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製造企業の
5年後の姿と成功へのカギ

概 要

インダストリー 4.0 が製造業を全面的に変革しようとしています。 積極的なイノベーションが勝
敗を分ける、競争の厳しい適者生存の業界です。 IDC では、2018 年までに製造企業の上位 20 社
のうち 3 分の 1 がデジタル・トランスフォーメーションにより変革を余儀なくされると予測してい
ます。1 ほかの業界においても同様です。

成功の女神は、変化する消費者の需要や主流とは離れた方向からの要望に最も素早く対応でき
る企業に微笑みます。 これは、 製造現場の既存システムで期待する俊敏性を得られず苦戦して
いる多くの企業にとっては悪いニュースかもしれませんが、この難局を勝者総取りのまたとない
チャンスと捉えて歓迎している企業もあるはずです。 柔軟性に欠けた製造ラインを俊敏な方式へ、
さらに顧客との関係を変化させて、全く別の収益源を作り出すには、インダストリー 4.0 への投資、
つまり IoT に対応できる企業になることが不可欠です。

このビジネス概要では、革新的なテク
ノロジーへの投資によって、 さまざま
なビジネス課題を解決する方法につ
いて説明します。

組織内での役職に合わせて、 次の内
容を確認できます。

•  ビジネス戦略：
  コネクテッド・マニュファクチャリン

グによって、 どのようにビジネス成
果を達成できるかを理解できます。

•  テクノロジーの決定：
  予測メンテナンス・ソリューション

がどのように機能して IT およびビ
ジネスの価値を実現するかを理解
できます。

図 1. デジタル・テクノロジーへの投資が、需要主導で応答性に優れた製造モデルを展開するカギと
なります。
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コネクテッド・マニュファクチャリングで第 1 に重要な要素は、IoT を使
用して、 「ダークデータ」（現在使用されていない運用データ） を有益な
情報へと変換してくれる IT システムに接続することです。 データが利用
可能になれば、 製造メーカーは、 高度な分析とマシンラーニングの手
法を使用して、 データから価値ある洞察を引き出し、 それをもとに、 業
務の効率、生産性、俊敏性を向上させることができます。

予測メンテナンスは、接続された情報資産が工場の現場を変革する手
法の一例です。 設備のパフォーマンスの向上、予定外のダウンタイムの
最小化、 運用コストの削減を可能にするこのアプローチは、 平均や見
込みの耐用年数ではなく、実際のデータに基づいて設備の状態を分析し、
メンテナンス時期を予測するため、従来の予防的な手法よりも効果的
です。

消費者や企業が使用する機器類を製造する OEM 企業では、 顧客との
関係を深め、 顧客ロイヤルティーを向上する目的で、 資産状況の可視
性が必要とされています。 この状態通知ベースの保守性という概念は、
自動車業界で初めて消費者に提供されました。 高い信頼性で顧客満
足度を向上させる方法についてまだ検討していないとすれば、 すでに
競合他社に後れを取っているかもしれません。

難易度の高い分野で成功する

高まる顧客の期待は、 グローバルに展開するメーカーにとって実質的
な新しい収益源を見つけるチャンスですが、取り巻く状況は厳しくなっ
ています。 これまで労働力コストの低かった一部の国で、 賃金率が急
上昇しています。 不安定な資源価格や、高いスキルを持つ人材の不足、
またサプライチェーンや規制のリスクが高まっている現在、 リーマン
ショックに端を発した大不況以前よりもはるかに不確かな環境が生ま
れていると、コンサルティング会社 McKinsey は警告しています。2

特にアジア各国で、製造業における競争は、さらに激しさを増しています。
「アジア発の競争の高まりがスローダウンするのを待っていても失望す
るだけだろう」 と KPMG の工業製造および航空宇宙・防衛グローバル
部門トップ、Doug Gates 氏は言います。3 各メーカーは、新たな成長を
達成して、競争力の維持にもっと集中するよう求められているのです。

こういった野心的な目標を実現するために、 メーカーは既存の業務を
大変革する必要があります。 既存の工場システムは、自社専用に設置さ
れて数十年が経過し、柔軟性はほぼないに等しく、運用費用が高くなる
傾向があります。 大量生産の黎明期の遺物とも言える設備を抱え、消費
者の需要や予測不可能な障害の発生に素早く対応することができず
苦戦しているのではないでしょうか。 デジタル・テクノロジーへの投資が、
需要主導で応答性に優れたビジネスモデルの展開には不可欠です。

