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スマート・ファクトリーにおける 
インテル® FPGA の導入事例

はじめに

製造業では、 インダストリー 4.0（I4.0） と呼ばれる第 4 次革命が起きています。 これは、 装置の
デジタル化とネットワーク接続により、機械の自動化と機敏性を向上し、そのデータがビジネスを
変革することで、単なる製造機器のスマート化を超えるインテリジェント・ファクトリーへの道を
開くものです。 産業用 IoT は、情報技術（IT） から運用技術（OT） への変革によって見込まれるメ
リットを拡大し、製造機器、プロセス、管理にインテリジェンスを付加しています。 スマート・マニュ
ファクチャリング・ソリューションは、センサーをはじめコネクテッド・デバイスをネットワーク・エッ
ジで使用して、機械と人間による作業効率をリアルタイムで改善させると同時に、データをオンプ
レミス・サーバーやクラウドサーバーに渡してより深い分析を行い、洞察を引き出します。

この変革で期待されるメリットは次のとおりです。

• 生産性と工場のスループット （処理能力） の向上

• 製造品質の向上

• 信頼性と稼動率の向上

• 予知保全とそのモデル開発

• システム管理を強化する新たなレベルの柔軟性、機敏性、自動化

インテルは、ワークロードの統合や増加するネットワーク・トラフィックの制御など、インダストリー
4.0 の実現を推進するための製品ポートフォリオを提供し、クラウドからエンドポイントまで幅広
い産業機器メーカーと協業してきた実績があります。

このホワイトペーパーでは、インテル® FPGA を基盤とした表面実装技術（SMT）ラインでインダ
ストリー 4.0 の変革を実現するために、Flex が採用した革新的なアプローチについて説明します。

生産ラインの変革

Flex のインフラ面の変革目標は、SMT ラインの生産性と柔軟性の向上、設備交換手順の簡素化
とダウンタイムの削減、 製品品質や稼動率の向上でした。 そのビジョンは、 各 SMT 装置に高効
率で精度が高く、ロバストな知能システムを提供するために、移植可能で拡張性があり、セキュリ
ティーの高い要素技術を設計することでした。

現状複数の異なるシステムで実行されている既存の処理と新しい処理を、コンフィグレーション
可能でカスタマイズできるプラトッフォームに統合すれば、 複雑性を低減することができます。
そのためには、 精密かつリアルタイムで判断を行える高速なデータ処理能力を持ったプラット
フォームが必要です。

元々の SMT ラインは、PLC や産業用 PC などソフトウェアでハンドラーを制御する従来式コント
ローラーで構成されていました。 しかし、それらのプラットフォームは動的で効率的な意思決定
や高速演算などの将来的な要件を満たすことはできません。 また、これらの機器は完全にはネッ
トワーク化されておらず、 生産性と効率を向上させるためにネットワークに接続してデータを収
集し、洞察を得るには十分とは言えませんでした。
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この既存プラットフォームに立ちはだかったのは、判定処理の統合的な
特性と演算処理のレイテンシーという 2 つの重大な課題です。 データの
収集、 フィルタリング、 処理の複合的なプロセスにより、 判定プロセス
が複雑になります。 また、信号同期、演算器のアーキテクチャー、限られ
た演算処理能力（動作周波数とスループット） などが原因で、データ処
理において著しいレイテンシーが発生します。

Flex では、システム構成をシンプルにしてデータ処理を簡素化しつつ、
リアルタイム性能を向上させることを試みました。 SMT プロセスにお
ける演算処理を統合し、 一元化することを重要な要素と考えたのです。
ところが、これ自体がさらなる課題をもたらすことになりました。 1 つ目
は、リアルタイム処理の統合により、真の並列処理が必要になったこと、
2 つ目は、ネットワークへの接続によって強力なサイバーセキュリティー
の必要性が生じたことです。

