
インターネットを介してデータの共有が可能な機器の数は急増しており、
2020年には750億台に達すると予測されています。このような大規模
な機器の接続、いわゆる「IoT」の普及によって、情報技術（IT）と運用技術
（OT）が融合することにより、産業界に大きな変革が起きようとしています。

新しいデバイスと既存のインフラが接続されることなどにより、システムにつながる機器の数
は劇的に増加し、やり取りされるデータ量もかつてないほど急増しています。これらのデータは、
ユーザーの生産性を向上したり、市場における自社の競争力を高めるためのビジネスインサ
イトを得たり、ブランドを差別化するための新しいサービスを生み出すきっかけになる可能性
を秘めていますが、そのためにはデータが効果的に分析され、そのデータの持つ潜在的な価
値が実現されなければなりません。

企業は常に競争環境の変化に順応し、より高い収益の実現を目指していますが、その実現に
おいては市場のグローバル化や移り変わりの早いアプリケーション要件への対応、より高まる
利益率向上へのプレッシャーに応えることなど、さまざまな課題に対処する必要があります。
先進的な企業は生産状況や設備の状態など、運用の重要な側面に関連する「ビッグデータ」
を活用してプロセスの改善を目指すことで、これに対応しようとしています。

スマート・ファクトリーの実現のための IoT/Industry 4.0の活用
IoTのメリットを最大限に実現するためには、多様なシステムを安全に接続し、通信を行い、相
互運用できる環境を整える必要があります。製造業者が IoTや Industry 4.0といった産業や
工場環境における課題解決の枠組みを活用するには、それぞれの工場や作業現場において
機器・マシン間の水平方向の通信環境を確立しなければなりません。そのようにすることでマシン
（あるいはマシンモジュール）が完全に相互通信していない状況において起こる問題、一般 
的に「Island of Automation（オートメーションの島々）」と呼ばれる問題に対処することが
できます。

工場の ITインフラとPCベースの制御技術の統合が工場におけるイノベーションを促進
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インテルとBeckhoffのコラボレーション
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また、ERPや製造実行システム（MES）との垂直方向の通信（「作業現場と経営部
門間」や「センサーとクラウド間」）も重要です。この段階では、マシンやプロセス
からのデータは、次の用途に使用できます。

•  総合設備効率（OEE）

•  システムの追跡とトレース（トレーサビリティー）

•  最新の電力管理

•  高価な設備の状態のモニタリング

•  仕掛品（WIP）の削減

従来のマシン制御技術は、ERPやMESへの直接接続機能を組み込むように設計
されていなかったため、標準のインターフェイスを介してデータを取得することは
簡単ではありません。必要な接続を行うためには、IT部門が積極的に関与せざる
を得ない状態になっていました。その結果、現在では、IT部門とマシン制御エンジ
ニアの連携とコラボレーションが非常に重要となっています。

もう1つの重要な考慮すべき点は、Industry 4.0では、デバイスとサービス間の
高度なネットワークと通信が必要になる点です。センサーからデータセンター、
バックエンドまで、大量のデータをやり取りする必要があります。その際に使用す
るプロトコルや標準規格はPCをベースとしたものであるため、PCベースの制御
システムはこれらのタスクを実現するにあたり、最適なソリューションとなります。

これは、ハードウェア（インテル® プロセッサーなど）の構成、標準の接続技術（イーサネット、USB、シリアルなど）、ソフトウェア（Windows® ベー
スのオペレーティング・システム、Microsoftや他のグローバル IT企業のその他の標準ツール /ソフトウェア・ソリューションなど）にも当てはま
ります。

インテルとBeckhoffは、デバイスおよびデータの接続、保護、管理、分析に役立つ革新的なソリューションを提供することで、Industry 4.0コン
セプトの導入を目指す企業を支援しています。約半世紀にわたってテクノロジーをリードしてきたインテルは、産業用エンベデッド・オートメー
ション、エッジからデータセンターに至るソフトウェアの移植性、包括的なハードウェア /ソフトウェア・セキュリティーのバックボーンを支える高
性能かつ拡張性に優れたアーキテクチャーを提供しており、それらを利用するパートナーが市場の変化に順応しイノベーションを実現できるよ
うにすることで、Industry 4.0と IoTを促進しています。一方、Beckhoffは、34年以上にわたって産業用オートメーション・ソリューションの設
計を行っており、工場全体をカバーする水平方向と垂直方向の通信を含む制御の統合に関する業界最先端の専門性を提供しています。

