
富士通とインテルによる連携ソリューションのポイント
• IoTセンサーを用いて製造物のロケーションをリアルタイムに把握
• 製造工程を動画や静止画で撮影し、リアルタイムに分析してエラーの発生原因をフィードバック
• ゲートウェイ側とクラウド側で動的な処理を実現する富士通独自の分散サービス基盤技術を活用
• インテル®アーキテクチャーとプロセッサーを搭載したインテル® IoT ゲートウェイを採用

富士通の IoTプラットフォームと
インテル® IoT ゲートウェイを組み合わせて
カスタムメイドPCの製造工程をリアルタイムに可視化

ソリューション・ブループリント
インテル® IoT ゲートウェイ
 

概 要

企業向けのノートブックPCやタブレットを、プリント基板の製造から本体の組立てまで一貫製造している島根富士通では、ITを駆使して「工場
の見える化」を推進し、生産効率の向上と間接コストの削減に取り組んでいます。生産工程の自動化を進める中、試験工程で発見した診断エラー
品（リジェクト品）の修理を行うリペア工程の可視化が課題として残っていました。

そこで、富士通のクラウドベースの IoTプラットフォーム「FUJITSU Cloud IoT Platform」と、インテル® IoT ゲートウェイを活用し、リジェクト
品の位置情報と作業の進捗状況をリアルタイムに把握する実証実験（PoB）を行いました。

導入においては、現場に配慮した IoTの仕組みづくりを目指しました。そのため、現場のオペレーションを可能な限り変えない形で運用できる
ことに留意してシステム設計や構築を行いました。

実証実験の具体的な中身として、リジェクトされたPCにセンサービーコンを取り付け、センサービーコンのデータを「インテル® IoT ゲート
ウェイ」を介してネットワーク経由で「IoTプラットフォーム」に送ります。IoTプラットフォーム上では、富士通独自の分散サービス基盤技術を使っ
て大量のセンサーデータをリアルタイムに処理して端末の位置を割り出し、生産情報管理システムから取得した製品のステータス情報と合わ
せてモニター画面上に表示するというものです。

その結果、作業者は優先的にリペア作業を行うべき製品を確実に判断することが可能に
なり、修理にかかるリードタイムを従来比で15％から20％削減することができました。
さらに、急ぎで配送するチャーター便の出荷コストを前年同月比で30％削減しました。

現在は、生産ラインの試験工程で修理が必要と判定された製品が、リペア工程において
その障害現象が再現させられない「未再現要因」を解明するため、実証実験（PoB）の第2
フェーズとして試験工程の様子をカメラで撮影した動画分析と、リジェクト時のエラー画面
の静止画分析によってエラーの発生要因を突き止める検証を進めています。

この検証を踏まえ、IoT プラットフォーム・ソリューションをさらに強化し、日本からアジア、
ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアと展開していく予定です。
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富士通とインテルが連携し 
付加価値の高い 
IoTソリューションの提供へ

日本の大手電機メーカーの一角を占める
とともに、大手 ITベンダーでもある富士通
は、設立80年を迎えた2015年に新たな経
営方針として、持続的成長に向けた「ビジネ
スモデル変革」の枠組みを発表。その中で、
今後、IoT化が進む市場においてテクノロ
ジー・ソリューションにリソースを集中させ、
�つながる�サービスをグローバルに展開す
る方針を決定しました。

これに先駆けて、2014年には ITを人間中
心の考え方で利用し、価値を作り出す独自
のコンセプト「ヒューマン・セントリック IoT」
を発表し、IoTによるビジネスの創出を支援
する「IoTプラットフォーム」の提供を開始し
ました。IoTプラットフォームは、センサーや
デバイス、ネットワーク、ミドルウェア、アプリ
ケーションなどを組み合わせたトータルな
システム環境として提供するものです。顧客
であるビジネス事業者だけでなくビジネス
パートナーとグローバルにエコシステムの
形成を目指すことを目標に掲げています。