システムの設計における重要な課題の 1 つは、 複数のリアルタイム演
算間の順序の依存関係を管理することです。 依存関係は、あらゆる場面
のさまざまな過程で発生する可能性があります。 例えば、Wi-Fi* 接続の
ハンドシェイク信号の処理後にコンベアーの幅を調整する制御信号を
送信するなど、あるプロセスが別のプロセスからメッセージまたは信号
が到着するのを待つときに、 そのプロセス間に粗レベルの依存関係が

革新的なアプローチ

Flex が取った解決策は、 インテルとの協業によって FPGA プラット
フォーム上で高度な知能を備えた「マシンブレイン」（「XANDER」） を
開発することでした。 このシステム構成では、XANDER の2つのレイヤー
が分散された型で SMT ラインに組み込まれています。

各エンドポイントの機器（オートローダー、リンクコンベアー、アンロー
ダーなど） は対応する XANDER を持ち、 XANDER 同士が自動的に同
一レイヤー間の通信と、必要に応じて上位の SMT ラインマスターと通
信を行います。 図１のとおり、構成は柔軟で大部分の判定処理はローカ
ライズされています。

このアーキテクチャーでは、 マスター側の FPGA システムとの通信帯
域幅を縮小し、マスターレベルで稼動している他 SMT ラインとの上位
レベルの接続通信用に処理領域が解放されます。 Flex の SMT ライン

生じることがあります。 また、そういった依存関係はきめ細かいリード /
ライト処理（従来の書き込み後の読み取り、 書き込み後の書き込み、
読み取り後の書き込み） でも発生します。

依存関係の管理は、並列処理の性能を制限してしまうだけでなく、その
正確さにも影響するため重要です。 例えば、サイバーセキュリティーの
レイヤー間をまたぐデータに依存性がある場合は、 レイヤー間の同期
が必要になります。 データの依存性が存在する箇所を分析することで、
あらかじめ演算のどの部分が順序的な関連を持っているのかがマッ
ピングされていなくても、 並列性と正確性への影響を理解することが
できます。

こうした問題を解決しようと、 設計者は産業用 PC、 マイクロプロセッ
サー、マイコン、GP-GPU などのコンピューティング・プラットフォーム
を使用してきました。 これらのプラットフォームは特定のタスク処理に
おいては精度も高くて非常に効果的ですが、決められた消費電力の範
囲内で確定的かつ低レイテンシーな演算を充分な性能で処理するとい
う要件は満たせませんでした。 代わりに必要だったのは、 リアルタイム
の高性能演算を確実に実行するための効率的な同時並列アーキテク
チャーを備え、充分な低消費電力と I/O の柔軟性を持ち、強力なサイバー
セキュリティーを実装できるプラットフォームでした。

には数十台の XANDER が設置され、センサーのデータをリアルタイム
でセキュアに収集して処理しています。 そして、 すべての XANDER が、
ライン用ゲートウェイを通じて無線で Flex の内部ネットワークに接続
されています。 図 2 と図 3 は、XANDER の最上位デザインとアーキテク
チャーの階層を示しています。

XANDER の最上位アーキテクチャーで明確に示されるとおり、並列処
理は組込み設計における性能と効率を両立させる上で重要な要素とな
ります。 XANDER には2つのリコンフィグラブル・エンベデッド・プロセッ
サー（REP）演算処理エンジン、4 つのフィルターライン、内部メモリー、
アドレス生成器、入力ユニット・マネージャー、エミュレーター、クロック・
ジェネレーターに加え、 Wi-Fi* コントローラーとほかの制御サブシス
テムがすべて 1 つの FPGA チップに統合されています。 主要なコンポー
ネントの概要は次のとおりです。

図 1 . XANDER の接続を構成する 2 つのレイヤー
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  入力ユニット・マネージャー :  FPGA は、広帯域な受信データをバッ
ファリングできる十分なオンチップメモリーを備えているため、効率
的な内部処理が可能です。 これにより、外部メモリーを使用する場合
に比べ、演算が高速化されます。 デュアル・ポート・メモリーは読み取
り / 書き込みの同時処理ができるように設定され、異なるメーカーが
製造したさまざまな機器から送られてくる多様な形式の受信データ
を前処理します。 入力は ASCII、 HEX、 10 進数などパケットのサイズ
とフォーマット形式がすべて異なることもあり、 そこから製造に不要
なデータを取り除いて整理する作業を最小限のメモリーを使って行
い、演算処理が可能な標準的なデータ形式にして渡さなくてはなりま
せん。