IT、OT、ATの融合
Beckhoff Automationは合理的な、適切に接続された高性能のオートメーション・システムを実現するために、設立当初から IT、OT、オー
トメーション技術（AT）の融合を推進してきました。そのための主力ソフトウェア・コンポーネントが、BeckhoffのWindows Control and 
Automation Technology（TwinCAT*）ソフトウェア・プラットフォームです。このPCベースのプログラミング環境とランタイム・ソフトウェアに
より、ほとんどのオープンPCベースのハードウェアをオートメーション・デバイスとして使用できます。BeckhoffのPCベースのコントローラー（産
業用PC（IPC）、組込み型PC、パネルPC）の大半は、インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーをはじめとする、インテルの先進のプロセッサー・
テクノロジーを活用しています。

TwinCAT*ソフトウェアの最新バージョンであるTwinCAT* 3では、標準の ITテクノロジーをさらに活用し、オートメーション（Visual Studio®、
C言語、.NET、Java*など）とラボ用ソフトウェア・パッケージ（MATLAB*/Simulink*など）の統合において、数多くのコンピューター・サイ
エンス・スタイルのプログラミングの選択肢に対応しています。また、TwinCAT* 3は、インテルのマルチコア・プロセッサー上の一部のコアを特
定のオートメーション/制御タスク専用に割り振ることができるよう「コアの分離」または「コア分割」にも対応しています。次に例を示します。

コア0 ― ヒューマン・マシン・インターフェイス（HMI）ソフトウェア

コア1 ― 多数のプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）タスク

コア2 ― モーション制御システム

コア3 ― 高度な測定 /状態監視タスク

Industry 4.0とは
Industr y 4.0とは、製造業界のコンピュー
ター化をさらに進化させるハイテク戦略です。
適応性、リソース効率、人間工学を特徴とする
インテリジェント・ファクトリー、スマート・ファ
クトリーと、ビジネス /バリュープロセスにおけ
る顧客とビジネスパートナーの統合を目標とし
ています。

技術戦略は、サイバー物理システムと IoTに
基づいています。² Industry 4.0はドイツで生
まれたコンセプトですが、現在では世界的な
広がりを見せており、米国をはじめとする他の
先進工業国にも広がりはじめています。
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世界で最も信頼でき、拡張性が高い半導体のロードマップを提供することで IT、OT、ATの融合を支援し、予測的で適応力のある工場を実現
し、柔軟性と効率性を高めます。またエッジデバイスやゲートウェイに組み込まれたインテル® Atom™ プロセッサーから、サーバーのインテル® 
Xeon® プロセッサーまで、現場とデータセンター間の通信のバックボーンを提供しています。また、インテル® IoT ゲートウェイにより、多様なシ
ステム間のシームレスな通信を可能にし、現場のデータをビッグデータ分析プラットフォームに安全に集約し、フィルター処理を可能にすることで、
IT、OT、ATの融合をさらに支援します。

インテルとBeckhoffは、エンジニアが IoTとIndustry 4.0に従って製造設備やスマート・ファクトリーを導入するために必要な標準化されたオー
プン・テクノロジーを提供しています。両社とも、最適な水平 /垂直方向の接続オプションによって、システムが効率的に動作するだけでなく、柔
軟に動作することの重要性についても十分に理解しています。

Industry 4.0におけるPCベースの制御の役割
PCベースの制御の多くは、現場の複数のワークロードを耐久性の高い1台のPCに統合することで成り立っており、複数の異なる制御アーキテ
クチャーを1台に実装できる柔軟性を提供しています。ただし、オートメーションの分野では、インテリジェンスが低下する I/Oシステムと同様に、
当面は階層型の構造が引き続き第一の選択肢となります。この概念は、明確に定義されたレベルと、レベル間のインターフェイスに依存します。
例えば、リミットスイッチに独自の IPアドレスを割り当てることで、通信の普遍性がさらに重視されるようになります。Industry 4.0に到達する
ためには、オートメーション・デバイスは、Web対応サービスへの直接アクセスを提供する必要があります。

こうした業界変革を実現するには、包括的なアプローチが必要となります。具体的には、このような戦略は、1）多くの場合、複数の企業を対象と
する、価値創造ネットワークにおける水平統合、2）ネットワーク接続された製造システムの垂直統合、3）製品ライフサイクル全体にわたるエン
ジニアリングの一貫性、の3つを満たしていることが求められます。

こうした包括的なアプローチを適切なビジネス管理ソフトウェアと密接に関連付けて導入することで、企業は既存ビジネスの最適化と、新しい
ビジネスモデル創出の大きな可能性を引き出せるようになります。PCベースの制御は、産業用アプリケーションのさまざまな要件に柔軟に適
応できる将来性のある基本構造を提供できるため、こうした包括的な戦略のニーズにも対応していると言えます。

