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前書

産業革命とIoT

インダストリー4.0（独:Industrie 4.0）は、ドイツ連邦教育科学省が勧奨して、2011年
にドイツ工学アカデミーが発表したドイツ政府が推進する製造業のデジタル化・コンピュー
ター化を目指すコンセプト、国家的戦略的プロジェクトである。IoTの普及についてトッ
プダウンで国家プロジェクトとした世界初の事例となる。

インダストリー4.0の命名は、過去の産業革命に続く、第四の革命という意味を持たせよ
うとしたものである。過去の３つの産業革命は、大量生産によるコストダウンを達成して
大量消費社会を可能にしてきた。

第一産業革命：蒸気機関の活用の発明による機械工業化(18世紀)

第二産業革命：石油と電気の活用による大量生産、大量輸送(20世紀初頭)

第三産業革命：コンピュータによる生産の自動化、機械の制御(20世紀後半)

そして、21世紀になって本格化したインターネットの活用と人工知能(AI)による考える工
場、繋がる産業製品化を、ドイツは第四次産業革命と位置づけた。

2012年ボッシュ(Bosch)とドイツ工学アカデミーのエンジニアたちは、「Industrie4.0)と
呼ぶ計画をドイツ連邦政府に提示し、スマートな工場へのIoTの導入は、第四次産業革命
の表れだと主張した。ドイツは、この第四次産業革命をIndustrie4.0と名付け、国家プロ
ジェクトとして推進している。ここに参加するのは、シーメンス、ボッシュ、それに世界
のIT業界の制覇を目論むIBMなどのアメリカの企業群である。もちろん、中国やインドな
ども虎視眈々と覇権をとるべく動いている。

保護コンテンツ

http://eco-bems.com



Industrie４．０の位置付け

保護コンテンツ
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IoTを取り巻く動向

ICT市場調査会社のIDCでは、国内IoT市場の2013年の市場規模を約11兆円と算出している。
2018年には2013年のほぼ２倍にあたる21兆円に増えると予測されている。

IoT市場は幾つかの市場で形成されている。“モノ”に該当するデバイス市場やモノとモ
ノをつなぐコネクティビティを掌るネットワーク市場に加え、運用管理系のプラットホー
ム市場、収集したデータを分析処理市場などがある。

サービスアプリケーション

分析処理

プラットホーム

ネットワーク

デバイス

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

データ分析結果をもとに特定のサービスを提供する　　
アプリケーション市場

モノが収集したデータを分析するソフトウェア市場、コ
ンサルティング市場

モノのアクティベーションや認証／課金／通信監理を実
現するプラットホームサービス市場

通信インフラ／通信機器市場／通信モジュール市場

デバイスや組込システムの市場

※上記の市場のうち、弊社の役割は、「プラットホーム市場」をはじめ、「サービスアプリケーション」
を除く分野になります。また、分析処理市場のほとんどのケースにおいて、弊社はコンサルタント会社
のサブの位置づけになります。

弊社の担当可能な分野

http://eco-bems.com



概要

弊社がご提案(構築)するIoTシステム環境ですが、基本的に前述の分析処理以下の分野に
なります。

受託でIoTシステム構築を行うこともできますし、また、サービスとしてIoTシステムをご
提供することは可能です。

IoTシステム構築の場合、サーバ構築から使用するデバイスまで特注で製作することがで
きます。

中小規模の工場におけるIoTシステム向けとして、IoTシステムのサービスの提供を想定し
ております。標準構成を下記のようにご提案させて頂きます。

※デバイス側

　工場の生産設備としてよく使われているPLC(シーケンサ)を接続する標準デバイス。

※通信インフラ

　既存のインターネットインフラを使用します。これによって通信インフラのための新た
　な設備投資が不要です。

※サーバ側

　レンタルサーバを利用することで低コスト、高信頼性のサーバ環境をご提供します。　
　サーバ：OS=CentOS、データベース=MySQL/PostgreSQL。

以上により低コストのサービスをご提供可能になります。また、別途費用でカスタマイズは可能です。

http://eco-bems.com



ご提案構成

本IoTシステムは、カスタマイズによってどのデバイスでもつながるようになりますが、
ご提案する基本構成はPLCとの接続になります。

国内の工場において、生産設備等に必ずシーケンサー/PLC(ProgramableLogicController)
があります。制御盤などの中の目立たない場所に設置してあります。

http://eco-bems.com



IoTシステム　機器構成（プラットホーム）

Web画面

Cent-OS　Apache

PHP     MySQL

アラームまたは　　
お知らせメール

サーバ

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

DOWNLOAD-DATA設定値
等は工場向けでは機能として
ありません。

モニタリング画面

IoT端末

PLC             
（シーケンサー）

PLC             
（シーケンサー）PLCは客先の既存設備

インターネットインフラは
客先の既存設備

ＰＣは客先の既存設備

携帯端末(スマホ等)は
客先の既存設備

生産機械等

LAN(TCP/IP)