  組込み並列シストリック・フィルター :  FPGA の空間コンピューティン
グ構造は、 パイプライン化されたフィルター処理の実装に最適です。
コントローラーによって、 パイプライン化されたクロック同期ステッ
プのシーケンスにおける機能ユニットでの実行が一括処理され、 す
べてのステップで許容ジッター時間内にスケジュールされたタイムス
ロットが確保されます。 コントローラーは、 機能ユニットがすべてパ
イプライン化されてクロックごとにスケジュールされているタイミン
グとジッターの範囲内で順次処理されるように制御しています。 高い
演算効率を得るためには、並列演算をパイプライン化して毎クロック
サイクルごとに処理を行いつつ、全体のサイクル数を減らして FPGA
の使用領域も可能な限り減らす必要があります。 各同期パイプライン
には複数の演算ステージがあり、 それぞれが個別のタスクを処理し
ながら中間結果を内部レジスターに保有します。 データや制御に関
して競合する可能性がある場合は、 各ステージに割り当てられた状
態を表すフラグの値（アイドル状態、 データ処理中など） を使用して
回避できます。

  信号エミュレーター :  XANDER 内に実装される独立した処理ユニッ
トです。 工場の各種機械から送られる信号と制御命令をエミュレート
します。 この機能により、 XANDER の単体テストを外部と切り離して
実行し、システムに問題がないかを診断して、性能と効率を確認する
ことができます。

  制御サブシステム :  接続されているほかの装置へのコマンドを発行
します。 コマンドは、幅調整、自動モードフロー、有効化、無効化など
のさまざまなタスクやプロセス操作を実行するよう装置に命令する
ために送信される複雑な制御ワードです。 コマンドワードは通常、プ
ロセス機能に合わせてワードサイズが異なる複数の ASCII バイトで
構成されます。

メインコアは 2 つの REP で構成され、それぞれが浮動小数点タスク処
理と固定小数点タスク処理の役割を分担します。 これらのカスタムタス
ク処理コンピューティング・エンジンは、 ボード幅調整の修正など、 必
要とされる一般的なタスクを自律的に実行します。

REP エンジンは、 デュアル命令発行コンピューティング・ユニットと、
多数の組込みカスタムプロセスを形成するためにコンフィグレーション
可能な、パイプライン化された機能ユニット群で構成されます。 REP は
フェッチとデコードおよびロード / ストアを行う 2 層のデュアル命令発
行タスクユニットと、タスク、データとタイマーのユニットで構成されて
います。 タスクユニットは、パイプライン化された機能ユニットによって
実行される 2 つのタスクを、サイクルごとにフェッチ、デコード、発行で
きます。 これらのユニットは、小さなタスクユニットのスレッドとループ
をフル活用して局所的なサブタスクを実行します。 このアーキテクチャー
により、比較的小容量のメモリーで広帯域のコンピューティング処理が
可能になります。

図 2 . XANDER の最上位デザイン

図 3 . REP アーキテクチャー
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このパイプライン化された演算ユニットは、 再コンフィグレーションし
てさまざまなタスクを実装できるため、 装置メーカーに関係なく、 どの
SMT ラインへも拡張可能です。

FPGA には、このようなリアルタイム制御機能に加えて、各装置の状態
を評価 / 監視する分析用の能力が備わっており、予知保全によるダウン
タイムの削減と生産性の向上という、 さらなるメリットをもたらします。
機械学習ソリューションは、教師ありと教師なし手法の両方で構成され、
Extremally Randomized Trees（ERT） やデシジョンツリー（DT） な
どのアルゴリズムを併用すれば、99.2%† という非常に高い精度で装置
の状態の将来予測が可能になります。 これを実現するために、 100 万
以上のデータポイントを取得して大規模なデータセットを作成し、デー
タの 80% を学習に、20% をテストに使用しました。