Beckhoffは、数十年にわたってPCベースのコントローラーの設計経験を培っています。PC制御は多くの組織の Industry 4.0戦略の中心となっ
ています。Beckhoffは、同社のソフトウェア・ベースのオートメーション・デバイス仕様（ADS）、EtherCAT*オートメーション・プロトコル（EAP）、
およびOPC UA規格の採用により、作業現場のセンサーからクラウドまで接続されたソリューションをコスト効率よく導入するための、優れた選
択肢を提供します。これを可能にする上で、BeckhoffのPCベースのコントローラーの大半に搭載されているインテルのプロセッサー・テクノロ
ジーが役立っています。これは、インテルの Industry 4.0戦略の重要な考慮事項の1つです。

また、Beckhoffとインテルは、ハードウェア・レベルとソフトウェア・レベルのセキュリティーを組み合わせることで、PCベースの制御システムを
保護、強化し、工場の作業現場からクラウド/データセンター、ERP/MESまで、安全な接続を確立するツールも提供しています。OPC UAテクノ
ロジーはその優れたデータ暗号化 /セキュリティー機能により、ほぼすべてのPLCベンダーとMES企業で採用されています。

今後に向けて：インテルとBeckhoffによるイノベーションの推進
Industryu4.0の促進のため、インテルはセキュリティーと相互運用性の課題に対処しつつ、エッジからクラウドまでの全体をカバーしたソリュー
ションを実現するためのテクノロジーを提供しています。これらのテクノロジーには、ソリューションを構築する上で必要不可欠な要素であるセキュ
リティー、ゲートウェイ、データ管理が含まれています。

多くのアプリケーションにおいて、通信規格の認証取得は Industryu4.0の実現のための重要なステップです。このステップを経た後、生産効率
向上の実現のため新たに拡張されたデータストリームの分析機能を改善します。製品フロー、製品、マシンの種類、レシピ、プログラムなどのリ
アルタイムの変更は、例えばBeckhoffが提供している一元化されたPCベースの制御アーキテクチャーによって行うことができます。

PCベースの制御は、各種の有線・無線接続テクノロジーにより、インターネットやローカル・ネットワークとの通信手段の選択において優れた
柔軟性を発揮するように設計されているだけでなく、常にインターネット対応であるため、この「ITが収束する環境」にも無理なく対応します。
優れたメモリーストレージ容量と通信機能を備えた IPCは、Industry4.0環境においても必要な時に即時に導入が可能です。この点が、高度に
専門化されたハードウェアに依存する従来の「非PCベース」のプログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）とは異なります。
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Industry 4.0への段階的変革を促進するテクノロジーは次のとおりです。

•  さまざまなプログラミング環境、ツール、ハードウェア、API、クラウド接続ソ
リューションをサポートする IoT向けインテル® IoT 開発キット。インテル® 
Quark™ SoC X1000を基盤としており、優れた消費電力当たりの性能（パ
フォーマンス・パー・ワット）を発揮します。手ごろな価格のシングルボード・
コントローラーを探している開発者向けに最適です。

•  SAPなどのMESとの通信に使用する低コストの OPC UAサーバー
（BeckhoffのPCベースのコントローラーは、ハードウェア・アドオンを必要
とせずに、OPC UAサーバーまたはクライアントとして使用できます）。

•  IoT製品およびサービスを迅速に商品化するインテル® IoT ゲートウェイ開
発キット。このキットを使用することで、信頼性のある簡易プロトタイプを作
成できます。このプロトタイプは、通信、セキュリティー、運用管理機能など
の主要機能を追加し、拡張できます。また、このキットでは、新しいインテリ
ジェント・インフラストラクチャーとレガシーシステム（センサーやデータセン
ター・サーバーなど）間の相互運用性も維持できます。

•  インテルのマルチコア・プロセッサー搭載 IPC。状態監視、電力管理、高度
に統合されたマシン設計（ロボット工学を統合した設計など）などの機能に
必要な優れたローカル処理能力を備えています。

•  MATLAB*インターフェイスを備えたTwinCAT* 3。バーチャル・コミッショ
ニングのためのプロセス・シミュレーション環境を作成します。

•  TwinCAT* 3のオートメーション・インターフェイス。プログラムを制御し、
製造状況の変化に基づいてプログラムを動的に変更するためのリモートア
クセスを提供します。

•  TwinCAT* 3の自動コード作成機能（自動コード生成とリビジョン管理）。

Industry 4.0イニシアチブは、PC環境によってサポートされる各種通信システ
ムおよびアーキテクチャーの恩恵を得て、今後も成長を続けます。そして、その
オープン性により、新しい革新的な概念も簡単に採り入れることができます。

