
プロジェクトの概要

製造業分野では、生産性が1%でも向上すると利益率が大幅に増大します。そのため、さらなる
生産性の向上を見据えて、製造にかかわるエコシステム・パートナーは高度なファクトリー・オー
トメーション・ソリューションを提供しており、こうしたソリューションの多くは IoT（Internet of 
Things：いわゆるモノのインターネット）のテクノロジーに基づいています。IoTベースのソリュー
ションは、生産性に関する新たな開拓分野として急速に注目を浴びており、より高度なオートメー
ションの促進と柔軟な生産プロセス制御の実現を目指しています。しかし、こうした試みは断片
的であり、現時点では標準化されていません。今後、汎用性の高いソリューションが実現されて
いくと想定されます。

ファイナンス・ホワイトペーパー
インダストリアル・エンドツーエンド・ソリューション、IoT

IoTとビッグデータ分析による
高度なファクトリー・オートメーション
工場で生成されるコストに関連した多種多様な大量のデータを使って、 
IoT（モノのインターネット）とビッグデータ分析を実装することにより、次世代の生産性改善を実現

工場にある各種機器は、生産、プロセス、機
器の運用、オペレーター、環境、さまざまなコ
スト要素に関連した多様な種類のデータを
大量に生成し続けています。工場データには
歩留まり、品質、生産量などとの強い相関が
あり、IoTソリューションは、こうした多彩な工
場データに対してビッグデータ分析を実行す
ることによって、製造プロセスを最適化するこ
とができます。

リアルタイム・データ分析を使用して製造状
況を監視することによって、機械の操作を改
善し、機械の故障を予測し、その予測に基づ
いた予防的なメンテナンスを実施することが
できます。こうした機能を通じて、信頼性の向
上による生産能力の増加を実現でき、歩留ま
り損失、修繕費用、予備部品の使用、設備投
資を削減することが可能になります。

また、IoTビッグデータ・ソリューションを高度
なファクトリー・オートメーションに組み込む
ことで、企業はサプライ・チェーン・マネジメン
ト全体の改善、物流と製造リソースの最適化、
製品開発期間の短縮、サイクルタイムの短縮、
在庫の削減を実現できます。

2 0 1 3年、インテルの組立 /テスト工程
（Assembly Test Manufacturing：ATM）

の組織では、工場の効率向上のために IoT
テクノロジーとビッグデータ分析を試験的に
利用することを決定しました。ATMは毎年大
量の製品の組立およびテストを行うインテル
の最先端工場です。運用の規模が大きく複
雑であるため、判断を行う際には、常に最新
の状態に保たれた、リアルタイムで利用でき
る指標が必要です。このような大量多品種
の製造環境には何千ものツールとパラメー
ターがあり、効率向上を成功させるためには、
サプライチェーンやリソース計画と強く関連
付けて、作業現場を完全に可視化することが
重要です。

インダストリアル・エンドツーエンド
IoTソリューション

図1は、ビッグデータ分析サーバーとIoTゲー
トウェイを含む製造インテリジェンスを実現す
る、エンドツーエンドのインフラストラクチャー
のビルディング・ブロックを示しています。この
アーキテクチャーでは、製造現場からデータ
を取得し、さまざまな種類のデータセットを集
約して、セキュリティー保護された製造ネット
ワーク内でビジネス・インテリジェンス向けに
データの取り込み、分析、保管、可視化を行
います。

生産現場に IoTと 
ビッグデータ分析を実装して、 
工場で生成された多種多様な 

データを活用することで、 
生産効率が向上し、 

ビジネスの競争優位性を 
築くことが可能となります。 

1つのプロセス改善から生まれる 
コスト削減効果は、 

他のプロセス、オペレーション、 
プランに波及するため、 

ビジネス全体の効果として 
とらえる必要があります。



IoTとビッグデータ分析による 
高度なファクトリー・オートメーション

このソリューションによって、セキュリティー、シ
ステム間の連携、データ管理、プラットフォー
ムに最適化された分析ミドルウェア、リモート
からの監視と制御が可能なモバイル・インター
フェイス、工場の運用全体の使いやすさが提
供されます。

