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際的には、例えば ドイツ政府が国策と

して産学官で取り組んでいるインダス

トリー4.041は 「っながる工場」がキー

コンセプトであり、工場の設備や機器

を工場の垣根をlttえ てつなげるととも

に、製造の現場と消費者までもダイレ

クトにつなげることを目指している。

すなわち、センサーネットワークや

IoTに よる工場のスマー ト化などをサ

イバー空間の高いコンピューティング

能力と密接に連携させ、コンピューテ

ィングパワーで現実世界をより良く運

用することを検討している。また米国

では、 AT&T、 CISCO、  GE、 IBM、

INTELの 米国 5社が創設メンバーとな

り、 IIC (Industrial lnterllet Consor

tium)が立ち上がりもヽ 産業市場にお

けるIoT関連のテス トベッドやベリフ

ィケーションを進めている (図 2)。

図 2において、最下層はそれぞれの

システム構築を支える要素技術であり、

データの標準化やセキュリティなどが

重要なポイントとなっている。その上

の中間層は、それぞれの中心的メンバ

ーであり、左側がインダストリー4.0で

右側はIICと なっている。最上位層は人

との接点まで含めたIoTに よる情報の

徹底的な活用であり、クラウドコンピ

ューティングやセンサーネットワーク

などの利用が必須となる。

ここで、 このインダス トリー40と

ⅡCの特徴を以下の表 1にて比較する。

表 1に あるように、双方は目指す方

向性は同じであるが、それぞれの国情

や技術的背景に合わせ、自動化技術や

モノづくりに強いドイツと、情報系産

業で世界を牽引している米国とでは、

切り口が異なっている。
‐方、わが国では、多くの製造業が

人件費の安い海外へと製造拠点を移し

ており、その結果、国内雇用の喪失や

製造技術の流出に苦しんでいる。この

ようなモノづくりやサプライチェーン

のグローバル化に勝ち抜くためのキー

ワー ドとして挙げられるのが、オープ

52 クリーンテクノロジー 201512

ン&ク ローズ化、製造のサービス化、

そして 「つながる工場Jの実現であ

る。XO。 本プロジェクトでは、3Dプ リ

ンタを活用したテーラーメイ ドの価値

ユーザー計測・
・1者好調査・モ

共創を目指しており、図 3に示すよう

に、設計/製造現場・流通/販売現場
。消費者をIoTに よリシームレスにつ

なげるシステム化の構築を試みる。

図2 インダストリー40と IIC

表 1 インダストリー40と IICの 特徴比較

＼

鰊 玲
瘍 輻

Data Analytic Platform
Integratecl Data Source
Stanclarciization for Data lvl:rn:Lgement
Security Feature based N,'lodcl Der.elopment
Electronics and Control Systems
lvlass Production and \,Iechanical Devices

1螂襲摯0塾聾藤: 「謀021雖 i::

“Smart rllaclline、 1)lanner、 operator"な どの

融合したシステム
データ保持のためのクラウドシステムの発達

分散システムにおけるcpsの改良 クラウドサービス上での自動データ解析フォームの開発

統合型データヘの応用 統合型クラウド通信サービスの発達

異なるタイプの機騰 サービスに適したネット
ワークシステムの発達

クラウド環境下でのBigデータ管理のためのネットワーク
システムの発達

図3 マスカスタマイゼーション対応生産システム概要
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のような外乱に対し提案手法の有効性