クラウドプラットホーム

中小規模の工場向け標準構成(プラットホーム)

http://eco-bems.com



IoTシステム基本機器構成(対応PLC)

Web画面 サーバ

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

モニタリング画面

三菱PLC　　　　
Qシリーズ

キーエンスPLC　
KVシリーズ

三菱PLC

IoT端末

生産機械等 PLC             
（シーケンサー）

PLC             
（シーケンサー）

生産現場

or

or

or

LAN(TCP/IP)

生産現場生産現場

AnyWhere

http://eco-bems.com



IoTシステム基本機器構成(Qシリーズの場合)

Web画面 サーバ

モニタリング画面

IoT端末

生産機械等

生産現場

LAN(TCP/IP)

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

生産現場生産現場

AnyWhere

http://eco-bems.com



ご提案のIoTシステムにおけるデータアップロードについて
サーバ

DB

DB

IoT端末

生産情報等が格納され
ている各種レジスタ

生産情報等が格納され
ている各種レジスタ

サーバ側アップロード
データ格納処理

生産設備
http://eco-bems.com



IoTシステム基本機器構成(CC-Link等の場合)
Web画面 サーバ

モニタリング画面

IoT端末

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

生産現場生産現場

AnyWhere

CC-Link／光ケーブルなど

http://eco-bems.com



IoTを構成する各分野

IoTを構成する各分野

①生産現場における生産設備の制御

②IoT端末-PLC間通信により生産情報取得

③IoT端末-サーバ間通信により生産情報　

をアップロード

④サーバ提供サービス

⑤Web画面により生産現場の見える化

IoTを構成する各分野

①生産現場における生産設備の制御

②IoT端末-PLC間通信により生産情報取得

③IoT端末-サーバ間通信により生産情報　

をアップロード

④サーバ提供サービス

⑤Web画面により生産現場の見える化

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

モニタリング

および制御画面

IoT端末

既存インターネット
インフラ

DOWNLOAD-DATA
設定値等

生産設備

④

①

②

③

⑤
サーバ

※設定値データは無人の場合のみ
で、生産現場では禁止することで
より安全な運用になります。

注）工場のベースインフラが構築済であることを前提にしています。
http://eco-bems.com



工場の情報収集パターン

本IoTシステムは、カスタマイズによってどのデバイスでもつながるようになりますが、
ご提案する基本構成はPLCとの接続になります。

PLC接続を含む、PLCがない場合の情報収集パターンを次のように想定しております。

http://eco-bems.com



情報収集パターンその１：PLC接続

IoT端末

※PLCの接続実績：三菱、三菱Qシリーズ、キーエンスKVシリーズ

※ModbusのPLCなどの接続についてはご相談ください。

http://eco-bems.com



情報収集パターンその２(A)：光センサー

IoT端末

光センサーの例）　　　（但し、IoT端末とのインターフェース別)

※Cds/硫化カドミウムセル 20円～200円

　　http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-05863/

※TSL2561デジタル光センサボード　約800円　

　　https://www.switch-science.com/catalog/1801/

注意）

※ON/OFF判定の閾値について要調整

※IoT端末はフラッシュメモリ使用のため書込回数に注意
http://eco-bems.com



情報収集パターンその２(B)：IPカメラ

IoT端末

固定IPカメラの画像により該当箇所の点灯状態を判定。

注意）

※ON/OFF判定の閾値について要調整

※IoT端末はフラッシュメモリ使用のため書込回数に注意

http://eco-bems.com



情報収集パターンその３：押し釦

IoT端末

セル方式などの生産現場において、作業員が規定単位の生産完
了時に押し釦を押すことでサイクルタイムの情報が取得できます。

また、故障など欲しい情報については押し釦の組み合わせにより
実現します。

http://eco-bems.com



情報収集パターンその４：その他(カスタマイズ)