インテルのソリューション

エンドツーエンド（E2E）のバリューチェーンを
創出するため、インテルでは、図2に示すよう
に、エッジデバイス制御、IoTゲートウェイ、サー

バー、ソフトウェア、セキュリティーなど、水平
展開型の拡張可能なビルディング・ブロック
を提供しています。

産業におけるバリューチェーン

IoTエコシステムは、幅広いバリューチェーン
により構成されています。しかし、このバリュー
チェーンは、複雑かつ断片的で、非常に競合
的でもあります。拡張性に優れた IoTソリュー
ションを確立するには、ビジネスパートナーを
特定することが重要です。

図3は、プロセッサー、モジュール、オペレー
ティング・システム、セキュリティー・ソフト
ウェアなどの構成要素から始まるバリュー
チェーンを示しています。まず、委託設計製
造企業（Original Design Manufacturer：
ODM）が、こうしたコンポーネントを使用して
ボードを構築します。そのボードは、製造元企
業（Original Equipment Manufacturer：
OEM）が提供するデバイスに採用されます。
次に、システム・インテグレーターがアプリケー
ションやデータ分析ソフトウェアをほかの専
門的要素とともに組み込むと、こうした汎用

図1. 工場の現場から産業用データセンターに至るまで製造インテリジェンスを実現する、エンドツーエンドのインフラストラクチャーのビルディング・ブロック
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的な製品が、業界固有のソリューションに変
わります。モバイル・ブロードバンドのような
ネットワーク・サービスでは、デバイスとクラウ
ドサービスの間の接続を提供し、分析および
アプリケーション・ソフトウェアを使用して、生
データを有益な情報に変換します。インテル
の製品およびテクノロジーのポートフォリオで
は、ODM、OEM、システム・インテグレーター、
アプリケーション開発者、ネットワークおよびク
ラウドのサービス・プロバイダーに、エンドツー
エンドの IoTソリューションを開発するための
基本的な機能を提供します。

図2. インテル® IoT プラットフォーム

図3. 産業における IoTのバリューチェーン

モノとデバイスの接続
センサーでデータを取得、
マシンで処理

エッジにおけるインテリジェンス
データのフィルタリング
エッジでの分析の実行
データによるデバイスへの情報提供と指示

データをインサイトに変換
データの処理と格納
クラウドでの分析の実行
デバイスとポリシーの管理
ネットワークの管理

エンドツーエンドのセキュリティー
安全なハードウェア、ソフトウェア、データ
安全なデバイス管理
安全なポリシー管理
拡張性のある演算の保護

データの可視化と 
インサイトの価値化
使用可能な情報の提供
操作の自動化
サービスの作成

クラウド管理

データセンター

分析とAPI

ストレージ

ゲートウェイ
　  ハードウェアの検証
　  ソフトウェアの検証

インテル® IoT プラットフォーム
安全、拡張可能、相互運用可能

インテル® IoT プラットフォームはエンドツーエンドの参照モデルであり、サード 
パーティーのソリューションと連携するインテルの製品ファミリーです。この 
プラットフォームは、シームレスかつ安全にデバイスを接続し、信頼できるデータ 
をクラウドに送信して、分析を通じて価値を実現する基盤を提供します。
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概念実証：ペナンの組立 /テスト工程
プロジェクトの概要

ペナン（マレーシア）の ATM拠点での概念
実証（Proof of Concept：PoC）によって、
インテルは IoTの効果を確認しました。この
PoCでは、機器稼動時間の向上、歩留まりと
生産性の増加、障害予知メンテナンスの実
施、コンポーネントの故障の低減を実現する

ことができました。そして、そのすべての結果
が、製造業分野におけるビッグデータ・ソリュー
ションのビジネス価値を証明しています。今回
のPoCは、テスター、ボール取り付けモジュー
ル、画像分析に対して実施され（図4）、これ
によって歩留まり損失、予備部品の使用、メン
テナンス時間、操作時間の削減を実現でき、
年間約900万米ドルの節約になりました。こ

のPoCでは、ハードウェアとシステム統合の
ための初期投資が必要でした。継続して発生
する費用としては、主にソフトウェアのライセン
ス料です。

グラフ1は、PoCの投資を主な要素に分けて
示しています。投資の3分の2は、ハードウェ
アとシステム統合のための初期投資です。ハー

図4. 産業用データセンター
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ドウェアの投資には、エッジデバイス、ゲート
ウェイ、サーバーが含まれ、大半はサーバーへ
の投資で、ビッグデータ・アルゴリズムのリア
ルタイム処理をサポートするために使用され
ています。ソフトウェアへの投資は全体の残り
3分の１を占め、その大半はデータ管理と分
析のために継続して発生する費用です。