分析の結果として示されるのは、長期間に渡る製造ラインの状態です。
短期的なタイムスケールでは、 インテルのマシンツーマシン （M2M）
ゲートウェイが、 「マシンブレイン」 によるエッジ分析で直近の生産性、
効率、故障率を把握し、継続的な不具合を検出したときのコンベアーの
停止や、 ピック & プレース （PnP） の成功率が 98% を下回った場合の
装置停止とエンジニアの呼び出しなどのアクションを起こします。

長期的なタイムスケールでは、ソフトウェアで実行される分析から異変
を明らかにして、 装置ごとの性能と状態などの傾向を数週間先まで予
測することができます。 これにより、 工場の管理者に情報が提供され、
問題が発生する前に装置のメンテナンスを実施することができます。

システムのこのアーキテクチャーにより、 SMT ラインの更新時間も改
善されました。 これまでは、例えば製品の分類で使用される分析モデル
の更新時などには手動操作で 20 分程度かかっていましたが、 現在は
自動のプロセスに変わり、 ラインの最終工程まで 2 分半で順次展開で
きるようになっています。 さらに、 FPGA は複数のモデルを同時に実装
して切り替えることができるので、SMT ラインがフル稼動状態の間も、
アイドル状態になることなくこの機能を実行できます。

FPGA で障壁を越えて 
画期的な性能を実現する仕組み

Flex は、 各マシンブレインの Cyclone® IV FPGA への実装を決定し、
この手法により、低消費電力、実績のある信頼性と長いライフサイクル、
高いコスト効率など、コンピューティング処理と運用の厳しい要件を満
たすことができました。

FPGA は、 真の同時並列コンピューティング・アーキテクチャーを実現
できるため、SMT のような高速生産ラインに必要な低遅延と確定的制
御機能を実現することができます。

Cyclone® IV FPGA を選択する決め手となった主な重要業績評価指標
（KPI） は、データの取り込み、同期と処理の能力です。 プラットフォームは、
大量の並列データ処理に対応できる必要がありました。 入力ユニット・
マネージャー、 フィルタリング・モジュール、 再コンフィグレーション可
能な組込みプロセッサー、 データ・バッファリング、 制御サブシステム、
Wi-Fi* コントローラーのすべてにわたり、マイクロ秒単位で確実に演算
処理を実行し、デバイスと通信の整合性が確保されなければなりません。
Cyclone® IV FPGA によってこのすべてを、コストと消費電力のバランス
を取りながら実装することができました。

前述のとおり、システム・コンポーネントの粒度は、依存関係の制約を
管理する上で重要です。

FPGA は、超低ジッターを実現し、サイクル単位の実行によって精度の
高いデータ制御を可能にする確定的なプラットフォームを構築できます。
Flex はこのプラットフォームに必要なサブモジュールを実装し、 綿密
にパラメーター化したハードウェア・リソースに演算処理を結び付け、
デザイン特有の要件を満たすことができました。

接続されたスマート ・ マニュファクチャリングを目指すうえでのもう
1 つの重要な問題が、 サイバーセキュリティーです。 Stuxnet、 Triton、
Industroyer などによる被害からも分かるとおり、セキュリティー攻撃
は実在する差し迫った脅威となっています。 FPGA を選択するもう 1 つ
の理由は、オペレーティング・システムがなくても動作し、データの脆弱
性も確認されている攻撃も比較的少なく、 リモートからの攻撃が非常
に難しいためです。 100% 安全と断言できるシステムはなく、防御には、
新たな脅威に対抗し、脆弱性が明らかになったらすぐに修正アップデー
トを適用する機敏性が欠かせません。 FPGA はハードウェア・レベルで
プログラム可能であり、 ハードウェア・レベルのカスタマイズに至るま
で機敏性を提供します。 さらに、暗号化、セキュリティーとそれに関連す
るアルゴリズムは、数学的負荷の高いフィードフォワード演算であるこ
とが多く、多数のデジタル信号処理（DSP）ブロックのロジックとエンベ
デッド・メモリーを備えた FPGA の空間コンピューティング・アーキテ
クチャーに非常にうまく適合します。