富士通とインテルは 2015年 5月、IoTプ
ラットフォームにおいて、富士通の分散サー
ビス基盤とインテル® IoT ゲートウェイに
よる IoTプラットフォームの構築に向けて、
両社で連携することに合意しました。富士
通 ネットワークサービス事業本部 IoTビジ
ネス推進室 ソリューション部 シニアマネー

ジャーの遠藤智晃氏は「富士通の先端技術
とインテル® IoTプラットフォームを連携し、
付加価値の高い IoTソリューションを提供
することが狙いです」と語ります。そして、連
携の第1弾として選ばれたのが、ノートブッ
クPCやタブレットの一貫製造を行っている
島根富士通での製造工程の効率化です。富
士通自身がものづくりのメーカーであるこ
とから、IoTモデルを自社の工場で実践して
業務改善を図るとともに、その成果を社外
に提供していくことをゴールに設定しました。

先端技術を用いて年間約200万台の 
ノートブックPC・タブレットを一貫生産

PoBに選定された島根富士通は、国内およ
び海外向けのノートブックPCやタブレット
を、プリント基板の製造から本体の組み立て
まで一貫生産している国内最大級の製造会
社です。約14万m2の敷地に建屋面積2万
3,000m2の工場（2階建）が2棟あり、正社
員、関連社員合わせて約1,100名が働いて
います。工場内では企業向けのノートブック
PCとタブレットを多品種、小ロットで生産し
ており、1台1台のカスタムメイドを基本とし
ています。年間の生産台数は約200万台で、
2013年には PCの累計生産台数が3,000
万台に達しました。

多品種、小ロットの混流生産を基本とする
同社では、生産性の向上を目的に、「カン
バン」で知られるトヨタ生産方式（TPS）を
ベースに独自の工夫を加えた富士通生産方
式（FJPS）を確立し、「必要なものを、必要な

ときに、必要な量だけ」生産するジャスト・
イン・タイム方式で製造しています。生産ラ
インは、プリント基板の製造から、製品の組
立てまでを1本で完結。プリント基板の製造
ラインは、基板加工から実装、検査まですべ
て自動化。組立ラインは人とロボットによる
協調生産体制で、ネジ締めやシール貼りな
どの作業はすべてロボットが担当し、作業者
はモデル別に付与された IDカードに従って
個別にカスタマイズを行います。島根富士通 
生産技術部 担当課長の廣野慎一氏は「生
産ラインは2工場合わせて20あり、プリン
ト基板のラインは24時間、組立ラインは1
日8時間の稼働で年間200万台を生産して
います」と説明します。

島根富士通では1989年の設立以来、ITを
積極的に活用し製造現場の改善を重ねてき
ました。その代表例が、RFIDを利用して部
品をピックアップする「IoT支援ツール（スト
アピッキングシステム）」です。カスタムメイ
ドPCの場合、仕様は顧客ごとに異なり、そ
の種類は9,000におよぶこともあります。部
品点数も100～250点と多く、これらを決
められた納期順に従って正確かつ定められ
たタイミングで供給するためには、作業者の
経験やノウハウに依存しない仕組みが不可
欠でした。そこで導入されたのが、ストアピッ
キングシステムです。これによって生産ライン
に供給する部品の誤出庫を防止することが
可能になりました。

ストアピッキングシステムは、図2のように
ウェアラブルRFIDリーダーやタブレットな
どで構成されています。作業者は、ピッキン
グ指示情報をカートに設置したタブレットで
取得し、RFIDタグが取り付けられたピッキン
グ棚から指示された部品を取り出す流れと
なります。作業者が誤ったピッキング棚に手
を伸ばすと、作業者の腕に巻いたウェアラブ
ルRFIDリーダーが振動し、誤りを指摘しま
す。このストアピッキングシステムの導入で、
生産現場にて今まで発生していたピッキン
グミスや供給ミスの70％を減らせました。
作業員が棚や部品を改めて探す作業もなく
なり、作業工数は15％の削減が実現してい
ます。

さらに、島根富士通では「V P S（V i r t u a l  
Product  S imulator）」と呼ぶ自社開発
のツールを利用して製品の試作評価や生産
準備に利用しています。製品設計で使用し
た CADデータをもとにVPSでシミュレー

