明確化と優先順位付け

• 上位5つの明確化されたユ
ースケースについて認めて
もらうとともにビジネス・
ケースを承認してもらう

フェーズ1
ユーザー・ニーズ
を定義して、ユー
スケースを明確化
する

フェーズ2

スコアリングと
優先順位付け
1

コンセプト
実証の完了

ユーザー要件

開発された
ロードマップ

2

• ユーザー要件文書の最終化

アーキテクチャー文書
3

プログラム提供

展開計画とイ
ネーブルメン
ト

バリュー管理
4

• 現状の評価を行い、ユース
ケースから導かれる目標参
照アーキテクチャーを定義
する
• タイムリーに順序付けした
ロードマップの開発

• 実用最小限の製品(フェーズ
1)を実施する。すばやく、
正確なデータ可視化機能を
証明する

アイデアのレビュー

ワークショップとア
ーキテクチャー探索
を理解する

業務部門とのスコア
リング・ワークショ
ップ
予備的なビジネス・
バリューの文書化

• 補助ビジネス・ケースとア
ーキテクチャーの決定で、
フェーズ2の計画を開発す
る

プロジェクト
評価PDC実施

実証済のビジネス・
バリューとアーキテ
クチャー

イノベーション・チーム

要件明確化

図 21: ロードマップ: 展開のプロジェクト手法を図示します。

要件最終化

選択された
プロジェクト

提供されたプロジェ
クト
測定結果と予測され
たバリューの追跡

展開チーム
戦略的ガバナンス

役員会

組織変革管理の一
環としての継続的
な状態モニタリン
グと評価

提供された
プロジェクト

ガバナンス・
フェーズのゲート

運用ガバナンス
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探索とイノベーション: ユーザー中心のデ
ザインとDevOps工場

探索とイノベーション: ユーザー中心のデザインとDevOps工場
ユーザー・ケー
スのFR & NFR

製品バックログ

ジョイント・ガレージ・チーム

プロトタイプ

イノベーションと
自由な思考

デザイン
思考文書

スケッチ、
ストーリーボード

MVP製品手法

アーキテクチャ
ー・パターン

MVP + 基盤
ジョイントDevOps
工場チーム

DevOps工場
(共同開発)

UC 1: 生産可視化
UC 2: データ・モデリング
UC 3: サードパーティー統合

図 22: 探索とイノベーション: ユーザー中心のデザインとDevOps工場。

Garageでは、IBMはユーザーのストーリーを定義し、方法論、
デザ
イナー、設備という三つの主要コンポーネントを通してプロトタイプ
を行うことに集中します。
•

•

•

当社のデザイン思考方法論は、
ユーザー・ストーリー、ペルソナの
サービス、
ユースケース、
プロトタイプを効率的に定義します。
経験豊富なエンジニア、
デザイナー、
ユーザー・エクスペリエンス
専門家が内容の専門家と相談して、
それぞれのユーザー・ストー
リーとプロトタイプを開発します。
当社の専用施設エリアでは、
デザイン思考ワークショップとプロト
タイプ関連の活動を効率的に実施できます。

Garageをさまざまなプロジェクト・チームや専門家が利用して、
ブレ
インストーミング、思考、開発などの製品バックログに対応します。

IBM Architecture Center
アーキテクチャーの詳述、
デザイン・プロセスを高速化するために
IBMは独自知的財産を活用することを提案しています。
IBM Architecture Centerは、当社の専門家チームの顧客との
対話を元にした参照アーキテクチャーを提供します。
このソリュー
ションとそれぞれのアーキテクチャーの事例がアプリケーショ
ンを構築、拡張、展開するためのロードマップを提供します。
IBM Architecture Center の詳細情報についてはこちらをご覧く
ださい。

参照アーキテクチャーはソリューションのテンプレートで、一連の実
施方法、
サービス、
ツールを利用しています。
参照アーキテクチャー
は顧客のユースケースを活用していて、
オープンな工業標準を元
にしています。
実装は、提案したサービス、
ツールチェーンを用いて
コード・サンプルを拡張、構築、展開、管理する方法を示します。
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図 23: インダストリー4.0アーキテクチャー・パターン。

まとめ

IBMには、工業界の顧客がインダストリー4.0テクノロジーの最善
の実装を実現するのに必要なあらゆる機能、事例、方法論、機能
上/技術上の専門知識が揃っています。

IBMのベスト・プラクティスは、長期的な戦略パートナーシップを構
築して、
そこで将来的にIBMと顧客が共同でプロジェクト、
プログ
ラム、運用管理を行うことです。

ソリューションの観点からは、IBMは物理的な機器、製造システム
に関しては関知せず、中立を保ちます。
マーケットがすでに展開して
いるさまざまなシステム、機器、
プロバイダーの標準化を支援でき
ることを、IBMは実証しています。
工業マーケットのコンテキストでは、IBMは戦略パートナーと
して業界屈指のソリューションと専門知識を提供し、複雑なパート
ナー・エコシステムを管理し、
グローバルでもローカルでも顧客ジ
ャーニーの各段階をサポートできます。
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付録とユースケース