俊敏な製造の実現

製造業のデジタル化の最終段階であるインダストリー 4.0 は、メーカー
が価値を提供する新たな方法を作り出しています。 McKinsey によると、
この段階は 4 つの変革によって推進されると言われています。 それは、
データ量の驚異的な増加、分析機能の登場、人間とマシンの新しいイン
タラクション形態、デジタル命令を物理環境に伝える 3D 印刷といった
テクノロジーの向上です。 4

何よりも IoT の台頭で、メーカーはこの 4 つの変革で最初から価値を引
き出すことができます。 コネクテッド・マニュファクチャリングは、 半導
体産業で長年にわたって進化してきましたが、 ほかの業界ではまだ大
手企業が工場全体への実装に取り掛かり始めた段階です。 大企業が乗
り出せば、ほかの企業もそれに続くと予測されます。

コネクテッド・マニュファクチャリングは、IoT の力を利用してセンサー、
マシン、コンピューター、人間をつなげ、データの監視、収集、処理、分析
を可能にします。 メーカーはこのデータから洞察を得て、運用効率と生
産性を向上させ、柔軟性と俊敏性を高めることができます。 データの生
成に新しい設備への多額の投資は必要ありません。 ほとんどの場合、
データはすでに存在しています。 ポイントは、データの活用方法を習得
することです。

既存の設備はほとんどが IoT の登場前から存在しているため、 内蔵
の接続機能がなく、 メーカーはデータへのアクセスが難しくなってい
ます。 より俊敏な製造モデルへの第一歩は、工場全体でこういったシス
テムを接続することです。 レガシー設備と IoT 間の相互運用性を可能
にする共通の通信規格がないため、メーカーによってはインダストリー
4.0 を実現するこの最初の移行段階が難関となっているようです。 その
一方で、 Open Connectivity Foundation* （OCF）、 Open Process 
Automation* Forum （OPAF）、 Industrial Internet Consortium*
（IIC） などのグループや、 インテルを含めたエコシステム構成企業が、
IoT のオープン・スタンダード策定に向けて取り組んでいることから、
状況は急速に好転しつつあります。 オープン・プラットフォームではレ
ガシー設備をミドルウェアと接続するエコシステム・ソリューションが
すでに利用可能です。 将来的には、必要に応じて新しいプロトコルに対
応できるように更新することもできます。

システムが接続されれば、メーカーの次のステップは、高度な分析を適
用してデータの価値を活用することですが、ここでまた別の課題に直面
することになります。 既存のほとんどの設備では、 非常に多くのデータ
が生成され、 データセンターに送信して迅速な分析を行うにはあまり
にも量が膨大です。 代わりに、データストリームのソースに近いエッジで、
最も重要な情報を抽出するハイパフォーマンス・コンピューティングが
必要となります。

インテル® アーキテクチャーを基盤とする IoT プラットフォームは、
未接続のデバイスを接続するように設計されており、 数十億台のデバ
イス、センサー、データベースからデータを安全に収集、交換、保存、分
析することができます。

ただし、 IoT に投資する前に、 まずは目的を設定することが重要です。
最初に、収集すべき最も価値のあるデータを見極め、データの評価に使
用する分析構造の有効性を判断します。 インテルの製造産業ソリュー
ション・グループでジェネラル・マネージャーを務める Mary Bunzel は、
「大半の企業は、 設備から抽出するデータ・ストリーミングを使用して
マシンラーニングと AI のモデルを改良する方法について、 目標をすで
に設定しています。 さらに、 このデータを収集して分析する基盤プラッ
トフォームが、 この変革の前提条件であることも認識しています。 どん
な実装環境でも、次の段階に移行する前に克服しなければならないイン
フラストラクチャーの弱点が顕在化してしまうものです。 幸いなことに、
インテルには、この目標に至る道のりのさまざまなポイントで顧客との
連携実績があり、よくある落とし穴を理解しています。 テクノロジー ・ツー
ルを使用してこうした障害への対処を支援し、また次へと進むサポート
を行うことができます。 企業を未来の工場へと変えることが、改善し続
ける力強い流れを作り出します」 と述べています。
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予測メンテナンス