図1.  ヒューマン・セントリック IoTのイメージ
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ションすることで、実際に試作を行うこと
なく組立ての難易度を把握することができ
ます。生産部隊ではVPSを生産ラインの作
業手順書としても活用しており、組立工程を
3Dアニメ化することで作業員の習熟時間
を短縮し、生産性の向上につなげています。

また、効率的な生産ラインを構築するために 
「GP4（Global Protocol for Manufacturing）」
と呼ぶ仮想生産ラインシミュレーターを
活用。3Dデータを利用して製造現場をバー
チャルに再現し、機械や人の配置、作業者
の動線などを事前に検証しています。実物
の生産ラインをいくつも作成して最適なラ
インを探すのはコスト的にも時間的にも困
難ですが、GP4を使えば自由にシミュレー
ションしながら、人の移動が最も少なく済む
生産方法を検討することが可能です。

リペア工程の可視化と 
出荷率の向上に向けた 
PoBをインテルと共同実施

年間 200万台もの PCやタブレットをカス
タマイズ生産している島根富士通にとって、
生産効率をさらに高めるための課題は、試
験工程で発見した診断エラー品（リジェク
ト品）の修理を行うリペア工程の可視化と、
試験工程で発生するエラー要因の解明の 
2つでした。

課題1　リペア工程の可視化

生産ラインの製造、組立工程を経て流れて
きたノートブックPCやタブレットなどの製
品は、最終の試験工程で自動とマニュアル

の2段階でチェックを行っています。この工
程の動作試験で不合格と判断された製品
は生産ラインから外して、工場内の「リペア
エリア」に集められます。リペアエリアのラ
インでは、作業員が生産ラインから集めら
れたすべてのリペア品の診断、修理を行い、
再度出荷試験を行って問題がなければ正
常品として出荷します。

従来環境ではリペアエリアに集められた製
品個々の把握が万全ではありませんでした。
リジェクト品にバーコードを取り付け、修理
の工程ごとに作業者が読み取る管理をして
いましたが、リペアエリアには複数の製品
があるため、この方法では管理者は大まか
な位置は把握できても個々の区別はできま
せん。さらにバーコードの読み取り忘れや、
作業者がリペア品を誤って別の場所に移動
してしまうなど人為的ミスがあった場合、対
応すべき製品がどの工程にあるか把握でき
ません。そこで IoTを活用し、修理を優先す
べきリペア品がある場所と作業の進捗状況
を可視化して、工場内の誰もがリアルタイム
に把握する仕組みを構築することにしまし
た。廣野氏は「リペア工程は、もともと付加
価値を生む工程ではありません。効率化を
進めていくことが重要です」と話します。

課題2　試験工程で発生する 
エラー要因の解明

生産ラインの試験工程でブルーバックなど
が発生し、修理が必要と判定されたとして
も、リペア工程に移して再度電源を入れる
と、同様のエラーが再現されないことがあ
りました。「修理が必要と判断されたにも関

わらず、その状況が再現できない」という原
因は、試験工程時の人為的ミス、製品や部
品自体の特性、試験設備の影響など複数が
考えられ、特定することは容易でありません。
そこで第2ステップでは、生産ラインの試験
工程で具体的にどのようなエラーが起きて
いるかをカメラで撮影した動画と静止画か
ら把握し、そこから得られるエラー情報と、
過去の修理履歴データなどと相関を取り
ながら「未再現」の原因を解明し、すばやく
フィードバックすることで品質を高める取り
組みにしました。

PoBの実施

富士通の分散サービス基盤とインテル® IoT 
ゲートウェイを組み合わせたPoBは、2015
年5月から11月にかけてリペア工程を可
視化するPhase1を実施しました。試験工
程の現場画像を解析するPhase2は、2016
年2月から始まり、現在も継続して実施中
です（2016年5月時点）。