こうした現実は、イーサネットと、産業用通信規格としてのその役割にも同様
に当てはまります。極めて高速でありながら決して低下することのないデータ転送速度により、イーサネットは製造業界全体で広く受け入れら
れるようになりました。こうした進化に貢献してきたのが、イーサネット・ベースの高度な産業用プロトコルであるEtherCAT*とSafety over 
EtherCAT*です。これらのプロトコルは、短いサイクルタイム、決定論、効率的で安全なデータ通信に対する産業界固有の最も厳しいニーズに
対応します。

これまで以上に複雑化するコンテンツ、一方で使いやすさが要件としてより求められるようになっているデータ通信の開発も同じ方向に進んで
います。最新の通信はイーサネット・ベースであり、垂直統合によって生まれるあらゆる要件に対応できます。BeckhoffのPCベースの制御と
EtherCAT*は、こうした開発に最適な選択肢です。

パートナーシップの力
開発者と顧客は、安全で信頼性のある IoTインフラストラクチャーを必要としています。導入環境で最も重要な要件を満たすことができるよ
うインテルが支援しているのはそのためです。さらに開発者は、IoTの重要なハードウェア /ソフトウェア・ビルディング・ブロックが含まれた
インテルの開発キットを使用することで、これらのニーズに確実に対応できます。

Beckhoffは、長年、PCベースのコントローラーのイノベーションで培った経験を産業界にもたらしています。IPCから組込み型PC、パネルPC
まで、PCベースのコントローラーのほとんどがインテルの先進のプロセッサー・テクノロジーを活用しています。インテルとBeckhoffは協力し
て Industry 4.0の発展を支援し、また製造業界の各企業も、今日の変化するテクノロジー環境を最大限に活用し、ビジネスの拡大に取り組ん
でいます。
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課 題
Husky Injection Molding Systems Ltd.は、
飲料用ボトルとキャップや医療産業用の部
品など、さまざまなプラスチック製品の製造
に使用される設備を製造しています。現時
点での製造業界のトレンドは、部品の最高
品質を確保しながら、原材料費を削減する
ことです。

この2本柱の目標を達成するために、Husky 
は特に、システムの精度、応答性に優れたマ
シン動力性能、射出成形機による基本設計
の再現性に重点を置いています。Huskyの
システムは、市場のニーズを予測し、ニーズ
に対応するために戦略的に最適化されてい
ます。Huskyは、システム設計の付加価値ア
プローチによって、クラス最高のプリフォー
ム品質を確保しながら、総製造費を削減で
きる機能をエンドユーザーに提供すること
を目指しています。

ソリューション
Huskyは、柔軟性に優れた高機能プリ
フォーム射出成形システムの最新製品であ
るHusky HyPET* HPP5を開発しました。
HyPET* HPP5では、インテル® Core™ i7 
プロセッサーを搭載し、TwinCAT* NC PTP
オートメーション・ソフトウェアを実行する
Beckhoff* C6930産業用PC（IPC）がもた
らす高度な処理能力を活用します。

Beckhoffは Huskyと協力して、HyPET* 
HPP5システム（すべてのPLC、モーション
制御、測定、補助デバイスとの通信、HMIソ
フトウェアを含む）を実行し、一元化された
マルチタスク・コントローラーとして機能す
る強力な IPCを開発しました。1つの IPCプ
ロセッサーでPLCタスクを実行し、もう1つ
の IPCプロセッサーでHMIソフトウェアを
実行することによって、スキャン時間が削減
され、リアルタイムの制御とすべての運動軸
の再現性も確立され、全体的な品質が向上
しました。

成 果
HyPET* HPP5は2013年末に発売されま
したが、以来、注目すべき成果をもたらして
います。アプリケーションに応じて、サイクル
タイムが3～12%短縮され、高い生産性が
実現できます。企業がHuskyを選ぶ主な理
由はオートメーション・テクノロジーにあり
ます。同社のオートメーション・テクノロジー
により、例えば、ワークロードを統合して、品
質とプラスチック資源の効率的利用との最
適なバランスを取ることが可能になります。
インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載し
た Beckhoffの IPC を基盤とするHyPET* 
HPP5システムは、この素晴らしいトレンド
を拡大できる位置にあります。

成功事例：

Beckhoffとインテルが一元化された高度な処理能力をHuskyに提供



¹   「Morgan Stanley: 75 Billion Devices Will Be Connected to the Internet of Things By 2020」、Tony Danova、Business Insider、2013年10月。

²  Industry 4.0、Wikipedia
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詳細については、http://www.intel.com/content/www/jp/ja/industrial-automation/overview.html
またはhttp://www.beckhoff.co.jp/を参照してください。
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