ケース・スタディ: 架空の現場のトランスフォーメーション

ある架空企業、Smart ManDevFactoryでは、
デジタル・トランスフ
ォーメーション・コンポーネントを活用して、製造パフォーマンスと
効率を向上するプログラムを入手しました。
これはビッグデータ、
分析、
コグニティブ技術など一群の破壊的テクノロジーを活用し
て、実現します。

全体的な活動はDigital Factory Industry 4.0という名前の新エン
タープライズ・プログラムの作成によって進められます。
製造レベル
でのデジタル・トランスフォーメーションの主要な目的は、全世界
ベースでロードマップの各段階をサポートできる主サプライヤーを
設定することでした。
Smart ManDevFactoryはプロセスとベスト・プラクティスを協調さ
せ、営業活動をセキュアにし、革新的テクノロジーを全世界の生産
拠点に配布することを望んでいました。

ジャーニーを身軽に始めるために、IBMとSmart ManDevFactory
はデザイン思考ワークショップを行いました。
ワークショップには、
イノベーションとアイデアソン・セションが含まれています。
これは
Smart ManDevFactoryの社員に分析、
コグニティブ・ソリューショ
ンの最新マーケット・トレンドをIBMの視点や最新の展開を含めて
知らせる目的にあてられました。

図 24: デザイン思考空間。

Smart ManDevFactoryの業界に対応するいくつかのソリューショ
ン、
さらには参加者にインスピレーションを与えられるかもしれな
い隣接業界のものが示されました。
このセションに続いて、対話形
式の実習で、ペルソナ法を活用し、IBMのデザイン思考フレーム
ワークから精選した実習問題でSmart ManDevFactoryの弱点発
見に集中しました。
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定量的な成果をすばやく可視化するために、Smart
ManDevFactoryは企業レベルで明確になった現場のデジタル・チ
ャンス一覧から抽出した三つのMVP(実用最小限の製品)を開始す
ることにしました。

て、ほとんどの情報をリアルタイムにPLCが管理する機械から取得
します。
可能な限りソースに近いところで活動を実行すべきことが
望ましいときには、変換、
フィルタリング、分析の最初のレベルがエ
ッジで行われることがあります。

Smart ManDevFactoryが期待していた技術的な提案は、独自プラ
ットフォームに基づいて、現在と将来のユースケースに対応し、
ローカルにミドルウェアをインストールする可能性で現場レベルの
ニーズに応えられるものでした。

それぞれのプラントの内部で、
サービス・バス(プラント・サービス・
バス、
またはPSB)がIIoTゲートウェイやSCADA通信で、
ローカル
の活動と物理環境との接続を調整しています。
つまりPSBは両側
(OTとIT)から見えていて、
ローカル・アプリケーション、MES、製造
プロセスに関係するあらゆるアプリケーションで情報を拡充して
います。

MVPは、ManDevFactoryが統合IIoTソリューション(Industrial
IoT)で対応したい典型的なユースケースを示しています。

Smart ManDevFactoryの現場IT環境に新たなツールチェー
ンを追加するだけではなく、要望は流動的で単純なソリュー
ションをSmart ManDevFactoryの既存情報システム全体の
中、Smart ManDevFactoryプラントのオートメーションだけでな
く、MES（Delmia Aprisoのような製造実行システム)とERP(SAP
のようなエンタープライズ・リソース・プランニング)にも統合するこ
とでした。

このためIBMはエッジ(工場現場)、
プラント、
エンタープライズの三
レベルを元にしたソリューションを提案します。

1.エッジ(工場現場)レベル

これは工場でもっとも物理的な部分で、
ここで製品に関する活動
がオペレーター、作業員、技術者によって行われます。
イノベーシ
ョン・プロジェクトでは、OT(運用技術)とIT(情報技術)の間にこ
こでリンクを張ることが鍵になります。
工業ゲートウェイ(ないしは
SCADAシステム)が現場プロトコル(Modbus、ProfiNetなど)から
IT標準(MQTT/JSON、REST APIなど)へ二つの世界をブリッジし

インダストリー4.0
アーキテクチャー

図 25: インダストリー4.0の典型的なアーキテクチャー。

2.プラント・レベル

3. エンタープライズ・レベル

IBM Maximo APM Predictive Maintenance InsightsはIBM
のEAMソリューション・スイートのモジュールの一つで、下位レベ
ルが提供したあらゆる情報を分析します。
この部分は可視化、
分析のための情報ストレージを提供します。
このプロジェクトの
範囲は「仮想デジタル」IT指向だけではないので、IBMは三社
のパートナーを選択して、
エンドツーエンドのソリューションを
完成させました: Hilscher(パートナー1)はMQTTゲートウェイ
(Modbus、EtherNet/IP、ProfiNet)経由で現場プロトコルを提供
します。Arenzi(パートナー2)はリアルタイムの高精度室内ローカ
ル化ソリューションを展開します。
そしてUbleam(パートナー3)は
高度なタグ機能を提供して、機械をスキャンし、拡張現実で対話情
報を表示します。Sigfoxネットワークは特定のユースケースでセ
ンサーとIoTプラットフォームの間で直接利用されています。
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1.ユースケースの導入