IoT端末

生産設備によって必要な情報が異なります。

生産設備のニーズに合わせて必要な情報を取得するためインター
フェースボード等を製作します。

http://eco-bems.com



カスタマイズ例

http://eco-bems.com



IoTシステム機器構成　カスタマイズ例イメージその１

Web画面

Cent-OS　Apache

PHP     MySQL

アラームメール

サーバ

UPLOAD-DATA　　　
水位、水量情報、ｐH、
六価クロム値など

DOWNLOAD-DATA
ポンプON/OFF制御、
設定値等

モニタリング

および制御画面

IoT端末

３Gルーター
uM200R Type-M

三菱PLC

六価クロム計

ポンプ 水位計 水量計
ＰＨ

建設関連向け遠隔監視システム

※このケースのIoT端末はGCPOINTを使用

http://eco-bems.com



カスタマイズ/応用例　建設業向け　モニタ画面例

 

水位

流量

ステータス1

データの日付&
時刻

六価クロム

ｐH値

ステータス2

モニタ画面において、WebテクノロジーのAjax/Javaによりトレンドデータはリアルタイムに
て更新されます。(この例では5分間隔)

ステータス1は、自動運転、リモート操作、自動．マニュアルのステータスを示します。

ステータス2は、ポンプ回転などモータの運転状況を示します。

http://eco-bems.com



IoTシステム機器構成　カスタマイズ例イメージその2

省エネシステム　デマンド監視

クラウド

EcoVigilo子機

EcoVigilo親機
(BEMS仕様)

Linux

PostregreSQL

RS485

サーバ

EcoVigilo子機

AnyWhere

※電力データUP

※電力制御

特徴

※インターネット公衆回線使用->既存の　　
　　インフラ兼用可

※暗号・認証は米軍無人機の128ビット版

※サーバは一般のレンタルサーバ使用の　　
　　ため安価にサーバ構築可

※データは双方向　　　　　　　　　　　　　　　　
　　UP：計測データ　　　　　　　　　　　　　　　
DOWN：制御データ

空調機・冷凍機用省エネ機器

IoT端末

※IoT端末として、この例ではGCPOINT使用

http://eco-bems.com



暗号化について

http://eco-bems.com



警察庁殿向け傍受法システムで使用する暗号

DVD-RAM装置(1)

DVD-RAM装置(2)

傍受

装置

交換機

FAX電話

FAX電話

or

ここで　　　　

暗号化
マイナーバージョンとして、麻薬取締および

海上保安庁向け

Classified

使用暗号は
米軍無人機
の128ビット版

保護コンテンツ

http://eco-bems.com



アメリカ DoD(Department of Defense) Classified

保護コンテンツ

http://eco-bems.com



番外編

http://eco-bems.com



IoTシステム　弊社がお手伝いさせて頂く範囲(CP様向け)

Web画面
サーバ

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

モニタリング画面

IoT端末

PLC             
（シーケンサー）

PLC             
（シーケンサー）

PLCは客先の既存設備

インターネットインフラは
客先の既存設備

生産機械等

LAN(TCP/IP)

ＰＣは客先の既存設備

その１　　　　　　　　　　　　　　　　　
PLCの生産等データをクラウド　　
サーバにアップロード致します。

その２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クラウドサーバをご用意させて頂き、また、
生産現場の情報を集計したり表示したりす
るソフト製作もお手伝いさせて頂くことは可
能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考)お客様にて製作されることも可能です。

http://eco-bems.com



IoTシステム　弊社がお手伝いさせて頂く範囲(SI様向け)

Web画面 御社サーバ

UPLOAD-DATA生産
情報、エラー情報等

アプリ画面

IoT端末

PLC             
（シーケンサー）

PLC             
（シーケンサー）

インターネットインフラは
客先の既存設備

LAN(TCP/IP)

その１　　　　　　　　　　　　　　　　　
PLCの生産等データをクラウド　　
サーバにアップロード致します。

その２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　生産現場において生産設備の構築、
ロボット制御等のお手伝い。

DB

OS:Linux

ＤＢ：PostgreSQL    
or MySQL

御社見える化システム、
生産システム等

御社にて構築

DB(データベース)
のテーブルに格納
します。

http://eco-bems.com