Phase1（2015年5月～2015年11月） 
リペアエリアの可視化

① センサーによる位置検知

リペアエリア内にある製品の位置を把握する
ため、生産ラインからリジェクトされた段階で
PCのディスプレイ背面にBluetooth* Low 
Energyを使ったセンサービーコン（以下BLE
センサー）を取り付けます。その際、BLEセン
サーと機器管理表の2つに取り付けたバー
コードを読み取り、BLEセンサーと製品番号
が一致するように関連付けておきます。

図2.  ストアピッキングシステムの構成例
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② ゲートウェイによる位置情報収集

BLEセンサーのセンサーデータは、「インテル® 
IoT ゲートウェイ」を介してネットワーク経
由で富士通の IoTデータ活用基盤「IoTプ
ラットフォーム」に送られます。今回のPoB
では、複数のBLEセンサーから発せられる
Bluetooth*の電波を受信しながら個々の
端末の位置を特定しなければならないため、
データを収集する段階でさまざまな工夫が
凝らされています。富士通 ネットワークサー
ビス事業本部 IoTビジネス推進室 ソリュー
ション部の知崎一紘氏は「作業エリア内に
あるすべての製品位置を特定するためには、
センサーの情報を約1m単位の精度で検知
する必要があります。そこで、ゲートウェイ
を設置する際には、場所や向きを試行錯誤
しながら何度も確認し、さらにBLEセンサー
の出力レベルも細かく調整しながら位置検
知の精度を高めました」と振り返ります。

③ IoTプラットフォームによる可視化

IoTプラットフォーム上では、センサーデー
タをリアルタイムに処理して端末の位置を
割り出し、事前に関連付けておいた製品番
号と合わせてその状態を2次元のマップ上
に表示します。この「リペア可視化マップ」に
は対象エリアにある端末の数を表示すると
ともに、作業日当日に出荷しなければなら
ない製品、作業が30分、60分と長時間に
わたって停滞している製品、BLEの電池残
量が少なくなった製品がある場合は、専用
のアイコンでアラートを表示します。

個々の端末の位置情報とステータス情報
は、管理者のPCの画面上に表示するほか、
工場のリペアエリア内に設置した大型ディ
スプレイ上にも表示されるため、作業者は
もちろんのこと、管理者も含めて全員が「ど
の端末が、どこにあり、どこまで作業が済ん
でいるか」を瞬時に把握することができます。
「リペア可視化マップ」を必要に応じてエリ
ア内にあるリペア品とステータス情報を一
覧で表示したり、進捗管理番号や出荷日か
ら対象のリペア品を検索したりすることも
可能です。

図3.  Phase1：実証構成
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検証結果

リペア品の滞留位置と作業状況が可視化
されたことで、作業者は優先的に作業を行
う製品を瞬時に判断することが可能になり、
出荷までに発生する付帯作業の工数が削
減されました。島根富士通 生産技術部の
江角健介氏は「リペア品の位置はピンポイン
トでリアルタイムに特定され、どこかに移動
してもトラッキングされ続けるので、見失う
こともありません。また、優先的に出荷しな
ければならない製品が一目でわかるため、
作業の見落としもなく、常に出荷が優先さ
れるものから作業に着手できるようになり
ました」と語ります。続けて廣野氏は「無駄
な停滞がなくなった結果、リペア品の修理
にかかるリードタイムは 15％から20％の
削減が実現しました」と述べます。

リペアエリアの可視化はコスト削減にも効
果が現れています。遠藤氏は「以前は出荷
期限がぎりぎりとなったものを、コストの安
い定期便ではなく割高なチャーター便で出
荷していました。今回の取り組みによって
チャーター便の利用が抑制された結果、追
加でかかる輸送コストが前年同月比で約
30％削減しました」と語ります。

実証実験が終了した後、正式なコスト計
算を経て、BLEセンサーを活用したロケー
ション把握システムは2016年4月からリペ
アラインで実稼働が始まり、業務の効率化
に貢献しています。江角氏によると「IoT プ
ラットフォームはリペア業務に有効な可視
化ツール」として工場の作業者からも一目
置かれているといいます。