ソリューションの開発と実施に必要な投資
は、製造プロセス、既存の機器の機能、IoTソ
リューションなどによって異なってきます。

事例１：テスター

選定基準：損失分析によって特定可能な、
ハードウェアを起因とする歩留まり損失を伴
う製造工程。

問題：本来良品である製品が不良と判定さ
れることによる歩留まり損失は、テストプロセ
ス中に起こるハードウェア（テスター・インター
フェイス・ユニット）の故障によって生じます。
製造中のダウンタイムを避けるためにリレー・
コンポーネントは定期的に取り替えられます
が、メンテナンス時間は通常8～12時間で、
オペレーターのシフト1回分以上の時間がか
かります。

ソリューション：ユニットテストの結果（複数
の変数）とリアルタイムの機械データ（リレー
数の指標）を、ランダム予測アルゴリズムを使
用して分析し、リレー・コンポーネントの「故
障までの時間」を決定します。

結果：本来良品による歩留まり損失が25%、
予備部品の費用が20%、メンテナンス時間
が50%削減されました。

バリュードライバー：図5はコスト削減効果
の流れを示しています。まず、テスターの障害
予知メンテナンスから始まり、これによって、
本来良品による歩留まり損失の削減、メンテ
ナンスの頻度低減（定期的メンテナンスから
必要に応じたメンテナンスに変更）、機器の
故障頻度の低減を実現しています。その結果、
信頼性に優れたテストプロセスが得られ、材
料の損失および修繕費用全体（労働力、予
備部品、部品廃棄など）を低減できるだけで
なく、必要な労働リソース、材料の在庫レベ
ル、予備部品の使用、交換や生産能力増加
に伴う設備投資も削減できます。別の成果と
しては、より多くの完成品を生成する効果的
な生産能力が増加して、生産スループットが
向上します。これにより、需要が上向きに変動
しても、機会損失を避けることが可能になり
ます。

ソフトウェア
（分析、データ管理）

システム統合

ハードウェア
（半導体、
ゲートウェイ、
サーバー）

P/L

B/S

B/S

B/S

P/L

P/L

P/L

P/L

P/L

材料の損失が
25%減少

メンテナンスの頻度が
減少

設備投資が
減少

部品 /材料の
廃棄コストが減少

予備部品が
20%減少

メンテナンス時間が
50%減少

メンテナンスに必要な
労働リソースが減少

生産稼動時間が
増加

製造に必要な
労働リソースが減少

市場機会損失が
減少

サイクルタイムが
減少

生産能力が
増加

完成品在庫が
減少

予備部品の在庫が
減少

再処理が
減少

プロセスの評価

コストへの影響

P/L（Profit and Loss Statement）：費用項目
B/S（Balance Sheet）：資産項目

テスターの
障害予知メンテナンス

P/L
材料の損失が
減少

故障の頻度が
減少

グラフ1. 要素ごとの投資

図5. 事例1：コストの関係を示すフローチャート
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事例2：ボール取り付けモジュール

ボール取り付け（Ball Attach:BA）は、はんだ
接合のリフローを実行して、ユニット上で第2
レベルの相互接続BAを行う組立プロセスで
す。BA接合の主なサブツールは、プリンター、
プレイサー、炉の3つです。

選定基準：真空圧データログ機能はないが、
外部の IoTゲートウェイを使用してデータを
取得できる見込みのあるレガシーツール。

問題：ボールの欠落は最も発生頻度の高い
エラーで、最大の影響要因は真空圧の調節
です。この機器は接続性が低く、センサーデー
タが限定されているレガシーツールです。ボー

ルが欠落しているユニットは欠陥材料となり、
歩留まり損失に影響します。

ソリューション：ピックヘッドの圧力と歩留まり
との間に強い相関があることが分かっていま
した。IoTゲートウェイを使用して、機械デー
タ（モーターのデータ、エラーログ）や新しく取
り付けたセンサーからのデータをビッグデー
タ分析ソフトウェアに送信します。このデータ
モデルによって、モーターの誤作動と真空圧
との間に緊密な関係のあることが分かり、そ
の結果、ボールの欠落の問題を回避すること
が可能になりました。ロジスティック回帰とサ
ポート・ベクター・マシンのアルゴリズムを使
用して、真空圧が制御不能になる状況を予測
します。