予測メンテナンスは、 コネクテッド・マニュファクチャリングが工場の
現場を変革できる手法の一例にすぎません。 従来のメンテナンス手
法は、障害を引き起こす可能性のある問題を発生前に検出して修正す
るという不完全な検査判断に基づいています。 検査以外の予防的メン
テナンス・ルーチンでは、 ほとんどの場合、 機械またはラインのダウン
タイムが避けられないため、 コストがかさみ、 生産性の低下や、 別のタ
イプの障害を誘発する可能性も生じます。

設定されたスケジュールに従う代わりに、予測メンテナンスでは、デー
タを分析して設備の状態を判断し、メンテナンスをいつ実施すべきかタ
イミングを予測できるようになり、接続された情報資産全体のパフォー
マンスを監視して、障害を引き起こす依存関係や相関関係を識別します。
エッジ解析もフォグ・コンピューティングも、 ストリーミング・データ
の収集ポイント、ゲートウェイ・レベル、クラウドレベル、または中間の
任意のポイントにアルゴリズムをインストールして、必要なデータと不
必要なデータを判断する戦略です。 こういったツールにより、障害予測
を示す正確な条件データの提供が拡張されます。 予測メンテナンスに
より、設備の信頼性が向上し、予定外のメンテナンスとダウンタイムが
減少します。 予防的メンテナンスよりも効果的で、運用コストを削減し、
効率を大幅に向上させることも可能です。

ARC Advisory Group が実施した一般的な障害パターンの調査によ
ると、実際には障害タイプの 82% がランダムに発生し、従来のメンテ
ナンス方法ではわずか 18% しか予測、予防できないと示されています。
また、設備から送られてくるデータのうち、障害を未然に防げる技術者
のもとへと届くのは、 わずか 23% です。5 エッジでの IoT とコンピュー
ティングのパワーにより、メーカーはこれまでの軌道を変えようとして
います。

インテルのソリューション・アーキテクト・ディレクター、Ted Connell は、
「ほとんどの人が、 分析を理解する方法と、 未加工のデータを洞察へと
変える方法に苦戦しています。 これを達成する 1 つの方法は、 マシン
ラーニング手法を適用することです」 と述べています。 デジタルツイン
（物理的資産をコンピューター化した対称モデル） を介して生産ライン
のパフォーマンスをモデル化する最新の手法によって、最適なパフォー
マンスに基づいて製造ラインのパフォーマンス期待値の基準が算出さ
れます。 AI の一形態であるマシンラーニングは、 分析モデル構築を自
動化し、コンピューターがデータから繰り返し学習してアルゴリズムの
精度を向上します。

このデジタルツイン手法で「正常」動作パラメーターを学習しモデル化
すれば、 製造ライン上の収集ポイントからのデータ・ストリーミングと
変化の速度を使用して、 障害傾向を示す異常を特定することができま
す。 ほとんどのメーカーでは、設備を熟知している作業員の専門知識に
依存してきたため、このような従業員は工場が信頼を寄せる「インテリ
ジェンス」 でした。 このインテリジェンスを持った従業員が退職した後は、
マシンラーニングと AI によるツールが、新しい従業員の知識ギャップ
を埋めるのに役立ちます。

資産の健全性に対する可視性が高いということは、 従業員と工場が
より安全であることを意味し、ダウンタイムの短縮は、競合他社よりも
パフォーマンスを向上できることになります（図 2 を参照）。

予測メンテナンスをすでに導入しているメーカーは、 目覚ましい投資
収益率を見せています。 世界最大級の自動車メーカーの 1 つでは、デー
タに新しいパターンを見つけ、 シリンダーヘッドの生産品質に影響を
与える重要な要素をより詳しく把握できるようになりました。 この情報
を使用して、シリンダーヘッドの製造ラインの生産性を 25% 向上させ、
目標生産レベルを達成するため立ち上がり時間を 50% 短縮し、 ほぼ
リアルタイムでデータを分析して生産調整の高速化を実現しました。6

図 2. 高度な分析とマシンラーニングにセンサーデータを組み合わせることで、資産の健全性に対する可視性が向上します。
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Aberdeen Group の調査によると、一般的に、包括的な予測メンテナン
ス計画が設定されているメーカーでは、 総資産利益率が平均 25% で
あるのに対して、 従来の非効率なメンテナンス手法を採用している企
業では 10% となっています。7 米国エネルギー省と連邦エネルギー管
理プログラムのデータによれば、 障害が発生してから対応するシステ
ムから予防的メンテナンス計画にアップグレードすると、メンテナンス・
コストの 12 ～ 18% が節約され、最終工程に予測アプローチを採用す
ることにより、さらに予算の 8 ～ 12% が削減されると示されています。8