Phase 2（2016年2月～） 
動画や静止画を活用した 
試験工程の解析

① マニュアル試験の動画撮影

20本ある生産ラインの中から1本のライン
をピックアップし、人手によるマニュアル試
験の工程に対して2台のカメラを設置して、
製品のバーコード読み取り時に動画を撮影
します。動画データは、インテル® IoT ゲー
トウェイを介して工場内のファイルサーバー
に蓄積。同時に、インテル® IoT ゲートウェ
イ内では、動画からメタデータ（データ送信
日時、機器管理番号、動画ファイルパス）を

取得し、インターネット経由で IoTプラット
フォームに送ります。

② リジェクト時の画像記録／解析

自動試験工程でブルーバックなどのエラー
が出た際にリジェクト品の画面、表示される
試験コード、バーコードを静止画として撮影
します。静止画データは、インテル® IoT ゲー
トウェイを介して工場内のファイルサーバー
に蓄積されます。同時に、インテル® IoT ゲー
トウェイ内では、静止画から光学文字認識 
（OCR）を利用してエラーメッセージなどの
メタデータ（データ送信日時、機器管理番
号、画像ファイルパス、試験コード）を取得
し、インターネット経由で IoTプラットフォー
ムに送ります。「静止画からOCRで試験コー
ドをテキスト化したり、動画からメタデータ
を抽出したりするためには高い処理性能を
必要とします。その点、インテル® IoT ゲート
ウェイは負荷を気にすることなく余裕をもっ
て使用することができました。また、今後も
さまざまな場面で役に立つことがこの検証
からわかりました」と知崎氏は振り返ります。

③ データ可視化

IoTプラットフォームでは、動画、静止画から
取得したメタデータをもとに試験工程の作

業状況やリジェクト時のエラー状況を可視
化します。工場内のリペアライン担当者は、
工場内で対象のリジェクト品がどの試験工
程で、どのようなエラーが発生したのかを、
IoTプラットフォームから取得した情報と、
工場内のサーバーに蓄積した動画や静止画
をWebブラウザーで見ながらエラー発生時
の状況を把握したり、後から原因を解析し
たりすることが可能になります。

検証結果

2016年5月時点では動画、静止画と、それ
らから取得したメタデータを蓄積している
段階で、本格的な検証はこれから行っていく
予定です。今後はエラー情報と修理履歴デー
タなどと相関分析を行いながら原因を追及
し、完成品の出荷率を高めることを想定し
ています。富士通 ネットワークサービス事
業本部 IoTビジネス推進室 商品企画部 マ
ネージャーの浪平大輔氏は「現時点で出現
しやすいエラーの傾向は把握できつつある
ので、エラー発生時の製品の状況、作業員
の動きとエラーとの相関性などを詳細に分
析しながら、テストプログラムの品質改善や
製品開発の手法そのものを再検討していき
ます。そしてリペア工程に回る製品の台数
を削減し、付加価値を生まない試験工程を
縮小することが目標です」と語ります。

リペアライン

リペア作業

出荷

製造ライン

リジェクト時

IoTゲートウェイ 出荷試験

図6.  Phase1：現場風景
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リアルタイム分析を実現する 
IoTプラットフォーム連携

今回のPoBでは、富士通とインテルが共同
で実証環境を整備しました。リアルタイム
に IoTデータを解析するプラットフォーム
には富士通の IoTデータ活用基盤サービス
「FUJITSU Cloud Service IoT Platform
（以下、IoT Platform）」を採用し、工場の
現場で BLEセンサーのデータやカメラの
データを取得するゲートウェイには、IoT 
Platformと連携する「インテル® IoT ゲート
ウェイ」を設置しました。大量のセンサー情
報や動画・静止画情報を扱うためには、高
い処理性能を持つゲートウェイ装置が求め
られていたことから、IoTに特化したインテ
ル製品を採用しています。

富士通が提供する IoT Platformは、現場
でのイベント発生状況やクラウドへの負荷
状況に応じて、現場とクラウドにおけるデー
タ処理の分担を柔軟に変更して全体の処
理を最適化する分散サービス基盤技術「ダ