を確認した。ただし、全ての情報をあ

る特定の中央管理コンピュータから受

け取るのでは問題規模の拡大に伴って

中央管理コンピュータの負担が極めて

大きくなり、 この故障により生産シス

テム全体が停止する危険性がある。ま

た、システムの一部を増築・保守する

際などに ^度システム全体を止める必

要があり、システム全体の停止による

経済的な影響などは軽視できない。

そこでここでは、自律分散の観点か

ら

① 負荷分散

② 危険分散

③ システム再編成

といった 3つの目的を実現するために、

ネットワーク通信技術を用いた自律分

散型実仮想融合生産システムの構築を

of simLr ation

Report state

試みている。自律分散的な構成により、

仮想システムを構成する際、各エージ

ェントは自分の担当する設備の進捗状

況により、仮想システムの/11成 を変更

させることで、オンラインで変動に即

応することができると考えられる。

実仮想融合システムを構成するエー

ジェントは各生産設備エージェントだ

けでなく、各ワークもエージェント化

されている。図 6にはエージェントの

仕組みを示している。実システムの進

捗情報追従および仮想システムの構築

を同時に行うため、各エージェントに

は実システムに含む情報と仮想システ

ムに含む情報の両方が存在する。実シ

ステムに含まれる情報はリアルタイム

に対応する実生産設備の進捗状況をセ

ンサを通じ監視・記録し (ワ ークエー

ジェントの場合は加工進捗状況)、 そし

Real Systenr

て各エージェントがそれぞれ新たな意

思決定が必要かどうかを判断する。意

思決定が必要と判断した際に、各エー

ジェントは仮想システムを構築し、仮

想システムに含む情報を利用してシミ

ュレーションを実施する機能を有して

いる。

実生産ラインを用いて研究を進める

ことが困難であるため、実際の生産ラ

インを模擬した物理モデルプラントを

用いた研究が見受けられる(つ。モデル

プラントを用いることで、従来の計算

機内部のみにおけるシミュレーション

の進捗状況が直観的に捉えられるだけ

でなく、さらに計算機内部に事前に想

定した変動以外の物理的な突発状況も

表現できるようになるといった利点も

認められている。

ここで図 7に、実仮装融合システム

を実装する環境として利用しているモ

デルプラントシステムを示す。本モデ

ルプラントの設備構成としては加エミ

リングマシン (Milling Machine)4

台、入出庫バッファコンベア (Btiffer)

4台、自動倉庫 (AS/RS:Autonlated

コOrage and ttetrieVal ttyStem)1台

および部材搬送コンベア (Conveyer)

・ センサ・アクチュエータ・制御系・機構系・

RF ID等 を有する

・ 実工場 (実空間)の物理的模擬実験環境と
して利用

・ 加エマシン4台 (Cell)

(い づれも工具交換ができる)

・ 入出庫コンベア4台
(バ ッファ 1、 2は入庫、出庫専用)

・ 自動倉庫 1台 (格納位置50箇所)

・ 移動コンベア1台 (AGV)(部 品搬送)

図7 モデルプランシステム

図5 実仮想融合型生産システムの概念図
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以上のように、オークションによる

短期シミュレーションと進化型計算

DGAに よる効率の良い探索を兼ね合っ

て行うことにより、生産システムにお

けるさまざまな変動に柔軟かつ効率に

対応することが期待できる。

ここでは、説明した実仮想融合型生

産システムに、サプライチェーン全体

のIoTに よる統合化を試み、製品設計

や製造プロセス、資材調達、在庫管理、

生産計画、物流計画などの柔軟で効率

的なオペレーション実現を目指してい

る。

(4)流通・小売

ここでは、設計・製造現場と流通/
販売現場をIoTで つなく

゛
ことで、マス

カスタマイゼーションを支援するため

のモノの流れとしてのサプライチェー

ンの効率化を試みる。さらに、図 1に

示した計測 。デジタルモデリングに対

応して、店舗顧客の感性価値 。主観的

価値をダイレクトに入手・分析し潜在

的な価値を発見することで、新たな製

品コンセプトの設計への展開を図って

いる。

(5)消 費者・家庭

家庭の情報機器やスマー トフォン、

身体情報の計測デバイスなどを媒介に、

IoTに よって消費者が価値共創ループ

ヘ直接つながることで超ラビッドプロ

トタイビングが可能となり、単に機能

性のみを追求したプロダクトデザィン

から、個人の個性や趣味、利用日的な

どに応じ新たに生み出されるバリュー

デザインヘの展開を目指している。こ

こでのコンセプトは “あなたとともに

進化するシューズデザイン"で あり、

図 1に おける “育てる人工物"に対応

している。

な おわりに
本稿では、神戸の代表的な地域産業

であるラバー製品のテーラーメイド化

を目指し、ラバー製スポーツシューズ

を対象に、「考える工場Jの展開により

世界をリー ドする革新的なものづくり

の実現を目指す取り組みを紹介した。

ラバー製品のテーラーメイ ド化は、ス

ポーッシューズに限らずビジネスシュ

ーズを始めさまざまな健康福祉用品や

介護用品、工業用製品などへの応用が

可能であり、今後の応用展開が見込ま

れている。なお本SIPプロジェクトは、

神戸大学、産業技術総合研究所、兵庫

県工業技術センター、アシックス、神

戸工業試験場、住友ゴム、バンドー化

学などよりなる産官学の連携体制にて

進められている。さらに、本年6月 に

神戸大学内に「3Dス マートものづくり

研究センター」が開設された。本セン

ターでは、今後、ますますこの動きを

加速し、ここで紹介した欧米の取り組

みにも負けない国内研究開発体市1を確

立することで、ものづくりのスマー ト

化に関する先進的な技術革新が現在も

推し進められているllll。
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