結果：異なる種類のユニット向けのBAに変
換した後も機器は安定しました。このソリュー
ションでは、新しく設置したセンサーと外部ゲー
トウェイからデータを収集することができるこ
とを確認しました。はんだボールの欠落に関
連する歩留まり損失は、50%低減されました。

バリュードライバー：図6は、改善後のBAプ
ロセス制御において、ボールの欠落による材
料の損失、材料廃棄コスト、再処理が低減さ
れる様子を示しています。この結果、生産能
力が向上し、需要増加による機会損失の防
止、材料と完成品の在庫レベルと設備投資
の削減を実現できます。

P/L

B/S

B/S

P/L

P/L

P/L B/S

P/L

はんだボールの欠落が
50%減少

生産量が
増加

材料の損失が
減少

廃棄コストが
減少

生産能力が
増加

サイクルタイムが
減少

市場機会損失が
減少

材料の在庫が
減少

再処理が
減少

製造に必要な
労働リソースが減少

設備投資が
減少

完成品在庫が
減少

プロセスの評価

コストへの影響

BAプロセス制御の
改善

P/L（Profit and Loss Statement）：費用項目
B/S（Balance Sheet）：資産項目

図6. 事例2：コストの関係を示すフローチャート
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事例3：画像分析

マシンビジョン装置は、ユニットをスクリーニン
グして、良好なユニットとボーダーライン・ユ
ニットに分類するモジュールです。良好なユ
ニットは次の処理のために先へ送られますが、
ボーダーライン・ユニットは製造の専門家に
よって再検査され、良品と不良品のいずれか
に明確に選別されます。

選定基準：ボーダーライン・ユニットの検査と
分類は、手動による煩雑なプロセスです。非
構造化画像データを構造化データに変換す
ることで、このプロセスを自動化できます。

問題：不合格に限りなく近いユニットが多数

発生する場合があり、ボーダーライン・ユニッ
トを短時間で判定できる高度に自動化され
た効率的なツールが必要でした。ボーダーラ
イン・ユニット群から完全な不合格ユニットを
完全に選り分けるには、約8時間もかかる場
合があります。これには、ユニットがオペレー
ターに届いてから、分類用モジュールに流れ、
最後に廃棄物に分離されるまでの時間が含
まれます。

ソリューション：ボーダーライン・ユニットの画
像は前処理され、損失コードごとに明確な値
セットをさまざまな機械学習アルゴリズムに
入力することによって、画像分類が実行され、
完全な不合格ユニットと不合格に限りなく近
いユニットが選別されます。これにはニューラ

ル・ネットワーク・アルゴリズムが使用されて
います。

結果：ボーダーライン・ユニットの選別作業
は以前より約10倍速くなり、オペレーターの
作業時間が約10%削減されました。

バリュードライバー：プロセスの改善により、
手動で検査する必要のあるボーダーライン・
ユニットの数が減少し、オペレーターの検査
時間と必要な労働リソースが削減されました。
また、図7に示すように、プロセスの改善に
よって生産時間全体が短縮されるため、生産
能力の効果的な増加と在庫の削減を実現で
きます。

B/SB/S

P/L

P/L

P/L

画像分析プロセスの
改善

ボーダーライン・ユニットが
減少

生産量が
増加

生産能力が
増加

サイクルタイムが
減少

再処理が
減少

必要な労働リソースが
10%減少

設備投資が
減少

完成品在庫が
減少

市場機会損失が
減少

プロセスの評価

コストへの影響

P/L（Profit and Loss Statement）：費用項目
B/S（Balance Sheet）：資産項目

図7. 事例3：コストの関係を示すフローチャート

結 論

ペナンにあるインテルのATM拠点で実施さ
れたPoCによって、IoTテクノロジーとビッグ
データ分析を利用した高度なファクトリー・
オートメーションは、非常に効果的であること
が実証されました。製造における高度な最
適化が実現され、さらに効率と生産性を向

上することも確認されました。ただし、投資効
果が確認されている実例は限られており、複
雑かつ断片的で非常に競合的な IoTのエン
ドツーエンド・ソリューションは、まだ明確に
は標準化されていません。それでも、近い将
来、IoTソリューションは競争力のある生産
能力の発展にとって不可欠な存在になるで
しょう。

技術的な詳細については、ソリューション・ブ
ループリント「モノのインターネット（IoT）が製
造業にもたらすビジネス価値」、ホワイトペー
パー「Optimizing Manufacturing with 
the Internet of Things」（英語）を参照して
ください。
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