イナミック・リソース・コントローラー」を搭
載しています。例えば、現場から多くのデー
タがクラウド側に送られて来ると、クラウド
側の処理に大きな負担がかかります。そこ
で、その前に現場で処理の一部を代行させ
ることで負荷の上昇を抑えるのがダイナミッ
ク・リソース・コントローラーの狙いです。
浪平氏は「ダイナミック・リソース・コント
ローラーが前提としているエッジでヘビー
な処理をするユースケースではゲートウェ
イのプロセッサーパワーが必要になるた
め、インテル® IoT ゲートウェイは不可欠で
した。インテルは、ゲートウェイだけでなく
インテル®アーキテクチャーのプロセッサー
を搭載したエンドデバイスを多数リリースし
ており、今後ダイナミック・リソース・コント
ローラーの機能をエンドデバイスまで拡張
していく際にも期待が持てます」と語ります。

一方、各種 IoTセンサーの選定から設置、 
インテル® IoT ゲートウェイの設定、IoT  
Platformとの連携まで、エンドツーエンド
での実装は富士通が行いました。

図7.  Phase 2：現場画像を活用した未再現要因の解明

データ可視化の画面

データ
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動画ファイルパス

タブレット
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IoTデータ活用基盤
IoT Platform

（2）マニュアル試験の動画記録
製造品のバーコード読み取り時に
動画撮影

（1）リジェクト時の画像記録 /解析
リジェクト品の画像 /試験コード /
バーコードを撮影＆解析

（3）データ可視化

Internet
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富士通では IoT利活用のためのさまざ
まなプラットフォームを提供しています。
その 1つは「F UJ I T S U  I o T  S o l u t i o n 
UBIQUITOUSWARE」です。富士通 ユビ
キタス IoT事業本部 IoTビジネスフロント
センターシニアマネージャーの葛馬弘史氏は
「位置把握だけでなく、作業者の安全管理
など、幅広いニーズにUBIQUITOUSWARE
を活用して製造現場の課題解決に貢献して
いきたい」と語ります。また、ゲートウェイ製
品も「FUJITSU Managed Infrastructure 
Service FENICS II M2Mサービス」として
提供しています。

また、IoT Platformは、クラウド、モバイ
ル、ビッグデータ、IoT、AIといった先進の
IT技術に富士通の SIのノウハウを組み合
わせたデジタル・ビジネス・プラットフォーム
「FUJITSU Digital Business Platform 

MetaArc*」を構成する要素の1つで、OSS
をベースにしたクラウドサービス「FUJITSU 
Cloud Ser vice K5（以下、K5）」上に構築
されています。

K5は富士通のデータセンター内に構築さ

れている大規模なクラウドサービス基盤で、
仮想共有型の「パブリッククラウド」、仮想／
物理専有型の「バーチャル・プライベート・
ホステッド」、クラウド基盤専有型の「デディ
ケーテッド」「デディケーテッド・オンプレミス」
の形で外部にも提供されています。今回の
PoBで用いた「IoT Platform」は K5上の
仮想サーバー上に島根富士通の IoTプラッ
トフォーム専用のテナントを確保しており、
リソースの拡張が自由にできるので、大規
模データの分析にも有効です。クラウド環境
で大規模データを扱うK5は、サーバー機器
のパフォーマンスや可用性が必要となるた
め、サーバー・ハードウェアには堅牢生が高
く、コスト・パフォーマンスに優れた富士通
製のPRIMERGY（プライマジー）を採用して
います。コアとなるプロセッサーは、パフォー
マンスに優れたインテル® Xeon® プロセッ
サー E5 ファミリーをすべてのサーバーに
搭載し、インフラの高速性、安定性、可用性、
セキュリティーを担保しています。PoBは、
インテル Xeonプロセッサー E5-2600 v3
製品ファミリーを主とし、現在はインテル
XeonプロセッサーE5-2600 v4製品ファミ
リーの検証を進めています。