予測メンテナンスは、手動での点検と修理を実施する技術者の派遣に
伴う時間と費用を削減するため、環境の異なる遠隔地で特に有益です。

まとめ

IoT のメリットを最大化するには、メーカーはできるだけ多くの分析能
力を備えた強力なコンピューティングをネットワークのエッジに配置す
る必要があります。 これにより、運用効率が高まり、生産性が向上して、
より俊敏な製造モデルへと移行を開始できます。 予測メンテナンスは、
コネクテッド・マニュファクチャリングが工場の現場に大きな利益をも
たらす手法の一例にすぎません。

未来に目を向け、コネクテッド・マニュファクチャリングをサプライチェーン
全体に拡張することが、 次のステップです。 さらにこの段階を超えると、
完全な製造工程を達成するため、 最終ステップでは自律型のソフト
ウェア・デファインド・マシン （SDM） を導入して、真に俊敏でオンデマン
ドのFactory as a Service（FaaS）製造モデルを目指します。 マシン・ハー
ドウェアからソフトウェア・レイヤーを抽象化することにより、 マシンの
「頭脳」 と「体」 が分離されます。 このようにしてマシンのインテリジェン
スがクラウド内で実行されるため、マシンの耐用年数が延長し、メーカー
はすぐに時代遅れとなってしまう事態を避けることができます。

自分たちの組織に合った適切なソリューションを見つけましょう。 
詳細については、インテルの担当者にお問い合わせいただくか、 
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/industrial-
automation/overview.html を参照してください。

1 https://www.pnc.com/content/dam/pnc-ideas/articles/Data-Disruption-TrTopics.pdf（英語）
2 http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-manufacturing/（英語）
3 https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/global-manufacturing-outlook-competing-for-growth.pdf（英語）
4 http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act/（英語）
5 https://www.arcweb.com/blog/proactive-asset-management-iiot-analytics（英語）
6 https://www.novemba.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/IBM-Predictive-maintenance-and-Auality-for-automotive.pdf（英語）
7 http://forpoint.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Infor-EAM-WP_Asset-Performance-Management-Aberdeen-Group.pdf（英語）
8 http://www.wika.us/solutions_predictive_maintenance_en_us.WIKA/（英語）
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業界の各社によって実証されたソリューション

インテルのソリューション・アーキテクトは、世界有数の企業と
連携し、差し迫ったビジネス課題を解決するビジネス・ソリュー
ションの設計に取り組むテクノロジー ・エキスパートです。 各ソ
リューションは、実際のビジネス環境でソリューションをテスト、
試用し、導入に成功した顧客から得た実環境での経験に基づい
ています。 このエグゼクティブ概要を作成したソリューション・
アーキテクトおよびテクノロジー ・エキスパートの氏名は先頭
ページに記載されています。

関連情報

次の資料も参照してください。

•  Boosting uptime and revenue with predictive 
maintenance:

  http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/industrial-
automation/boost-uptime-revenue-predictive-
maintenance-brief.html（英語）

•  Digital disruption reinvents business rules：
  http://w w w.intel .co.uk /content /w w w/uk /en/it-

managers/industrial-revolution-vortex-of-change.
html（英語）

•  Industry solutions for smart manufacturing：
  http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/internet-

of-things/infographics/iot-industry-solutions-smart-
manufacturing-infographic.html（英語）

http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/industrial-automation/overview.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/industrial-automation/overview.html
https://www.pnc.com/content/dam/pnc-ideas/articles/Data-Disruption-TrTopics.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-manufacturing/
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/global-manufacturing-outlook-competing-for-growth.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act/
https://www.arcweb.com/blog/proactive-asset-management-iiot-analytics
https://www.novemba.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/IBM-Predictive-maintenance-and-Auality-for-automotive.pdf
http://forpoint.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Infor-EAM-WP_Asset-Performance-Management-Aberdeen-Group.pdf
http://www.wika.us/solutions_predictive_maintenance_en_us.WIKA/
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