これまでの章で言及したように、
インダストリー4.0は機械をクラウ
ドにつなぐだけのものではありません。
「工場の活動」をつなぐこと
に集中したものでもあるのです。
最初の段階として、
この手法が意
味しているのは製品、機械、人材への集中です。
製造と最終製品の生産は間違いなく工場の目的です。
しかしなが
らその仕事のためには、工場の機械は効率的でなければいけませ
ん。
つまり適切な原料、適切な出力幅、適切な温度、適切な圧力な
どです。
機械だけでなく、
オペレーター、技術者、
マネージャーがい
て、自分の仕事をこなして、
グローバルな効率を最大化します。
すべての関連エンティティの機能を強化して、効率と生産性を高
め、
エラーや停止、故障を減らし、
すべての情報をよりよく理解
します。

2.ユースケース#1 – 強化された製品

製品IDをユニークに保つことはきわめて重要です。
この図解は独
自NFCタグの製品へのリンクをベースにしています。IBMはQR
コードやバーコードを利用したソリューションも実演できます。

これらの三つの代案はデザイン思考とアーキテクチャー・セション
で吟味すべきものです。
このユニークIDはビジネス・ニーズや量次
第で、製品またはロット・レベルにできます。

3.ユースケース#2 – 強化された機器

このユースケースのゴールは、機械からデータを収集し、
それを利
用してパイロットとパフォーマンスをリアルタイム・ダッシュボード
と分析で最適化することです。
目標: このユースケースはPLCに接続して、
データを収集し、
それ
をリアルタイム・ダッシュボードに表示して、分析処理して、相関分
析、根本原因、予測保守を行う機能を示すことです。

最終顧客により大きな価値を提供し、運用の機動力を向上するこ
とに集中して、Smart ManDevFactoryはサプライ・チェーンから
販路までの製品レベルのトレーサビリティーを拡大して、小売活動
を合理化し、
カスタマー・エクスペリエンスを活用することを望んで
います。

目標: このユースケースは主にマーケティング目的のものです。
ソリューションの技術的な機能を製品IDの捕捉から保管、情報表
示やエンド・ユーザーまで、
ターゲットを絞った販促などで検証する
のに利用されます。

図 26: ユース・ケース1: 強化された製品。
図 27: ユース・ケース2: 強化された機器。
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4.ユースケース#3 – 強化されたオペレーター

転換ユースケースは、包装ライン・オペレーターがSmart
ManDevFactory EHSとパフォーマンス標準を遵守して、
タスクの転
換を行うのを支援します。
ここでの焦点はオペレーターがシリーズ
AからシリーズBへ転換するときです。
「製品Aのクリーン」を実行してから
「製品Bのクリーン」を実行す
るのに必要な活動は多数あります。
しかし目標の品質ベンチマー
クに到達するためには、2つのタスクの活動は組み合わせること
はできません。
これらの操作にはパイプの脱着、
クリーニング、消毒、包装の変更
などがあります。

これらすべては、
それまで何を生産していたか、
これから何を生産
するか、
に依存します。
この段階には数時間かかることがありま
す。
効率の最も低いオペレーターが最速のオペレーターに近いパ
フォーマンスを出せれば、
ラインの生産性にとてつもない影響があ
ります。
目標: 短時間の生産を行って、完成品目をすばやく変更しながら品
質を維持できる機動力を向上する。

図 28: ユース・ケース3: 強化されたオペレーター。

会話認識や画像認識にIBM Cloudが提供するコグニティブAPIを
使うことで、
コグニティブ・アシスタントがこのユースケースの効率
向上を支援します。IBMのデザイン指向フェーズでは、
オペレータ
ーが日常活動に利用する最適デバイスは何かを吟味することがき
わめて重要です: 携帯電話、
タブレット、大画面、
それとも拡張現実
デバイスかもしれません。
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5.その他考慮されるユースケース

ここまでの三つのユースケースは、ほんの数カ月でインダストリー
4.0手法を理解して、確認して、検証するためのMVPの適切な候補
と考えられます。
それに加えて、以下のようなものが選択可能です:
•
•
•
•
•
•
•

イメージ認識で建物の確認を行うドローン
ビル管理の温度と湿度
水の消費効率
サイト間でのつながった部品の追跡
保守技術者をサポートするコグニティブ・アシスタント
レシピや処理の不良をよりよく理解できるディープ・ラーニング
OEEをグローバルに改善する人工知能

インダストリー4.0デジタル・トランスフォーメーションの多くの
ユースケースは毎日それを利用する人々(つまり工場の中で働いて
いる人々)がしっかり関与することでテスト、実装が可能です。
一定
範囲の仕事の種類(オペレーター、技術者、
マネージャー、
ディレク
ター、IT担当者、製造担当者、
コンサルタント、
ビジネス上の利害
関係者)を念頭に置いて、
すべてを最初からデザインしておくことが
きわめて重要です。
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