FUJITSU Cloud Service IoT Platform

富士通の IoTデータ活用基盤サービス「FUJITSU Cloud Service IoT Platform」は、
人やモノからの膨大なセンサーデータをリアルタイムかつ効率的に扱うための機能を
パブリッククラウド上で提供する IoT専用のプラットフォームです。センサーやゲート
ウェイから取得したデータを標準手順で効率的に利用できるため、短期間にコストを
抑えながら IoTを活用したサービスを開発することが可能です。MetaArc*の IoT専
用PaaSとして提供される IoT Platformでは、データベース、ダイナミック・リソース・
コントローラー、ゲートウェイ管理、データ管理、データ可視化、API、サービス管理用
ポータルなどのサービスが提供されます。

インテル® IoT ゲートウェイ

インテル® IoT ゲートウェイは、IoTのよ
り簡単な導入を可能にします。IoTセン
サーやエッジデバイスと、データセンター
やクラウド環境の間に入り、両者をシー
ムレスに接続してデータフローを確保
します。インテル® IoT ゲートウェイ・ 
テクノロジーを採用したゲートウェ
イ機は、必要な処理速度に合わせて
IoT 向けインテル® Quark™ プロセッ
サー、インテル® Atom ™ プロセッサー、
インテル® Core ™ プロセッサーから選
択が可能で、Wind River*、Ubuntu 
Linux*、Microsoft Windows® 10を
サポートし、アプリケーションのニーズ
に応えます。また、Wind Riverのテクノ
ロジーとインテルセキュリティーの技術
を搭載したインテル® IoT ゲートウェイ
には、ネットワーキング、組込み制御、セ
キュリティー、プロトコルなどの管理機
能があらかじめ統合されているため、
IoTソリューションを迅速に開発して
展開していくことが可能です。富士通
とインテルの実証実験では、インテル® 
Atom™ プロセッサーとインテル® IoT 
ゲートウェイ・テクノロジーを搭載した 
アドバンテック社のファンレスコンパク
ト IoTゲートウェイUTX-3115を採用
しました。

センサー／デバイス　ゲートウェイ
（人、モノ、環境）

アプリケーション／分析エンジン
（ビッグデータ分析など）

サービス提携範囲
（MetaArc*の IoT専用 PaaSとして）

FUJITSU Cloud Service IoT Platform

FUJITSU Cloud Service IoT Platform

A
PI

クラウド

お客様
管理者

ネットワーク ネットワーク

A
PI

サービス管理用ポータル

ダイナミック・リソース・コントローラー

アクセス管理 データ検索・
イベント通知

データベース
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見える化の範囲を工場全体に拡張 
IoTプラットフォームを 
グローバルに展開へ

富士通と島根富士通では今後、リペア品の
修理工程データと製造工程データを結び
つけ、ビッグデータ解析を行うことで生産時
のエラーを詳細に特定し、出荷率のさらな
る向上を目指していく計画です。そして、将
来的には、見える化の範囲を工場だけでな
くサプライチェーン全体に広げていくことも
検討しています。

また、「工場全体の見える化」をさらに進め
るため、廣野氏は次のように展望を明らか
にしています。

「例えば、作業員のリアルな動線をデジタル
化するために、ビーコンを活用して製造現場
のシミュレーション・ツール「GP4」と比較す
ることが考えられます。それによって、作業
が停滞しがちなエリアを把握したり、作業の
障壁となる要因を分析したりすることで、部
品の配置を検討したり、作業員の動線を変
更したりすることが可能になります」

また、IoT Platformを活用した工場の生産
活動の最適化ソリューションは、自社の生産
活動で蓄積したノウハウを日本国内の製造
事業者にも提供していくことを構想してい
ます。さらに、富士通のクラウド基盤とイン
テル IoTゲートウェイの連携を深めながら
IoTプラットフォームの高度化を図り、日本
からアジア、さらにはヨーロッパ、アメリカ、
オセアニアと全世界への展開を視野におい
ています。インテルと富士通による IoTプラッ
トフォーム戦略は今後、グローバルに向け
て羽ばたいていきます。

「分散処理技術を用いて現場とクラウドのデータ処理の分担を柔軟に変更する富士通の IoT Platformを活用するうえで、 
高い処理性能を持つインテル® IoT ゲートウェイは不可欠でした」 （浪平 氏）
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