XANDER を Cyclone® IV FPGA に実装することで、 （図 2 の四隅にあ
る 4 つの層に示す）複数の防御レイヤーによる多層防御の手法による、
包括的なサイバーセキュリティーを実現できました。 この防御レイヤー
を構成するのが Advanced Encryption Standard （AES）暗号化 /
復号層、認証層と、 「イリュージョン」層に作り込んだ最終ラインの侵入
検知 / 防止 / 被害低減メカニズムです。

AES 層では暗号化に 256 ビットキーを使用します。 これは、2031 年以
降も利用可と一般に受け入れられている強度です。 ただし、これが事実
ではないと判明したとしても、 FPGA の利点の 1 つにファームウェアで
更新できるという点があります。 FPGA の下位レベルのハードウェア・
カスタマイズをさらに活用することで、 攻撃をより一層深く阻止するこ
とができ、例えばキーを分割して内部メモリーの異なる領域に分散させ
難読化することも可能です。 認証コード層は、すべての通信とデータ伝
送のハンドシェイク・コードを生成する役割を担います。 このコードは、
Flex システムでは組込みの微分方程式を使用するカスタムの一方向
関数によって生成され、検証を行わずに伝送することはできません。

ハンドシェイクでは、認証処理を検証し、データが正常に受信されたこ
とを確認します。 最後の防御層（Flex システムでは「イリュージョン層」
と呼ばれます） は、ハンドシェイクの応答の失敗など、異常がないかを
監視します。 疑わしいアクティビティーが検出された場合、すべてのデー
タをゼロで埋め（この場合、 新しいダミーデータで上書き）、 すべての
I/O（システムのサルベージと設計者によるクリーニングのための 2 つ
のピンを除く） をロックすることで、 侵入者のデータへのアクセスや、
システムへのそれ以上のアクセスを防ぎます。
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FPGA アーキテクチャーは、こういったデザイン上の課題すべてを解決
するのに最適です。 プログラマブル・ロジック・エレメントに加え、コン
フィグレーション可能な静的ランダム・アクセス・メモリー（SRAM）、
高速入出力（I/O）ピン、 配線用インターコネクトが備わっており、 こ
のコンピューティング要素すべてがチップ内に分散され、 同時並列
演算タスクを実行します。 ユーザーはカスタムのプロセッサーを設計
でき、 独自のデータフローに合わせ制御を調整することも可能です。
Cyclone® IV FPGA は、 低消費電力ロジック・ファブリックと I/O 性能
とのバランスにより、産業用途に求められる長いライフサイクルと信頼
性の高さを確実にする、 Flex の XANDER にこの上ないほど理想的な
基盤となっています。

まとめ

Flex とのこの共同プロジェクトから、 インダストリー 4.0 の変革によっ
て見込まれる生産効率の向上をインテル® FPGA を使用して実現する
方法について、 有用な洞察が得られます。 FPGA の真の並列リアルタ
イム・コンピューティングにより、 SMT プロセスの集約が可能になり、
効果的かつ効率的な意思決定に必要とされる要件と、高速処理の要件
のどちらも満たすことができました。 I/O とサイバーセキュリティーの柔
軟性が、多層分散型アーキテクチャーでこれらを安全に接続しています。

インテルの IoT は、 製造業がビッグデータ、 セキュリティー侵害、 IT と
OT のコンバージェンスの時代に新たな課題へと対応できるよう、機械、
建物、サプライチェーン、工場、送電網のインテリジェンスに革命をもた
らしています。 インテルは、工場全体にわたり、データをリアルタイムの
洞察へと変換しデータの可能性を引き出すことで、稼動率の向上、品質
の向上、収益の活性化を支援します。
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